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青木 滋之（2015年 2月～2016年 1月末） 

 

１．教育活動 

会津大学での 2015 年度担当授業 ・科学史 ・論理学 ・哲学概論 ・文章表現法 ・SCCP（決断思考

のためのディベート入門）  

 

２．研究活動 

（招待講演） 

・「批判的思考とトゥールミンモデル」, 第 4 回「心の哲学」研究会, 玉川大学, 2015 年 3 月 28 日 

（学会発表） 

・「ディベート教育と論理教育」, ディベートと議論教育国際研究大会, 九州大学, 2015 年 3 月 21 日 

・「ロックとバークリ ―impulse principle の評価をめぐって」, イギリス哲学会第 39 回研究大会, 甲南大

学, 2015 年 3 月 29 日 

・「宇宙における我々の位置 ―スマートを手掛かりにして Our Place in the Universe - reply to Smart’s 

question」,  日本地球惑星科学連合 2015 年大会, 幕張メッセ, 2015 年 5 月 24 日 

・「「イギリス経験論」の形成 ―「ロック‐バークリ‐ヒューム」のトリオはどう生まれたのか」, 第 9 回

ジョン・ロック研究会, 慶應大学日吉キャンパス, 2015 年 9 月 3 日 

 

３．社会活動 

・平成 27 年度会津若松市社会教育委員の会議, 生涯教育総合センター, 「学識経験者」メンバー 

・福島成蹊高校生向け「文系、理系？ 学問の区分はどうやって生まれたのか」, 会津大学, 2015 年 7 月 6

日 

・会津医療生活協同組合, コープ会津向けの講演「地域のいま・そして協同組合の役割を考えよう」, 東山

グランドホテル, 2015 年 7 月 12 日 

・磐城高校生向け「文系か理系か / 留学のすすめ」, 磐城高校生向け, 会津大学, 2015 年 10 月 28 日 

 

４．学内委員会 

・2015 年度 学生支援委員会 

 

５．外部資金の獲得 

・挑戦的萌芽研究（2013-2015）「学際的な議論教育からのトゥールミンモデルの再検討と、新たな議論モ

デルの効果測定」, 代表者 

・基盤研究 B（2014-2018）「議論教育のための対話型教材教育に向けた基礎的研究」（代表：井上奈良彦）, 

分担研究者 
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苅間澤 勇人 （2015年 4月～2016年 3月） 

 

１ 研究活動（著作・出版，研究論文，学会発表等） 

  ・（連載）「スクールカウンセリングから見た新人教師へのアドバイス」（2015.4～2016.3）．月刊「英

語教育」，大修館 

  ・（編集協力）「実践『みんながリーダー』の学級集団づくり 中学校編」（2015）．図書文化社 

  ・井上悦子・木村佳穂・苅間澤勇人（2016）．養護教諭のコーディネーションによる健康相談活動の事

例 －保護者からの心理的自立を求める女子高校生への援助を通して－ 教育カウンセリン

グ研究，7，（印刷中） 

  ・苅間澤勇人（2016）．いじめ対応チームによるいじめ解消を目指した事例―謝罪会の実施を含めた早

期対応を通して― 学級経営心理学研究，5，49-60． 

  ・日本教育カウンセリング学会研究発表大会（2015.11,早稲田大学） 

研究発表大会運営委員会副委員長、大会シンポジウムコーディネーター、口頭発表、自主シンポ

ジウムコメンテーター（指定討論者） 

  ・日本教育心理学会（2015.8，新潟県朱鷺メッセ） 自主シンポジウム話題提供者 

２ 教育活動    ・教育入門 ・教師入門 ・教育制度論 ・道徳教育   ・生徒指導・教育相談 

          ・教育実習事前事後指導 ・教育実習  ・教育実践演習 ・文章表現法 

３ 学内運営    ・委員会 ＦＤ委員会 

４ 社会活動 

（１）講演 ・山形県教育センター（2015.4，2015.8，2015.12） 

      ・東根市教育委員会（2015.5）        ・東奥学園高等学校（2015.5） 

      ・秋田市教育研究所（2015.6，2015.7）    ・雫石町教育委員会（2015.6） 

      ・専修大学付属高等学校（2015.6，2015.10）  ・荒川区立第 7中学校（2015.6） 

      ・武蔵高等学校・中学校（2015.7）           ・一戸町教育委員会（2015.7） 

      ・三戸地方教育研究所（2015.7）              ・会津坂下町教育委員会（2015.8） 

      ・加東市教育委員会（2015.8）        ・会津坂下町立坂下南小学校（2015.10） 

・会津坂下町立坂下東小学校（2015.11）（教員派遣公開講座「QUを生かした学級づくり」） 

・会津坂下町立坂下中学校（2015.12）（教員派遣公開講座「QUを生かした学級づくり」） 

      ・会津坂下町立坂下南小学校（2016.2）（教員派遣公開講座「QUを生かした学級づくり」） 

・福島市教育実践センター（2016.3）（教員派遣公開講座「QUを生かした学級づくり」） 

（２）生徒支援 

 ・東京都教育委員会「定時制高校における構成的グループエンカウンター」 

   （蔵前工業高校，大森高校，六郷工科高校，松原高校，江北高校，葛飾商業高校，第 5商業高校） 

（３）委員等   ・平成 27年度 会津若松市あいづっこをいじめから守る委員会（委員長） 

（４）学会活動  ・日本学級経営心理学会 常任理事（広報委員長，編集委員会査読委員） 

        ・日本教育メディア学会編集委員会査読協力委員 

         ・日本教育カウンセリング学会 常任理事（事務局長，編集委員会査読委員） 

・日本カウンセリング学会 常任理事（研究副委員長） 

（５）その他   ・文化研究センター公開セミナー「学校生活の質の向上をはかる」基調講演 

５ その他    ・2015 年度早稲田大学教員免許更新講習（非常勤講師，2015.8） 
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菊地 則行 （2014年 4月～2016年 3月） 

 

１．研究活動 

研究論文・著作 

・2014年度会津大学生の生活と意識１－基礎集計－（共著）2015.3 会津大学文化研究センター研究年報

第 21号 111－136 

・2014年度会津大学新入生の生活と意識１－基礎集計－（共著）2015.3 会津大学文化研究センター研究

年報第 21号 137－188 

 

２．教育活動 

教職科目 

・教育心理学 ・生徒指導教育相談 ・進路指導 ・教育方法 ・教育実習事前事後指導 ・教育実習  

・教職実践演習 

教養科目 

・心理学 ・文章表現法 

自由科目 ・SCCP（未来の教師）   

卒業研究 

・ICTを利用した教育方法の心理学的研究 

 

３．社会活動 

講演 

・福島県立猪苗代高等学校（2014.6） 進路を選ぶ 

・福島県立南会津高等学校(2014.7)  進路を選ぶ 

・福島県立会津高等学校（2014．10） 心理学入門（『会津大学講座』） 

・福島県立会津養護学校竹田分校(2014.11)  進路を選ぶ 

・福島県立光南高等学校－(2015.1)  進路を選ぶ 

・若松第一高等学校（2015.5） 進路を選ぶ 

・福島県立白河高等学校（2015.10） 進路を選ぶ 

・桜の聖母学院高等学校（2015.10） 進路を選ぶ 

 

委員等 

・福島県教科用図書選定審議会委員（2007～）現副委員長 

・財団法人会津若松文化振興財団理事（2008～） 

・会津若松市教育委員会点検及び評価における有識者会議委員（2011～） 

・福島県立会津養護学校評議委員（2011～2014） 

・会津美里町教育委員会点検及び評価における有識者会議委員（2014～） 

・あいづっこ人材育成プロジェクト実行委員会委員長（2014～） 

・会津若松市学校のあり方懇談会委員長（2015～） 

  



64 

 

澤 亮治  （2014年 4月～2016年 3月） 

 

1. 研究活動 

研究発表 

・ `` Stochastic stability in coalitional bargaining problems’’, Econometric  Society European 

Meeting (University of Toulouse, France), Aug. 2014 

・ `` Stochastic stability in signaling games with a large population’’, 日本経済学会 2014 年

度秋季大会（西南学院大学）, Oct. 2014 

・ ``An evolutionary approach to social choice problems with q-majority rules’’(joint with Akira 

Okada), National University of Singapore, Singapore, Mar. 2015 

・ ``Prospect theory Nash bargaining solution and its stochastic stability’’, Singapore University 

of Technology and Design, Singapore, Mar. 2015 

・ ``Prospect theory Nash bargaining solution and its stochastic stability’’, 日本経済学会 2015

年度春季大会（新潟大学）, May 2015 

・ ``An evolutionary approach to social choice problems with q-majority rules’’(joint with Akira 

Okada), East Asian Game Theory Conference 2015, Tokyo, Aug. 2015 

・ ``An evolutionary approach to social choice problems with q-majority rules’’(joint with Akira 

Okada), 日本経済学会 2015年度秋季大会（上智大学）, Oct. 2015 

 

論文掲載 

・ Sawa, Ryoji, “Coalitional stochastic stability in games, networks and markets”,    Games 

and Economic Behavior 88, pp.90--111 (2014) 

・ Sawa, Ryoji, and Dai Zusai, “ Evolutionary imitative dynamics with population-varying 

aspiration levels”, Journal of Economic Theory 154, pp.562—577 (2014) 

・ Newton, Jonathan and Ryoji Sawa, “A one-shot deviation principle for stability in matching 

problems”, Journal of Economic Theory 157, pp.1—27 (2015). 

 

2. 教育・社会活動 

・ 経済学、文章表現法（2015 年度よりコースコーディネーター）、ベンチャー工房７（ビジネスアナリ

ティクス）、SCCP(データサイエンスの基礎と実践)を担当。また、Big Data Science (主担当: Paik

先生、大学院講義)の 1--3回目講義を実施。 

・ 経済産業省産学連携イノベーション促進事業におけるスマートスーパーマーケット実証研究へデータ

分析担当者として参加。(2013/9—2015/3) 

・ 経済産業省産学連携イノベーション促進事業におけるアナリティクス人材育成事業・データサイエン

ティスト育成講座へ講師として参加。(2015/1/31) 

・ 公開セミナー「身近にあるデータを活用しよう！」コーディネーターおよび講演者（石橋先生との共

同講演）, 2014年度（2014/9/20）, 2015年度（2015/9/12）. 

・ 文化研究センター主催公開セミナー「現代社会における心のゆたかさ」コーディネーターおよび講演

者（長谷川先生との共同講演) (2014/10/25) 

・ 会津若松市食育推進計画中間評価にかかる調査データ分析アドバイザー（2015/12—2016/2） 
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清野 正哉 （2015年 4月～2016年 3月） 

 

1. 研究活動等 

（助成研究等） 

・公益財団法人 未来工学研究所 特別研究員としての調査研究 

 (講演等) 

・学校教育における情報モラルについて 全会津高等学校 PTA連合 

・「０（ぜろ）から学ぶＳＮＳ」 会津稽古堂   

・「メディア活用塾」 会津稽古堂 

・インターネット及びスマートフォンの利用におけるトラブル・法律問題とその解決講座  

日本大学東北高等学校 

 

２. 担当授業科目･学内委員会･公開講座等 

（担当授業科目） 

・コンピュータ理工学部 専門教育「情報倫理」、 

教養教育「日本国憲法」、「法学」 SCCP公務員試験対策講座・ベンチャー/コンテンツビジネス 

（学内委員会） 

・図書委員会、情報委員会 

（２０１５年度 教員派遣講座としての担当内容） 

「安心・安全のための情報の取り方」、「学校教育における情報モラル」、「クラウドコンピューティングの

法律問題」、「ソーシャルメディアと企業経営」、「ソーシャルメディアなどのインターネット及びスマート

フォンの利用におけるトラブル・法律問題とその解決講座」、「地域活性化のための方法論」、「企業経営や

事業化のための資金調達の方法論」 

 

２-２ 学外 担当授業科目 

・竹田看護専門学校 「看護と法」 

 

３.  教育実践・地域貢献活動 

・県内中小企業及び県外企業、NPO法人、市町村からの相談多数 (相談内容の例 技術評価・技術マッチ

ング、知的財産管理、著作権、商標・意匠事業、個人情報管理、企業経営戦略、資金調達、社内人材育成、

ソーシャルメディア事業、新規事業戦略・方法、再生エネルギー事業、法令解釈 子ども子育て関係) 

 

（学外委員等）  

・公益財団法人 未来工学研究所 特別研究員 

・会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会 会長 

・会津若松市子ども子育て会議 会長 、会津若松市次世代育成協議会 会長 等 

 

４.その他 

・特許権 4747250号(代理人端末装置及び代理人端末装置の制御プログラム 2012年 5月 27日登録)更新中  
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中澤 謙 （2015年 4月～2016年 3月） 

 

１. 研究活動 

（口頭発表／査読有） 

・ Nakazawa, K. Nishihara, Y. (2015). Formation process of students’ perceptions of physical 

education. 20th annual Congress of the European College of Sports Science, 270.  

 

２. FD活動･学内運営 

（担当授業） 

・ 体育実技１(3クラス)／体育実技 2(3クラス)／体育実技 3／体育実技 4／保健体育理論／卒業研究 

（FD活動） 

・ 教育関係共同利用拠点提供プログラム『体育を通して見る人間教育』  2015．8 東北大学 

・ 第 6回大学体育指導者養成研修会- Physical Education in English – 2015．8 立教大学 

・ 平成 28年度全国大学体育連合東北支部冬季研修会 バックカントリー 2016. 3  八甲田スキー場 

・ 第 7回大学体育指導者養成研修会         テニス      2016. 3  東京理科大学 

(学内委員会） 

・ 広報委員会／会津大学復興支援センター設立準備委員会／衛生委員会 

（その他） 

・ クラス担任 

 

３.  社会活動 

（講演） 

・ 公益社団法人日本栄養士会／公益社団法人福島県栄養士会主催「指導者のための健康･栄養セミナー」

（講師／福島県郡山市総合福祉センター）2015.11 

（大会運営） 

・ 平成 27年度全会津春季室内選手権水泳競技大会（会津大学／大会委員長）2015．5．10 

・ 第 61 回福島県高等学校水泳競技大会水泳競技大会水泳競技会津地区予選会（会津水泳場／泳法審判）

2015.6.6-7 

・ 第 58回福島県中学校体育大会水泳競技予選大会（会津水泳場／競技役員）2015.6.17-18 

・ 第 38全国 JO夏期水泳競技大会福島県予選会（会津水泳場／大会副委員長）2015.7.5 

・ 第 58回福島県中学校体育大会水泳競技大会（会津水泳場／副審判長）2015.7.22-24 

・ 第 42回会津若松市小学校水泳競技大会（会津水泳場／競技役員）2015.7.28 

・ 第 68回福島県総合体育大会水泳競技大会（郡山カルチャーパーク／泳法審判）2015.8.1-2 

・ 第 62回会津若松市民水泳大会（会津水泳場／副審判長）2015.8.23 

・ 第 50回福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会（会津水泳場／大会委員）2015.9.5-6 

・ 平成 27年度全会津秋季室内選手権水泳競技大会（会津大学／大会委員長）2015.10.25 

（学外委員会） 

・ 福島県スポーツ振興基金（理事）／福島県水泳連盟（常任理事）／福島県スポーツ医科学委員会（委

員）／福島県スポーツ推進審議会（委員）／会津若松市スポーツ推進審議会（委員）／一般財団法人

会津若松市公園緑地協会運営委員会（委員） 
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長谷川弘一 （2014年 4月～2016年 3月） 

 

１．主な社会的活動・教育・指導 

（１）役職 

・全日本剣道連盟称号・段位委員会委員 

・全日本剣道連盟派遣講師 

・福島県剣道連盟理事長 

・日本体育学会、日本武道学会会員 

・本学文化研究センター教授  体育実技Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、保健体育理論の授業担当  

（２）指導・実践活動（平成 26、27年度） 

 ・全日本剣道連盟剣道称号・段位委員会 委員（全日本剣道連盟九段事務所、毎月 1回開催） 

 ・全日本剣道連盟称号審査採点員  

・全国各都道府県剣道連盟理事長会 H.27.1月 

・全剣連派遣講師（指導法）於長野県 H.27年 4月 

・全日本都道府県対抗剣道大会審判  H.26.5月、H.27.5月   

・世界剣道選手権大会競技員（警備） 於日本武道館 H.27.5月  

・全剣連派遣講師養成講習会 於滋賀県立武道館 H.27.6月 

・東北・北海道対抗剣道大会 大会役員 於札幌 H.27.7月 

・全日本社会体育指導員養成講習会 講師 於福島 H.27.8月 

・全関東・南東北対抗剣道大会（日光大会）審判及び八段奉納立ち合い 於日光東照宮 H.27.8月 

・国民体育大会（長崎国体）剣道競技福島県選手団 総監督 H.26.10月  

・全国居合道大会 大会委員長 H.26.10月  

・全国剣道六・七段昇段審査会審査役員および審査員於仙台市 H.27.8月、東京 H.26.11月、H.27.11月 

・全国剣道称号審査（教士号、錬士号） 採点員     H.26.11月、H.27.11月 

・全国剣道指導者講習会講師（日本武道館派遣講師）於茨城県 H.26年 8月、 於福井県 H.27.11月 

 中学校武道必修化剣道指導者講習会（茨城）、全国中学校剣道錬成大会（福井） 

・全日本東西対抗剣道大会視察 島根県 H.26年 9月、熊本県 H.27年 9月 

  平成 28年度は福島県開催予定（次回大会実行委員長として視察） 

・秋田県（秋田市）剣道指導者講習会（審判法）講師 全日本剣道連盟派遣  H.26.12月 

・全日本剣道演武大会出場  H.26.5月、H.27年 5月 

・全日本学生剣道オープン大会 副審判長 於宮城県 H.27.12月 

・福島県内の各種講習会および各種大会（中央伝達講習会、審判法）講師および大会委員長、役員 

・全日本剣道連盟 剣道研究会研究員 H．26.2月、H.27.2月、H.28.2月（出席予定） 

・全国各都道府県剣道連盟理事長会  H．26.2月、H.27.2月、H.28.2月（出席予定） 

・2014年度第 15回アジアオープン香港剣道大会、海外派遣講師 H.27.2月 25日～3月 2日  

２．その他（雑誌掲載など） 

 ・雑誌『剣窓』H.27年、12月号全日本剣道連盟 ①称号審査採点評 ②全剣連派遣講習会報告 

・全日本剣道演武大会「八段の面」雑誌『剣道日本』12月号 DVD 掲載 



 

 

執筆者一覧（五十音順） 

 

 

青木 滋之  (A) 会津大学准教授（科学哲学） 

 

苅間澤 勇人 (R) (A) 会津大学上級准教授（教育学） 

 

菊地 則行 (PF) (A) 会津大学教授（教育心理学） 

 

澤 亮治 (P) (A) 会津大学准教授（経済学） 

 

清野 正哉 (R) (A) 会津大学上級准教授（法学・情報倫理） 

 

中澤 謙 (A) 会津大学上級准教授（体育心理学） 

 

長谷川  弘一 (A) 会津大学教授（体育史・武道史） 

 

 

※ (PF)巻頭言 (R)セミナー報告 (P)論文 (A)活動報告 
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