地域総合研究
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第17号

Part 2

松本大学大学院・松本大学・松商短期大学部の研究活動
（2015.4～2016.3）

1．論文・著書・教科書など出版状況
（1）論文・研究ノート・調査事例報告
1）論文

大学院 健康科学研究科
江 原 孝 史 「Fatty

acid-binding protein 4 mediates apoptosis via endoplasmic reticulum stress
in mesangial cells of diabetic nephropathy」
（共著）
Molecular and cellular endocrinology 411 pp.232-242
Elsevier 2015年
「A case of endocapillary proliferative glomerulonephritis with macrophages
phagocytosing monoclonal immunoglobulin lambda light chain.」
（共著）
Pathology International 65 pp.38-42
Blackwell 2015年
「Combined IgG4κ and Ig1λ deposition in the glomerular and tubular basement
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membrane accompanied by autoimmune neutropenia and immune thrombocyctopenia」
（共著） Clinical and experimental nephrology 4 pp.206-211
Springer 2015年
「Effects

of skim milk power intake and metabolic parameters in aged obese rats」
（共著） Journal of Exercise Nutrition ＆ Biochemistry 19（3） pp.247-254
The Korean Society for Exercise Nutrition 2015年9月30日
「Differences

in histone modifications between slow- and fast-twitch muscle of adult
rats and following overload, denervation or valproic acid administration.」
（共著）
Journal of Applied Physiology（119巻10号）pp.1042-1052
American Physiological Society 2015年12月
「Speed and/or inclination-dependent mobilization of human leg muscles during
walking with a unique exception.」
（共著）
Acta Astronautica（116巻11～12月号）pp.237-246
International Academy of Astronautics 2015年11月
「Responses of skeletal muscles to gravitational unloading and/or reloading」
（共
著）
Journal of Physiological Sciences（65巻4号）pp.293-310
Physiological Society of Japan 2015年4月
「Macrophage deficiency in osteopetrotic （op/op） mice inhibits activation of
satellite cells and prevents muscle hypertrophy in single soleus fibers.」
（共著）
American Journal of Physiology Cell Physiology（308巻10号）pp.C848-C855
American Physiological Society 2015年3月
「Phosphorylation of Hsp25 at serine 15 is promoted in immature fibers following in
situ muscle contraction」
（共著）
Journal of Physical Fitness and Sports Medicine（4巻2号）pp.231-239
Japanese Society for Physical Fitness and Sports Medicine 2015年3月
「埼玉県住民における日常食の放射能調査

（2011～2012年度）」
（共著）
RADIOISOTOPES. 64, No.9 pp.563-569（公社）日本アイソトープ協会 2015年9月
「Effect

of a Two-year Health Program on Brain Function, Physical Fitness and
Blood Chemistry.」
（共著）
J Community Med Health Educ Vol. 5, Issue 3:349 doi: 10.4172/2161-0711.1000349
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廣田

電子ジャーナルpp.1-6 OMICS International 2015年4月
「DIFFERENCE S BETWEEN TWO JAPANE SE HEALTH PROMOTION
PROGRAMS ON MEASURES OF HEALTH AND WELLNESS.」
（共著）
Innovative Journal of Medical and Health Science 5: 4 July – August pp.170-181
Innovative Journal 2015年7月
直 子 「Effect

of a Two-year Health Program on Brain Function, Physical Fitness and
Blood Chemistry.」
（共著）
J Community Med Health Educ Vol.5, Issue 3:349 doi: 10.4172/2161-0711.1000349
電子ジャーナルpp.1-6 OMICS International 2015年4月
「Designing optimal food intake patterns to achieve nutritional goals for Japanese
adults through the use of linear programming optimization models.」
（共著）
Nutr J. 2015 14:57. doi: 10.1186/s12937-015-0047-7. pp.1-10
BioMed Central Ltd 2015年6月
「Estimation of habitual iodine intake in Japanese adults using 16-day diet records
over four seasons with a newly developed food composition database for iodine.」
（共著）
Br J Nutr. Vol.114, No.4 doi: 10.1017/S0007114515002019. pp.624-634
Cambridge University Press 2015年8月
「DIFFERENCE S BETWEEN TWO JAPANE SE HEALTH PROMOTION
PROGRAMS ON MEASURES OF HEALTH AND WELLNESS.」
（共著）
Innovative Journal of Medical and Health Science 5: 4 July – August pp.170-181
Innovative Journal 2015年7月
「Higher proportion of total and fat energy intake during the morning may reduce
absolute intake of energy within the day. An observational study in free-living
Japanese adults.」
（共著）Appetite. Volume 92, 1 pp.66-73 ELSEVIER 2015年9月

総合経営学部 総合経営学科
太田
勉 「地方創生と信用金庫：信用金庫は地域ブランディングのリード役」
信用金庫第69巻第10号 pp.26-31 全国信用金庫協会 2015年10月
兼 村 智 也 「中国金型産業の多様性－乗用車用プレス金型を例に－

」
塑性と加工（第56巻 第656号）pp.9-13 日本塑性加工学会 2015年9月
「塑性加工業界におけるM&Aの動向」
プレス技術（第54巻第1号）pp.40-43 日刊工業新聞社 2016年1月
木 村 晴 壽 「戦後の大店規制に関わる立法過程と商調協―いわゆる地元民主主義をめぐって―」
地域総合研究（第16号）pp.7-26 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
成
耆 政 「信州地域活性化のための農山漁村の6次産業化のビジネスモデルの開発と適用」
地域総合研究（第16号）pp.27-41 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
「信州地域における地域農業協同組合（JA）の対応と課題―TPPの地域農業への影響お
よび組織改革を中心に―」
（共著）
地域総合研究（第16号）pp.43-55 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
室谷
心 「Lattice

QCD study of four-quark components of the isosinglet scalar mesons:
Significance of disconnected diagrams」
（共著）
Phys. Rev. D 91, 094508（10pages） American Physical Society 2015年5月
「地域イベントで子供に教える機会を利用した情報科教職課程学生の教育」
日本情報科教育学会誌，Vol.８，No.１ pp.61-69 日本情報科教育学会 2016年1月
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総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
向井
健 「困難を抱えた若者のエンパワーメントと場の文化規範の転換」
勤医協札幌看護専門学校紀要第5巻 pp.7-15
勤医協札幌看護専門学校 2015年12月3日
「地域の暮らしを拓く学びをつくる‐島田修一「私の社会教育実践と研究活動のあゆみ」
から得られる示唆‐」
社会教育・生涯学習研究所年報第11号（特集：参加・自治・創造と公民館）pp.129-140
社会教育・生涯学習研究所 2016年3月
人間健康学部 健康栄養学科
沖 嶋 直 子 「長野県松本地域で販売されたダイズ製品における組換えダイズ混入状況の網羅的調査

結果」
（共著）
日本食品化学学会誌、22巻2号 pp.123-132 日本食品化学学会 2015年8月
硲 野 佐也香 「小学5年生の家庭での食事の手伝いと保護者のゆとり感や子どもの共食の状況との関

連」
（共著） 栄養学雑誌（第73巻第5号）pp.195-203 日本栄養改善学会 2015年10月
福 島 智 子 「看取りにおける自己決定と家族―ローマでの調査から」

文化と哲学（32号）pp.39-60 静岡大学哲学会 2015年8月
矢 内 和 博 「田七人参の茎と葉のラットにおける90日反復投与経口毒性試験」
（共著）
日本食品化学会誌（23巻1号）pp.27-36
日本食品化学会
2016年2月
人間健康学部 スポーツ健康学科
岩 間 英 明 「小学校の体育授業における効果的な内容構成と指導方法の検討―

児童が楽しさを
感じる走運動指導―」
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.47-60 松本大学 2016年1月
小 松 茂 美 「学校現場の変化と部活動マニュアルの作成」

松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.61-72 松本大学 2016年1月
征矢野 達 彦 「道徳教育の現状と道徳の教科化、

『特別の教科 道徳』の今後のあり方－学習指導要
領の改訂を通して－」
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.13-28 松本大学 2016年1月
等々力 賢 治 「地域プロスポーツと自治体」

住民と自治 通巻630号 pp.11-14 自治体問題研究所 2015年10月1日
藤 枝 充 子 「安部磯雄―その生い立ちと人格形成」

地域総合研究（第16号）pp.57-66 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
「子どもの権利を承認する『家庭教育』論の検討―1900年代の堺利彦と久津見蕨村に着
目して―」
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.29-38 松本大学 2016年1月
松商短期大学部 商学科
糸 井 重 夫 「経済・金融教育における“反転授業”の有効性と課題」
経済教育No.34 pp.144-148 経済教育学会 2015年9月
木 下 貴 博 「IT端末の活用による簿記教育の展開」
松本大学紀要第14号（通刊第66号）pp.1-12 松本大学 2016年1月
松商短期大学部 経営情報学科
藤 波 大三郎 「新しい銀行の企業取引」

産業経済研究第16号 pp.109-122

日本産業経済学会

2016年3月
275

Ⅰ

松本大学大学院・松本大学・松商短期大学部の研究活動

2）研究ノート

総合経営学部 総合経営学科
川 島 一 夫 「不登校児は、

なぜ学校に行かれないのかⅡ－不登校の発展社会心理学的考察－」
（共
著）
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.85-94 松本大学 2016年1月
室谷
心 「地域イベントを利用した情報科教職課程学生の教育」
日本情報科教育学会第8回全国大会講演論文集 pp.105-106
日本情報科教育学会 2015年6月27日

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
佐 藤 哲 郎 「地域包括支援センターの評価研究における度横行と課題に関する一考察」
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.95-103 松本大学 2016年1月
人間健康学部 健康栄養学科
石 原 三 妃 「管理栄養士養成施設に求められる調理学実習の内容

－給食施設と非給食施設にお
ける学習内容の比較－」
（共著）
日本調理科学会誌（48巻6号）pp.405－415 日本調理科学会 2015年12月
大 森 恵 美 「管理栄養士養成施設に求められる調理学実習の内容―給食施設と非給食施設におけ

る学習内容の比較―」
（共著）
日本調理科学会誌（48巻6号）pp.405‐415 日本調理科学会 2015年12月
水 野 尚 子 「管理栄養士養成施設に求められる調理学実習の内容－給食施設と非給食施設におけ

る学習内容の比較－」
（共著）
日本調理科学会誌VoI.48 No.6（2015）pp.21-31 日本調理科学会 2015年12月
人間健康学部 スポーツ健康学科
小 松 茂 美 「不登校児は、

なぜ学校に行かれないのかⅡ－不登校の発展社会心理学的考察－」
（共
著）
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.85-94 松本大学 2016年1月
征矢野 達 彦 「不登校児は、

なぜ学校に行かれないのかⅡ－不登校の発展社会心理学的考察－」
（共
著）
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.85-94 松本大学 2016年1月
藤 枝 充 子 「不登校児は、

なぜ学校に行かれないのかⅡ－不登校の発展社会心理学的考察－」
（共
著）
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.85-94 松本大学 2016年1月
松商短期大学部 商学科
金 子 能 呼 「切花の流通と卸売市場」
地域総合研究（第16号）pp.75-84

松本大学地域総合研究センター

2015年7月

松商短期大学部 経営情報学科
矢野口
聡 「ビジュアルプログラミングツールを用いた小学生向け制御プログラミング教育の検討」
日本教育工学会研究報告集JSET15-5 pp.113-116 日本教育工学会 2015年12月

3）調査・事例報告

総合経営学部 総合経営学科
葛 西 和 廣 「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究

（Ⅳ）」
（共著）
地域総合研究（第16号）Part1 pp.85-100 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
「木曽町における観光客の動向に関する調査・研究（Ⅳ）」
（共著）
地域総合研究（第16号）Part1 pp.101-131 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅴ）」
（共著）
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松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.105-121 松本大学 2016年1月
晴 壽 「地方創生プログラムと大学の地域連携活動―大学と地域の関係性を念頭に―」
地域活性研究vol.7 pp.223-232 地域活性学会 2016年3月
耆 政 「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅳ）」
（共著）
地域総合研究（第16号）Part1 pp.85-100 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
「木曽町における観光客の動向に関する調査・研究（Ⅳ）」
（共著）
地域総合研究（第16号）Part1 pp.101-131 松本大学地域総合研究センター 2015年7月
「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅴ）」
（共著）
松本大学研究紀要第14号（通刊第66号）pp.105-121 松本大学 2016年1月

4）教育実践報告

松商短期大学部 経営情報学科
中 村 純 子 「学生アシスタントを活用した教育方法及び教育効果」
地域総合研究（第16号）Part1 pp.133-141 松本大学地域総合研究センター

2015年7月

5）資料

人間健康学部 健康栄養学科
石 原 三 妃 「管理栄養士養成施設に求められる調理の学習内容：施設種類ごとの特徴」
（共著）
日本調理科学会誌49巻1号 pp.65－73 日本調理科学会 2016年2月
大 森 恵 美 「管理栄養士養成施設に求められる調理の学習内容：施設種類ごとの特徴」
（共著）
日本調理科学会誌（48巻7号） 日本調理科学会 2016年2月
矢 内 和 博 「そばの製粉残渣の有効活用法の開発」
地域総合研究（第16号）Part1 pp.143-150 松本大学地域総合研究センター 2015年7月

6）その他（実践研究）

大学院 健康科学研究科
根 本 賢 一 「中高年の健康づく

りで産官学連携松本大、
『インターバル速歩』目玉に人材輩出、ホテル
の宿泊プランにも」
（共著）
厚生福祉第6127号 pp.2-5 時事通信社 2015年1月
総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
向井
健 「『人が育つ地域』を創りあう学習と実践を豊かにしていくために」
信州の自然に生きそして学ぶ2015（第34集）pp.181-183
長野県公民館運営協議会 2015年9月

松商短期大学部 商学科
香 取 智 宜 「重要論点の理解度チェック」

会計人コース4月号 pp.6-15

中央経済社

2016年3月

（2） 著書

大学院 健康科学研究科
杉 山 英 男 『衛生試験法・注解2015』
（共著）
（公社）日本薬学会編集 金原出版株式会社 2015年
根 本 賢 一 『NHKテレビテキスト きょうの健康』
（共著）
NHK出版 2015年5月・12月
総合経営学部 総合経営学科
兼 村 智 也 『金型産業の技術形成と発展の諸様相－グローバル化と競争の中で』
（共著）
日本評論社 2016年3月
木 村 晴 壽 『地域づくり再考－地方創生の可能性を探る』
（共著）
松本大学出版会 2016年3月
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総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
白戸
洋 『地域づくり再考－地方創生の可能性を探る』
（共著）
尻無浜 博 幸 『地域づくり再考－地方創生の可能性を探る』
（共著）
増尾
均 『福祉行財政と福祉計画第3版』
（共著）
人間健康学部 健康栄養学科
石 澤 美代子 『長野の子ども白書』
（分担執筆）
福 島 智 子 『新版 現代医療の社会学』
（共著）

松本大学出版会 2016年3月
松本大学出版会 2016年3月
弘文堂 2016年2月

長野の子ども白書編集委員会 2015年5月
世界思想社 2015年8月

人間健康学部 スポーツ健康学科
岩 間 英 明 『地域づくり再考－地方創生の可能性を探る』
（共著）
齊藤
茂 『地域づくり再考－地方創生の可能性を探る』
（共著）
中 島 節 子 『地域づくり再考－地域創生の可能性を探る』
（共著）

松本大学出版会
松本大学出版会
松本大学出版会

2016年3月
2016年3月
2016年3月

松商短期大学部 商学科
糸 井 重 夫 『日中の金融制度・金融政策比較』
（共著）
中央大学出版部 2016年3月
香 取 智 宜 『独学ではじめる税理士試験合格バイブル』
（共著）
中央経済社 2015年10月
篠 原 由美子 『学校司書・

司書教諭・図書館担当者のための学校図書館スタートガイド : サンカクくんと
問題解決!』
（共著）
少年写真新聞社 2015年4月
松商短期大学部 経営情報学科
藤 波 大三郎 『わが国の銀行行動と金融システム』
『投資初心者のための資産運用』

三恵社 2015年12月
創成社 2016年1月

（3）教科書

総合経営学部 総合経営学科
木 村 晴 壽 『日本経済史』
『地域産業史』
『博物館資料論』

松本大学 2015年4月
松本大学 2015年4月
松本大学 2015年9月

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸 『社会福祉士シリーズ「福祉行財政と福祉計画」第3版』
（共著）
弘文堂 2016年2月
八 木 雅 子 『生活文化論』
松本大学 2015年9月
『コミュニケーションスキル』
松本大学 2015年9月
『マナーと接遇』
松本大学 2015年9月
人間健康学部 健康栄養学科
藤 岡 由美子 『運動器（筋・骨格）系疾患（Nブックス疾病の成り立ち：臨床医学）第2版）』
（共著）
建帛社 2015年9月
『疾病別栄養ケア・マネジメント―献立から指導まで―』
（共著） 学建書院 2016年3月
人間健康学部 スポーツ健康学科
新 井 喜代加 『標準テキスト・スポーツ法学』
（共著）
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（4）報告書

大学院 健康科学研究科
杉 山 英 男 「厚生労働科学研究費補助金

食の安全確保推進研究事業 『国内における食品を介した
種々の放射性物質による暴露量の評価』」
（共著）
〈課題番号：H24−食品−指定−004（復興）〉
平成26年度総括・分担研究報告書 pp.1-60 国立保健医療科学院 2015年7月
「東電福島第一原発事故の食品中の放射性物質中の濃度実態」
（共著）
体力・栄養・免疫学会 2015年8月
「キレート剤を用いた環境水中クロムの形態別定量法と試料保存方法の検討」
（共著）
p.1160 （公社）日本分析化学会 2015年9月
根 本 賢 一 「通所介護施設利用者における健康寿命の指標と身体機能評価に関する検討」
『第70回日本体力医学会大会予稿集』p.242 2015年9月
廣 田 直 子 「Association

between culinary diversity of breakfast or evening meal and daily
nutrient intake among junior high school students of Japan」
（単著）
ACN2015 12th Asian Congress of Nutrition, Abstract Book p.224 2015年5月
「男性長寿日本一の村における高齢者のライフスタイルと食生活に関する研究 第1報」
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No.5 p.210 2015年9月
「高校サッカー選手の食生活と食事準備者（母親）の働き方との関連」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No.5 p.307 2015年9月
「高校運動部の屋内・屋外競技における水分摂取量と体重減少率の状況」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No.5 p.208 2015年9月
「管理栄養士養成課程の学生が実施した「健康弁当」提案の取組み
～課外活動を通した学生の学びの実践報告～」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No.5 p.328 2015年9月
「みそ汁の食塩相当量に関する表示方法への理解と年代別にみる減塩に対する意識」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No.5 p.330 2015年9月
「男性長寿日本一の村における高齢者のライフスタイルと食生活に関する研究 第2報」
日本公衆衛生雑誌第62巻第10号 p.257 2015年10月
「がん化学療法に伴う味覚障害の検証と支援のあり方についての検討」
（共著）
日本静脈経腸栄養学会雑誌Vol.31 p.434 2016年1月
「次の世代へもつなごう『野菜をしっかり食べる！』」
平成27年度消費・安全対策交付金事業「第8回長野の野菜はおいしいよコンテスト」
作品集pp.2-3 2016年2月
「2015年度 文部科学省 地（知）の拠点事業『おいでよ♪松大健康教室』実施報告書」
（編著）
松本大学COC事業 2016年3月
総務省「『域学連携』地域づくり活動」事業「生坂村通学合宿における食育活動～松本
大学人間健康学部健康栄養学科学生の学習～ 2015年度 活動報告書」
（編著）
松本大学廣田直子研究室 2016年3月

総合経営学部 総合経営学科
室谷
心 「平成26年度松本市商店街歩行者通行料調査結果報告書」
松本市、松本商工会議所、松本商店街連盟
総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
白戸
洋 「平成27年度買い物支援報告書」
（編集）
松本大学
尻無浜 博 幸 「1．地域に根ざした共生社会の実現 -CBID事例集-」
（共著）pp.32-37

2015年3月

2016年3月

279

Ⅰ

松本大学大学院・松本大学・松商短期大学部の研究活動

日本障害者リハビリテーション協会 2015年5月
中 澤 朋 代 「サスティナブルツーリズム国際認証 尾瀬フォーラム」
（共著）pp.38-4
NPO法人日本エコツーリズムセンター1 2016年3月31日
益 山 代利子 「長野県軽井沢町を訪れる外国人観光客の目的と満足度調査報告及び改善提案」

（共
著）pp.1-43
松本大学 2016年3月
「チェコ共和国の自転車振興政策とシクロツーリズム」
第4回松本大学教員研究発表会抄録集 2A1 松本大学 2016年3月
人間健康学部 健康栄養学科
浅 野 公 介 「インスリン誘導性時計遺伝子と SIRT ファミリーの発現相関」
（共著）
第9回健康長寿長野研究会 p.17 2015年6月
「インスリン誘導性時計遺伝子とSIRT1遺伝子の発現相関」
（共著）
第88回日本生化学会大会、第38回日本分子生物学会年会講演要旨集
ホームページ閲覧形式 2015年12月
石 原 三 妃 「寒天ゲルの力学特性に及ぼす牛乳添加の影響」
第62回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集 p.348 2015年9月24日
石 澤 美代子 「高校運動部の屋内・屋外競技における水分摂取量と体重減少率の状況」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No5 p.208 2015年9月
「みそ汁の食塩相当量に関する表示方法への理解と年代別にみる減塩に対する意識」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No5 p.330 2015年9月
「管理栄養士養成課程の学生が実施した『健康弁当』提案の取組み～課外活動を通した
学生の学びの実践報告～」
（共著）
栄養学雑誌Supplement to Vol.73、No5 p.328 2015年9月
沖 嶋 直 子 「An

analysis of allergen contamination of non-allergen food preparation in a home
setting」
（共著）
ACN2015Abstract book p.478 2015年5月
「食物アレルギーをもつ子どもが安心・安全な食生活をおくるために－家庭内調理におけ
る、アレルゲン混入要因について－」
（共著）
日本食品化学学会第21回総会・学術大会講演要旨集 p.76 2015年5月
「長野県松本地域で販売された絹ごし豆腐における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入
状況調査」
（共著）
日本食品化学学会第21回総会・学術大会講演要旨集 p.83 2015年5月
「長野県松本地域で販売された大豆製品における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入状
況調査」
（共著）
日本食品化学学会第21回総会・学術大会講演要旨集 p.88 2015年5月
「長野県松本地域で販売された大豆製品へのRRS,EES2ならびにLLS混入率調査」
公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団平成26年度年報第30巻
pp.166-170 2015年8月
「食物アレルギーをもつ子どもが安心・安全な食生活をおくるために－家庭内調理におけ
る、アレルゲン混入要因について－」
（共著）
栄養学雑誌、Supplement of Vol.73, No.5 2015年9月
「長野県松本地域で販売された絹ごし豆腐における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入
状況調査」
（共著）
栄養学雑誌、Supplement of Vol.73, No.5 2015年9月
「長野県松本地域で販売された大豆製品における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入状
況調査」
（共著）
栄養学雑誌、Supplement of Vol.73, No.5 2015年9月
硲 野 佐也香 「世帯の経済状態と保護者の食生活等の関連についての実証的研究－保護者の学歴との

関連－」
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栄養学雑誌 Supplement to Vol.73、No.5 p.275 2015年9月
羽 石 歩 美 「ZHX1変異遺伝子の生物学的役割の解析」
（共著）
第9回健康長寿長野研究会プログラム集 p.18 2015年6月
「ラットSHARP-2遺伝子のインスリンによる発現誘導機構の解析」
（共著）
第88回日本生化学大会プログラム集 p.318 2015年11月
藤 岡 由美子 「平成27年度農林水産省補助事業 医福食農連携推進環境整備事業報告書」
（編集）
一般社団法人医福食農連携推進機構 2016年3月
人間健康学部 スポーツ健康学科
新 井 喜代加 「タイトルⅨに基づく参加機会の平等と公正―sexの平等からgenderの平等へ―」
日本スポーツとジェンダー学会第14回大会プログラム＆発表抄録集 p.23
2015年7月
犬 飼 己紀子 「第69回全国レクリエーション大会inながの 報告書」
（編集）pp.13-60
第69回全国レクリエーション大会inながの実行委員会 2016年3月
岩 間 英 明 「子どものからだ 大丈夫？！」
子どものこころとからだの問題を考える～学校関係者と学校医のつどい～『スポーツ外
傷･障害と運動器検診について考える』
（記録集）pp.4-13、30-39
2015年11月
熊 谷 麻 紀 「地域での活動に参加する異世代における一般性自己効力感と健康関連QOLとの関連に

ついて」
（共著）
日本ヘルスプロモーション学会第13回学術大会・総会抄録集 p.28 2015年11月
齊藤
茂 「中途身体障害者のエキスパート・スポーツ選手を対象とした自己変容過程の質的分析」
長野体育学会第51回大会号 p.7 2016年1月
住 吉 廣 行 「地方

・小規模学校の戦略的マネジメント －独自性を重視する松本大学の取り組み事例か
ら－」
私学経営No.486 pp.54-64 2015年9月
「地方創生に向けた私立大学の役割－わが国の永続的発展のために－中間報告」
（共
著）
日本私立大学団体連合会、高等教育改革委員会、地方活性化（地方共創）
問題に関する小委員会 2015年11月
「地域づくり再考－地域創生の可能性を探る－『あとがき』」
松本大学COC戦略会議編 p.355 松本大学出版会 2016年3月
第9回大学人サミット基調講演「松本大学開学からの13年半」
信州・まつもとカレッジ2015報告書 pp.26-27
大学人サミット信州・まつもとカレッジ2015実行委員会 2015年3月
中 島 節 子 「高校生の『デートDV』の講座受講から健康相談につなぐ」
日本健康相談活動学会第12回学術集会抄録集 p.64 2016年3月
松商短期大学部 商学科
木 下 貴 博 「学会ルポ：日本会計教育学会第7回全国大会」
企業会計（第68巻3号）p.80

2016年3月

（5）商品・サービスの開発

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
大野
整 「山辺の彩り」
連携先・発売元／Couleu de YAMABE 2016年2月
「奈川ルビー」
連携先・発売元／奈川振興公社 2016年2月
白戸
洋 「日本酒チョコレート～松本の蔵巡り」
連携先／まつもと城町市民コンシェル・ジュクールショコラ
発売元／まつもと城町市民コンシェルジュ
「大正ロマンカレーおやき」
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連携先／大正ロマンのまちづくり協議会・おやき工房旬菜花（有限会社各務製粉）
発売元／おやき工房旬菜花 2015年11月
人間健康学部 健康栄養学科
矢 内 和 博 「安曇野薪能御膳」
連携先・発売元／ヘルシーフーズ
「名水サミットin安曇野御膳」
連携先・発売元／ヘルシーフーズ
「カットさつまいも（冷凍）」
連携先／斎藤農園・ヘルシーフーズ 発売元／ヘルシーフーズ
「働くお母さん応援プロジェクト」
連携先・発売元／ヘルシーフーズ
「わさびフランク、ウィンナー」
連携先／アルピコ交通・チロルの森 発売元／チロルの森
「ケーキ：けやきの木クリスマスバージョン」
連携先・発売元／ラパン
「ケーキ＆チョコレート：けやきの木バレンタインバージョン」
連携先・発売元／ラパン
「アルクマそばクッキー」
連携先／あづみ野食品・JR東日本長野支社 発売元／あづみ野食品
松商短期大学部 商学科
金 子 能 呼 バレンタインスイーツ「ラブ・フォエバー」
「チョコっと」
「メルシー」
連携先・発売元／サントゥールムラカミ

2015年8月
2015年8月
2015年9月
2015年12月
2015年12月
2015年12月
2016年2月
2016年3月

2016年2月

2．学会・研究会発表など
（1）学会・研究会発表

大学院 健康科学研究科
江 原 孝 史 「電顕用樹脂切片の用いた軽鎖の免疫染色の有用性 AL アミロイド―シスでの検討」
日本腎臓学会学術総会 名古屋 2015年6月6日
河 野 史 倫 「胎児筋核の喪失が骨格筋のエピゲノムおよび遺伝子制御に及ぼす影響」
第3回骨格筋生物学研究会 東北大学 2015年3月5日
「速筋または遅筋特有のエピジェネティクスと特性変化の制限」
第9回健康長寿長野研究会 松本大学 2015年6月27日
「再生筋におけるエピゲノム変化が過負荷による肥大応答性に及ぼす影響」
第70回日本体力医学会 ホテルアバローム紀の国 2015年9月19日
「骨格筋再生における問題点と全身振動介入によるアプローチ」
第2回パワープレート情報交換会 シャングリラホテル東京 2015年11月2日
「個体差を理解するための骨格筋エピジェネティクス研究」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
木 藤 伸 夫 「高脂質餌はキイロショウジョウバエの老化、生殖、行動へ影響する」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
杉 山 英 男 「東電福島第一原発事故の食品中の放射性物質中の濃度実態」
第25回体力・栄養・免疫学会大会 東京 2015年8月22・23日
「キレート剤を用いた環境水中クロムの形態別定量法と試料保存方法の検討」
日本分析化学会第64年会 福岡 2015年9月9〜11日

髙木
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第9回健康長寿長野研究会 2016年6月27日
根 本 賢 一 「通所介護施設利用者における健康寿命の指標と身体機能評価に関する検討」
第70回日本体力医学会 和歌山県民文化会館・ホテルアバローム紀の国
2015年9月18〜20日
廣 田 直 子 「Association

between culinary diversity of breakfast or evening meal and daily
nutrient intake among junior high school students of Japan」
12th Asian Congress of Nutrition 横浜市パシフィコ横浜 2015年5月15日
「小学生の通学合宿における栄養関連学科学生による食育活動」
日本食育学会第3回学術大会 仙台市宮城大学 2015年6月7日
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりに関する研究 第1 報 〜長野県の食生活
改善推進員の地域活動と若い世代への食の伝承に関する意識〜」
第24回日本健康教育学会学術大会 前橋市前橋市中央公民館 2015年7月5日
「男性長寿日本一の村における高齢者のライフスタイルと食生活に関する研究 第1報」
「高校サッカー選手の食生活と食事準備者（母親）の働き方との関連」
「高校運動部の屋内・屋外競技における水分摂取量と体重減少率の状況」
第62回日本栄養改善学会学術総会 福岡市福岡国際会議場 2015年9月25日
「管理栄養士養成課程の学生が実施した「健康弁当」提案の取組み～課外活動を通した
学生の学びの実践報告～」
「みそ汁の食塩相当量に関する表示方法への理解と年代別にみる減塩に対する意識」
第62回日本栄養改善学会学術総会 福岡市福岡国際会議場 2015年9月26日
「長野県内農村地域の中学生における食事内容多様性と1日あたりの栄養素等摂取量と
の関連」
第38回長野県栄養改善学会 長野市ホテル国際21 2015年10月16日
「男性長寿日本一の村における高齢者のライフスタイルと食生活に関する研究 第2報」
第74回日本公衆衛生学会総会 長崎市長崎新聞文化ホール 2015年11月4日
「地域での活動に参加する異世代における一般性自己効力感と健康関連QOLとの関連に
ついて」
日本ヘルスプロモーション学会第13回学術大会 新潟市新潟保健医療専門学校
2015年11月28日
「中学生における生活習慣と1日当たりの栄養素等摂取量との関連」
「家庭の生活習慣が子どもに与える影響について」
「大学生の学校健診におけるヘリコバクター・ピロリ菌感染症スクリーニング検査導入の
試み」
日本学校保健学会第62回学術大会 岡山市岡山コンベンションセンター
2015年11月29日
「『健康長寿世界一』を目指す地域連携型保健医療システムの開発」
平成27年度長野県健康づくり研究討論会 長野市長野県庁 2016年2月18日
「がん化学療法に伴う味覚障害の検証と支援のあり方についての検討」
第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会 福岡市福岡サンパレス 2016年2月26日
山 田 一 哉 「Rs10401670

was identified as a possible functional quantitative trait locus for
circulating resistin by a genome-wide association study in Japanese.」
American Diabetic Accociation 75th Scientific Sessions （2015） Boston, USA
2015年6月7日
「栄養素とホルモンによる遺伝子の発現制御【シンポジウム】」
「ZHX1変異遺伝子の生物学的役割の解析」
「インスリン誘導性時計遺伝子とSIRTファミリーの発現相関」
第9回健康長寿長野研究会 松本大学 2015年6月27日
「インスリンによるSHARP-2遺伝子発現調節機構の解析」
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「インスリン誘導性時計遺伝子とSIRT1遺伝子の発現相関」
「AICARによるインスリン誘導性転写因子SHARP-2遺伝子の発現調節機構の解析」
「ラットSHAR-2遺伝子のインスリンによる発現誘導機構の解析」

第88回日本生化学会大会／第38回日本分子生物学会年会合同大会
神戸ポートアイランド（神戸） 2015年12月1日

総合経営学部 総合経営学科
木 村 晴 壽 「地方創生プログラムと大学の地域連携活動―大学と地域の関係性を念頭に―」
地域活性学会 大手前大学 2015年7月
成
耆 政 「スマホを活用した農業経営の経営情報戦略の構築」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月9日
田 中 正 敏 「サプライチェーン契約手法の現状と今後の展開」
OR学会研究部会 松本大学 2015年8月24日
「スクリーニング法を用いた時間依存価値割引在庫モデル」
日本経営工学会2015年度秋季大会予稿集 金沢工業大学 2015年11月28日
「グローバル社会におけるサプライチェーン契約手法の現状と今後の展開」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月9日
林
昌 孝 「標本データと仮説検定の仕組み」
松本大学研究倫理教育講習会 松本大学 2015年7月23日
室谷
心 「Disconnected quark loop contributions to the scalar meson in the lattice QCD」
XQCD 2015 華中師範大学 2015年9月
「相対論的ハドロン流体の異なった流れに誘導される輸送係数の計算」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
佐 藤 哲 郎 「地域福祉援助実践プロセスを評価するために」
長野県社会福祉士会・福祉まるごと学会 豊丘村ゆめあるて 2015年5月30日
益 山 代利子 「チェコ共和国の自転車振興政策とシクロツーリズム」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
向井
健 「生活現実を切り拓く知を紡ぐ島田実践に学ぶ」
社会教育・生涯学習研究所2015年度第1回自由研究会 社会教育推進協議会事務所
2015年9月6日
「飯島町の駅前施設活用を中心としたまちづくりを考える」
長野県地域住民大学研究会 和光学園松本研修センター 2015年12月20日
「持続可能なコミュニティを培う若者の参加と地域学習」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月9日
人間健康学部 健康栄養学科
浅 野 公 介 「インスリン誘導性時計遺伝子と SIRT ファミリーの発現相関」
第9回健康長寿長野研究会 松本大学 2015年6月27日
「インスリン誘導性時計遺伝子とSIRT1遺伝子の発現相関」
第88回日本生化学会大会、第38回日本分子生物学会年会 神戸ポートアイランド
2015年12月1日
「時計遺伝子と長寿遺伝子の発現相関は、糖代謝調節に関わるか？」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
石 澤 美代子 「高校運動部の屋内・屋外競技における水分摂取量と体重減少率の状況」
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第62回日本栄養改善学会 福岡国際会議場 2015年9月25日
「みそ汁の食塩相当量に関する表示方法への理解と年代別にみる減塩に対する意識」
第62回日本栄養改善学会
福岡国際会議場
2015年9月26日
「管理栄養士養成課程の学生が実施した『健康弁当』提案の取組み～課外活動を通した
学生の学 びの実践報告～」
第62回日本栄養改善学会 福岡国際会議場 2015年9月26日
「血液検査からみた高校硬式野球部員における望ましい体重増加量」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
「寒天ゲルの力学特性に及ぼす牛乳添加の影響」
第62回日本栄養改善学会学術総会 福岡国際会議場 2015年9月26日
「高校サッカー選手の食生活と食事準備者（母親）の働き方との関連」
第62回日本栄養改善学会学術総会 福岡国際会議場 2015年9月25日
「高校サッカー選手の食生活と食事準備者（母親）の働き方との関連」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
「An

analysis of allergen contamination of non-allergen food preparation in a home
setting」
12th Asian Congress of Nutrition パシフィコ横浜 2015年5月17日
「食物アレルギーをもつ子どもが安心・安全な食生活をおくるために－家庭内調理におけ
る、アレルゲン混入要因について－」
「長野県松本地域で販売された絹ごし豆腐における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入
状況調査」
「長野県松本地域で販売された大豆製品における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入状
況調査」
日本食品化学学会第21回総会・学術大会 東京ビッグサイト 2015年5月22日
「食物アレルギーをもつ子どもが安心・安全な食生活をおくるために－家庭内調理におけ
る、アレルゲン混入要因について－」
「長野県松本地域で販売された絹ごし豆腐における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入
状況調査」
「長野県松本地域で販売された大豆製品における、遺伝子組換えダイズの網羅的混入状
況調査」
第62回日本栄養改善学会学術総会 福岡国際会議場 2015年9月25・26日
「長野県松本市とその種変地域長野県松本市とその周辺地域で販売された豆腐における、
遺伝子組換えダイズの網羅的混入状況調査」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
「世帯の経済状態と保護者の食生活等の関連についての実証的研究―保護者の学歴と

の関連―」
第62回日本栄養改善学会学術総会 福岡国際会議場 2015年9月25日
「ZHX1変異遺伝子の生物学的役割の解析」
第9回健康長寿長野研究会 松本大学 2015年6月27日
「ラットSHARP-2遺伝子のインスリンによる発現誘導機構の解析」
第88回日本生化学会大会 神戸ポートアイランド 2015年12月1日
「ZHX3とBRD2の相互作用メカニズムと生物学的意義の解析」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
「イタリアにおける看取りの現在とその文化的背景」
平成27年度「死生観とケア」公開研究会 石川県立看護大学 2015年5月17日
「ローマにおける看取りの現状」
臨床死生学・倫理学研究会 東京大学大学院人文社会系研究科 2015年6月24日
「Y村の住民健診受診率アップに向けた取り組みと課題」
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矢内

日本栄養改善学会 福岡国際会議場 2015年9月26日
和 博 「焙煎そば粉EXの物理化学的特性」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日

人間健康学部 スポーツ健康学科
新 井 喜代加「タイトルⅨに基づく参加機会の平等と公正―sexの平等からgenderの平等へ―」
日本スポーツとジェンダー学会第14回大会 明治大学 2015年7月5日
齊藤
茂 「中途身体障害者エキスパート・スポーツ選手を対象とした自己変容過程の質的分析」
長野体育学会 信州大学教育学部 2016年1月23日
熊 谷 麻 紀 「地域での活動に参加する異世代における一般性自己効力感と健康関連QOLとの関連に
ついて」
日本ヘルスプロモーション学会第13回学術大会・総会
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 2015年11月28日
田 邉 愛 子 「慢性疾患患者に対する運動支援～健康運動指導士の役割～」
第34回日本運動療法学会 仙台 2015年9月6日
「有疾患者に対する運動療法～医療および教育機関での取り組み～」
第13回日本運動処方学会 岡山 2015年10月18日
中 島 弘 毅 「園庭環境の違いが幼児の土踏まず形成に及ぼす影響について」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
中 島 節 子 「高校生の『デートDV』の講座受講から健康相談につなぐ」
日本健康相談活動学会第12回学術集会 東京学芸大学 2016年3月6日
「こどもの健康：運動から考える」
第105回東海養護教諭教育研究会 名古屋国際センター 2016年3月11日
藤 枝 充 子 「近代日本における『家庭教育』論の成立と展開―1900年代前半の社会改良の立場から
の家庭教育論を中心にして―」
日本教育学会第74回大会 お茶の水女子大学 2015年8月29日
「文化・生活・教育―乳幼児期の発達について考える」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月9日
松商短期大学部 商学科
金 子 能 呼 「地域における実践的マーケティング活動」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月9日
川島
均 「急性運動に伴う気分の変化について」
第9回健康長寿長野研究会 松本大学 2015年6月27日
「運動習慣はストレス誘発性海馬microRNA発現量に影響するか」
第4回松本大学教員研究発表会 松本大学 2016年3月10日
松商短期大学部 経営情報学科
飯塚
徹 「金融機関におけるセーフティネットの再構築」
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 一橋大学 2015年11月25日
藤 波 大三郎 「わが国の金融システムと不良債権問題」
日本産業経済学会 国学院大学 2015年2月27日
矢 野 口 聡 「ビジュアルプログラミングツールを用いた小学生向け制御プログラミング教育の検討」
日本教育工学会 新潟大学 2015年12月12日

（2）座長・コーディネーターなど
大学院
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日本食育学会第3回学術大会 口頭発表の座長
台市宮城大学 2015年6月7日
第62回日本栄養改善学会学術総会 口頭発表「栄教育・食育 成人期（1）」の座長
福岡市福岡国際競技場 2015年9月25日
（公社）長野県栄養士会第38回長野県栄養改善学会
研究発表「公衆栄養・地域連携・栄養疫学」セッション座長
長野市ホテル国際21 2015年10月16日

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
向井
健 第31回松本市公民館研究集会

松商短期大学部 商学科
糸 井 重 夫 グローバル人材育成教育学会

第9分科会運営委員 コーディネーター
松本市中央公民館 2016年2月14日

司会

松本大学

2015年9月5日

（3）表彰

大学院 健康科学研究科
根 本 賢 一 2014年度松本大学学長表彰

2015年4月28日

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
白戸
洋 2014年度松本大学学長表彰

2015年4月28日

（4）論文審査委員など

大学院 健康科学研究科
山 田 一 哉 J. Biochem. 誌

論文審査委員

3．新聞・雑誌・ホームページなどへの投稿や掲載
（1）新聞コラム他

大学院 健康科学研究科
廣 田 直 子 松本平タウン情報

山田

一哉

市民タイムス

すてきLIFE 旬野菜を食べよう「玉ねぎ」
すてきLIFE 旬野菜を食べよう「レンコン」
すてきLIFE 旬野菜を食べよう「キャベツ」
遺伝子型調べ実験に夢中

2015年6月23日
2015年11月24日
2016年3月29日
2015年11月14日

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
大野
整 教育学術新聞
松本大学の高大連携教育「デパートサミット」の取り組み－上－
2015年9月16日
白戸
洋 教育学術新聞
松本大学の高大連携教育「デパートサミット」の取り組み－下－
		
2015年10月7日
中 澤 朋 代 中日新聞
松本の育児用品リユース事業「フリマ文化有効活用」
2015年12月20日
人間健康学部 スポーツ健康学科
齊藤
茂 松本平タウン情報 展望台「心的なエネルギー」

2015年4月23日

		
		
		

2015年5月23日
2015年6月23日
2015年7月23日

展望台「邪魔をしない」
展望台「“器”の大きさ」
展望台「育てる」
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住 吉 廣 行 信州囲碁新報
		
教育学術新聞
田 邉 愛 子 市民タイムス
等々力 賢 治 信濃毎日新聞
松商短期大学部 商学科
金 子 能 呼 松本平タウン情報
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

展望台「カウンセリングマインド」
2015年8月23日
展望台「待つ力」
2015年9月23日
展望台「勝負事」
2015年10月23日
展望台「協力的な学生さん」
2015年11月23日
展望台「反省しない学生さん」
2015年12月24日
展望台「普遍性に届いているもの」
2016年1月26日
展望台「理不尽さへの耐性」
2016年2月25日
展望台「“親切”の程度」
2016年3月24日
「第24回春を告げる市民タイムス杯」
2015年7月1日
「第22回中南信地区親睦囲碁大祭」
2016年3月1日
定員超過の適正化へ舵切る「コメント」
2015年5月1日
ずくだし体操1分間
2015年9～2016年9月（毎週1回）
研究室おじゃまします－競技組織やチーム経営議論 2016年2月5日

展望臺「春におもうこと」
展望臺「若葉のころ」
展望臺「スニーカー」
展望臺「ONとOFF」
展望臺「言葉」
展望臺「住めば都」
展望臺「秋のたのしみ」
展望臺「思い出」
展望臺「『師走』はブルー」
展望臺「ゲレンデの商品価値」
展望臺「ハッピーバレンタイン！」
展望臺「見送るきもち」

（2）雑誌・報告書・広報・会報等掲載

2015年4月7日
2015年5月9日
2015年6月6日
2015年7月7日
2015年8月6日
2015年9月5日
2015年10月6日
2015年11月3日
2015年12月5日
2016年1月7日
2016年2月6日
2016年3月5日

大学院 健康科学研究科
根 本 賢 一 「歩くための筋力を鍛えて正しい姿勢でキレイに歩きましょう」
信州りらく第28巻1号 pp.16-17 2015年4月15日
「自分の体に合った運動の強さを知り『適度な運動』で健康を増進しましょう」
信州りらく第28巻3号 pp.16-17 2015年10月15日
「長野県発祥の一歩進んだウォーキング法『インターバル速歩』」
Recrew pp.8 2015年12月1日
「筋力の衰えは速筋線維の萎縮いくつになっても筋肉は鍛えられる」
信州りらく第28巻4号 pp.16-17 2016年1月15日
廣 田 直 子 想い「管理栄養士、栄養士の養成と地域貢献」
一般社団法人全国栄養士養成施設協会発行「全栄施協月報」第661号
2015年10月25日
「
“おいしく”
“賢く”食べる」を目指して
月刊「学校の食事」2016年1月号（通巻569号） 2016年1月1日

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
佐 藤 哲 郎 「寿地区での取り組みを通じた地域づくりへの示唆」
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松本市民児協だより（第65号） 2015年11月30日
健 社会教育・生涯学習研究所 第2回研究フォーラム「宮原社会教育論と現代」集会報告
社会教育・生涯学習の研究 第28号 2015年6月
自
 由研究会「学びの問い直しと社会教育実践の力」報告① 「生活現実を切り拓く知を
紡ぐ島田実践に学ぶ」
社会教育・生涯学習の研究 第29号 p.2 2015年9月
「当事者の地域参加と新たな公共圏域の再編成」
J-CEF NEWS №8 pp.10-11 2015年10月
「小林節夫さんの卒寿を祝い、ともに語る会」に参加して
長野県地域住民大学ニュース №73、4頁 2015年11月
宏 文 「暮らしの中に文化的、芸術的意識を育てるために」
NPO法人松本クラフト推進協会「掌2016」pp.18-21 2015年5月
「松川村の豊かなライフスタイル」
KURA No.161 pp.71 2015年5月20日
「長寿村でやってみた」
週刊新潮 2016年3月17日号

松商短期大学部 商学科
小 澤 岳 志 「ブライダルコーディネーターの仕事」
月刊タウンインプ中信版・伊那飯田版平成27年4月号 2015年4月
「両家顔合わせ食事会＆結納」
ブライダル情報誌iティアラ vo1.49 10月15日号 2015年10月
香 取 智 宜 「ワンランク上の財表理論」
会計人コース6月号 2015年6月1日
「ワンランク上の簿記論・財務諸表論」 会計人コース1～6月号 2015年1～6月（毎月1日）
「試験傾向＆時期別To Do List 税理士 簿記論・財務諸表論」
会計人コース9月号 2015年9月1日
「第65回税理士試験 出題分析と2016年への対策 簿記論・財務諸表論」
会計人コース11月号 2015年11月1日
「計算 達成度診断テスト30 簿記論・財務諸表論」 会計人コース1月号 2016年1月1日
松商短期大学部 経営情報学科
藤 波 大三郎「シニアのための資産運用のポイント」 しんくみ第63巻 第2号 pp.20-25

2016年2月10日

（3）投稿・インタビュー記事

大学院 健康科学研究科
根 本 賢 一 「筑北の暦 健康情報満載」
市民タイムス 2015年4月9日
「渡来人まつり節目の10回目」
信濃毎日新聞 2015年5月12日
「渡来人まつり10周年の節目」
市民タイムス 2015年5月12日
「漢方医学に理解深める きょうまで渡来人まつり」
市民タイムス 2015年5月24日
「ぽかぽか韓（漢）方セミナー」
週刊まつもと 2015年7月3日
「効果的な運動で老化防止」
市民タイムス 2015年9月10日
「高齢者に効果的な筋力アップ」
タウン情報 2015年9月15日
「研究室おじゃまします」
信濃毎日新聞 2015年11月20日
「丸の内病院70周年記念祭講演 正しいウォーキング指南」 中日新聞 2015年12月27日
「地域での実践を通して、力強い人材を育てます」
信濃毎日新聞 2016年1月24日
総合経営学部 総合経営学科
木村 晴壽 特
 集：教育のまなざしで考える、これからのキャリア支援
「教育の特色と就職を結び地域人材輩出の実質化をめざす」
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Between No.264 pp.18-19

2015年10月15日

人間健康学部 スポーツ健康学科
熊 谷 麻 紀 「がんばってます」
タウン情報 2015年7月23日
住 吉 廣 行 特別対談「『優しい』だけでは、
できないこともある。」
㈱キッズ・コーポレーション「新路BOOK」 pp.16-17 2015年6月

（4）テレビ等出演
1）テレビ

大学院 健康科学研究科
根 本 賢 一 NHK Eテレ
NHK
TSB
SBC
SBC

「団塊スタイル」
2015年4月10・17日、7月3・5日
「きょうの健康」
2015年6月25日、2016年1月28日、2月4日
「ゆうがたGet!」
2015年7月9日
「わたくしたちの松本市」
2015年9月27日
「3時はららら」
2015年10月1・8日、11月5日、12月10日、
2016年1月7日、2月4日

総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
中 澤 朋 代 BSジャパン
ローカル線 気まぐれ下車の旅（ひまわり畑）
山 根 宏 文 NBS 「伸ばそう信州健康寿命」

2015年8月24日
2016年2月27日

人間健康学部 健康栄養学科
石 原 三 妃 TSB 「ゆうがたGet!」
2015年8月18日
藤 岡 由美子 テレビ松本ケーブルビジョン
「新たな地域医療の時代へ～地域とともに歩む相澤病院〜相澤孝夫院長に聞く 相澤
病院の使命」
2016年1月3日
水 野 尚 子 テレビ松本ケーブルビジョン 松本山雅情報「教えてガチャさん！」 8月号 2015年8月
人間健康学部 スポーツ健康学科
犬飼 己紀子 TSB
ネイチャードキュメント「里山大回廊を行く」
住 吉 廣 行 テレビ松本ケーブルビジョン 第26回留学生日本語スピーチコンテスト

2016年2月27日
審査委員長
2015年11月

2）ラジオ

大学院 健康科学研究科
根 本 賢 一 SBCラジオ

坂ちゃんのずくだせえぶりでぃ

人間健康学部 スポーツ健康学科
齊藤
茂 FM松本
松本スポーツチャンネル

2016年1月8・22日、2月12日

2015年5月29日

（5）インターネットホームページ投稿

人間健康学部 健康栄養学科
藤岡 由美子 EAファーマ 「栄養士さんのクローン病レシピ集」
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