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2018 年度活動報告 

定例研究会覚書 

2018/04/14 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/04/14 

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） 

神出瑞穂、芝尾紘一、青木一三、上草貞雄、吉澤 均、荻林成章、村上忠良、小松昭英、 

（計 8 名） 

発表（順不同） 

1. 文化と権力（6）                          上草貞雄 

前回に引き続き、後半を発表 

2. 原発・再生エネルギーニュース (2018/4)                    神出瑞穂 

今後の予定 

 ・鎌倉合宿 

   幹事 上草貞雄 

   日時 4 月 26 日㈭ 

   参加者 神出瑞穂、芝尾紘一、青木一三、上草貞雄、小松昭英（計 5 名） 

各位 2017 年度学会誌要旨発表（4 月定例研究会での発表も可） 

添付 「定例合宿研究会」参照 

 ・2017 年度学会誌論文提出期限－7 月末 

 ・学会誌発刊－10月 

 

定例研究会覚書 

2018/05/12 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/05/12 

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） 

神出瑞穂、芝尾紘一、青木一三、森田富士男、村上忠良、松田 順、小松昭英、 

（計 7 名） 

発表 

3. 公的ウソ集                             青木一三 

4. 業績紹介                                  村上忠良 

超音波の応用（実用新案）、カザフスタン「砂漠の緑化」 
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今後の予定 

 ・2017 年度学会誌論文提出期限－7 月末 

 ・学会誌発刊－10月 

 

定例研究会覚書 

2018/06/09 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/06/09 

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） 

神出瑞穂、芝尾紘一、青木一三、上草貞雄、村上忠良、吉澤 均、荻林成章、藤本悦郎、 

小松昭英（計 9 名） 

発表 

5. 文化資本（1）                           上草貞雄 

6. カール・ポランニーの経済人類学から学ぶ（その 2）          神出瑞穂 

 

今後の予定 

 ・2017 年度学会誌論文提出期限－7 月末 

 ・学会誌発刊－10月 

 

定例研究会覚書 

2018/07/07 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/07/07 

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） 

神出瑞穂、芝尾紘一、青木一三、村上忠良、藤本悦郎、松田 順、荒井康全、 

小松昭英（計 8 名） 

発表 

7. システム思考による目的論的構造と社会倫理についてⅧ        荒井康全 

8. 原発問題検討資料(放射性廃棄物・原発と安全保障問題)         神出瑞穂 

今後の予定 

 ・2017 年度学会誌論文提出期限－7 月末 

 ・学会誌発刊－10月 
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定例研究会覚書 

2018/09/15 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/09/15 

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） 

神出瑞穂、芝尾紘一、青木一三、村上忠良、吉澤 均、上草貞雄、荒井康全、 

小松昭英（計 8 名） 

発表 

9. 日本社会の構造                          上草貞雄 

10. 提言: 高等学校における「家族愛と郷土愛・祖国愛」を教える「公徳心教育」 

        吉澤 均 

 

定例研究会覚書 

2018/10/13 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/10/13 

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、村上忠良、吉澤 均、上草貞雄、松田 順、森田富士男、藤本悦郎、 

小松昭英（計 8 名） 

発表 

11. 幕末「北関東の代表的人物」と歴史の流れ            森田富士男 

12. 日本社会の構造(2)－民主主義の構図                上草貞雄 

 

資料提出 

1. 運動する電荷の電場と磁場合わせた強度式            藤本悦郎 

 

定例研究会覚書 

2018/11/10 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/11/10 

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） 

吉澤 均、松田 順、藤本悦郎、青木一三、荻林成章、小松昭英（計 6 名） 
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発表 

13. 論考 ロジスティクス情報システム                小松昭英 

14. 経済政策に関する提言（たたき台）                荻林成章 

 

定例研究会覚書 

2018/12/08 

                               小松昭英（記） 

日時 2018/12/08 

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） 

松田 順、藤本悦郎、芝尾紘一、荻林成章、神出瑞穂、森田富士男、上草貞雄、村上忠

良、小松昭英（計 9 名） 

発表 

15. 放射性廃棄物をどうすべきか？                 神出瑞穂 

16. 日本の景気低迷及び生産性低迷に及ぼすＩＴの影響について    荻林成章 

 

次回発表予定 

1. 日本社会の構造（3）                     上草貞雄 

2. 「新聞記事に関する意見」（配布済み）についての意見交換    荻林成章 

 

定例研究会覚書 

2019/01/12 

                               小松昭英（記） 

日時 2019/01/12 

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） 

吉澤 均、藤本悦郎、芝尾紘一、荻林成章、上草貞雄、村上忠良、小松昭英（計 6 名） 

 

発表 

17. 日本の景気低迷及び生産性低迷に及ぼすＩＴの影響について    荻林成章 

18. 日本社会の構造－日本の期そう文化とその変容 

＜公共主義社会（34）＞                    上草貞雄 

 

定例研究会覚書 

2019/02/09 

                               小松昭英（記） 
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日時 2019/02/09 

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） 

吉澤 均、藤本悦郎、芝尾紘一、上草貞雄、松田 順、青木一三、神出瑞穂、小松昭英 

（計 8 名） 

発表 

19. 放射性廃棄物をどうすべきか？(2)                 神出瑞穂 

その他 

1. 定例鎌倉合宿 

昨年通り、４月に開催する。上草さんに一任する。 

2. 今年度(2018)学会誌原稿締め切りは７月末とする。 

3. 2017 年度学会誌のネット公開が遅れていることについては何らかの対策を検討する。 

 

3 月定例研究会 中止（小松昭英入院） 
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