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2015年度学会活動報告 

 

定例研究会覚書 

2015/04/11 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/04/11（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、青木一三、荒井康全、吉澤 均、神出瑞穂 、松田 順、小松昭英（計 7名） 

1.発表 

(1) ウィーンでの原発事故発生確率研究発表について          青木一三                           

2. 自由討議 

  (1) 今年度学会誌統一テーマについて 

   神出案「2050年の日本人の心と形」を巡って、もろもろの討議を行った。 

   （引き続き、討議を続ける） 

 

定例研究会覚書 

2015/05/09 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/05/9（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、青木一三、荒井康全、吉澤 均、神出瑞穂 、上草貞雄、村上忠良、小松昭英

（計 8名） 

1.発表 

(1) 自然法概念からみたデモクラシー社会            上草貞雄 

(2) 憲法と原子力                        青木一三 

  

定例研究会覚書 

2015/06/13 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/06/13（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、青木一三、荒井康全、松田 順、神出瑞穂 、上草貞雄、村上忠良、森田富士

男、大河原敏男、杉山光裕 、小松昭英（計 11名） 
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1.発表 

(1) 自然法の現代的認識                    上草貞雄 

(2) 構成的共役不可能性について~愛と金など            荒井康全 

 

定例研究会覚書 

2015/07/11 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/07/11（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、青木一三、荒井康全、松田 順、神出瑞穂 、上草貞雄、森田富士男、吉澤 均

小松昭英（計 9名） 

1.発表 

(1) バッテリー革命                      青木一三 

(2) 「日米原子力協定」と脱原発~調査と問題提起~        神出瑞穂 

(3) 今後の原子力技術の立て直しに関する処方書（1部）           吉澤 均 

  ~総合知学会誌 Vol.2013/1より~ 

(4) 社会的制度化(Social Institution)について           荒井康全 

(5) Social Institutions                                          荒井康全 

 

定例研究会覚書 

2015/09/12 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/09/12（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、青木一三、荒井康全、松田 順、神出瑞穂 、上草貞雄、森田富士男、吉澤 均

杉山光裕 、小松昭英（計 10名） 

1. 発表 

(1) 自然法源の実現性                     上草貞雄 

(2) 文献紹介－日本人ルーツの謎を解く                  吉澤 均                                                  

2. 学会誌発刊収支 

                           小松昭英・杉山光裕 
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学会誌発刊収支 2015/9/12
超過分計算

超過頁 頁単価 備考
28

1 青木一三 14 0
2 神出瑞穂 18 0
3 与志那劫紀 44 14 395 400
4 松田　順 56 26 733 700
5 上草貞雄 32 2 56 100
6 芝尾紘一 16 0
7 荒井康全 32 2 56 100
8 小松昭英 30 0
9 森田富士夫 0 0
10 杉山光裕 0 0
11 村上忠良
12 荻林成章

編集後記 2
活動報告 8
投稿規定 2
会則 2 支払額
合計 1,240 1,300
不足金額 -1,240
会費収入 36,000 部数 原価
学会誌収入 20,000 10 吉澤4、松田3、荒井3

56,000
印刷代 57,240 40 1,431
過不足額 -1,240
納入配布予定
　国会図書館 2
　静岡大学 2
　ヒューマンシステム 1
　学会員 22 追加10

計 27
残数 13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例研究会覚書 

2015/10/10 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/10/10（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、荒井康全、松田 順、神出瑞穂 、上草貞雄、吉澤 均、小松昭英（計 7名） 

1. 発表 

(1) システム思考での目的論理の構造と社会倫理について－Ⅳ  荒井康全 

(2) 「日米原子力協定」と脱原発～調査と問題提起～      神出瑞穂 

 

定例研究会覚書 

2015/10/10 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/10/10（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 
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参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、荒井康全、松田 順、神出瑞穂 、上草貞雄、吉澤 均、小松昭英（計 7名） 

1. 発表 

(1) システム思考での目的論理の構造と社会倫理について－Ⅳ  荒井康全 

(2) 「日米原子力協定」と脱原発～調査と問題提起～      神出瑞穂 

 

11月定例研究会 休会（会長入院） 

 

定例研究会覚書 

2015/12/19 

                               小松昭英（記） 

日時 2015/12/19（土） 

場所 キャンパスイノベーションセンター 612号室 静岡大学東京事務所 

参加者 （順不同）（敬称略） 

芝尾紘一、荒井康全、松田 順、神出瑞穂 、上草貞雄、吉澤 均、杉山光裕 、森田富

士男、小松昭英（計 9名） 

1. 発表 

(1) 「民主主義」の解釈哲学                 上草貞雄 

(2) 原発と安全保障（その 2）「原発は何故止められないのか」  神出瑞穂 

追記 バスを待つ間、近くの書店で、下記の本を見つけました。ご参考まで。 

   塩野七生、ギリシャ人の物語(1)民主制のはじまり、新潮社、2015 


