
地域に関する研究成果

刊行日 論集名 巻号 表題 執筆者

2022/2/28 修道商学 第62巻2号 米将軍徳川吉宗のビジネス感覚 河内 満

尾道の経済と尾道商業会議所（Ⅱ） 坂根 嘉弘

広島修大論集 第62巻2号 川通り餅について──現代広島が見失ってしまった記憶と歴

史──
中道 豪一

Hatred in Kiplingʼs The Beginnings
Shaun James Alan

Wilbraham

修道法学 第44巻2号 Constructivism and Neo-liberalism: The Forces that Shaped

Japanese Whaling
Keith C. Hoy

ふるさと納税は地方交付税をどれほど毀損しているか？ 伊藤 敏安

日本における法格言継受への一考察──明治期日本語法格言

集の展開とイングランド法学史との比較──
松本 和洋

市民参画デザインの検証──広島市都心部の民間主導の策定

プロセスを対象に──
木原 一郎

ヨーロッパ人権条約における「結社の自由」と争議行為・素

描──Holship事件判決を契機に──
山田 晋

戦前期広島の弁護士名簿（4）──代言人・弁護士の履歴書

──

広島修道大学「明治期

の法と裁判」研究会

人間環境研究 第20巻 虚構の環境技術 1 ：簡単な化学熱力学を用いて電気自動車と

水素エネルギーを説明する試み
川村 邦男

虚構の環境技術 2 ：生命起源研究という基礎研究からのアプ

ローチ
川村 邦男

多基準分析による公共事業代替案の総合評価の可能性と課題

──包絡分析を用いた環境社会効率の代替案比較を事例とし
長谷川 弘

コギト命題の行為遂行的解釈とディスクルス倫理学──言語

と倫理に関する《事実性》をめぐる考察──
宮坂 和男

もう一つの災禍：戦後広島の枕崎台風 宮川 卓也

健康科学研究 第5巻2号 Sequel: Bean sprouts (Pisum sativum L.)accumulate

cadmium (Cd) in their foliage
新田 由美子

若きヘーゲルの『イエスの生涯』について──最近の史的イ

エス研究との比較を通して──
大森 彰人

続：広島広域都市圏の野生動物におけるカドミウム (Cd)の曝

露状況──野生タヌキ（Nyctereutes procyonoides）の年齢

推計の試み──

新田 由美子,谷浦 直美,

谷浦 督規

日本食品標準成分表の改訂が病院食（一般食）に及ぼす影

響：栄養素等および新たな考え方に基づくPFC 比と従来法と

の比較について

酒元 誠治 他

日本食品標準成分表の改訂が1,600 kcal糖尿病食（エネル

ギーコントロール食）に及ぼす影響について
棚町 祥子 他
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地域に関する研究成果

刊行日 論集名 巻号 表題 執筆者

2021/9/30 修道商学 第62巻1号 中国地方の百貨店の現状と課題──衰退する地方百貨店と消

費者購買行動の関係性──
川原 直毅

貨幣理論に反する相場理論は、過剰流動性を増幅し、変動相

場制および資本主義崩壊の危機を招く
神田 善弘

広島倒産企業の研究（２）──キョーエイ産業（株）── 政岡 孝宏

尾道の経済と尾道商業会議所（Ⅰ） 坂根 嘉弘

広島修大論集 第62巻1号 Changes in Silence:Patterns and Observations in

Intercultural Conversations between Japanese and

Exchange Students.

JAMES Daniel

Using Yasashii Nihongo  in Cross-cultural Virtual

Exchange:Perceived Effects on the Mindsets of First-Year

Japanese University Students

横田 和子,

Jana Townsend

修道法学 第44巻1号 ふるさと納税寄附金の返礼割合は妥当か？ 伊藤 敏安

2011年と2021年の施政方針演説分析 三上 貴教

Central City 2035 Plan策定における市民関与 三浦 浩之

モンゴル帝国のカトン──帝国の政治を動かした女性たち─

─
宇野 伸浩

「グローカル・プロジェクト」の検証──理念・実践・課題

──
木原 一郎, 竹井 光子

会議「希望の未来」のオープニングにおけるヴァーツラフ・

ハヴェル・チェコ共和国大統領のスピーチ
矢田部 順二

Americaʼs Experiment with Imperialism and Post-WWII

Restoration of American Anti-Colonialism
William B. Cleary

戦前期広島の弁護士名簿（３）──代言人・弁護士の履歴書

──

広島修道大学「明治期

の法と裁判」研究会

経済科学研究 第25巻1号 地域振興の原動力としての企業家の活動──岡山県の事例─

─
太田 耕史郎

健康科学研究 第5巻1号
レモンエゴマ（Perilla citriodora）のドメスティケーション

(domestication)に関する研究

新田 由美子, 三木 由美

子, 沼本 秀昭, 松崎 雅広

2021/2/28 修道商学 第61巻2号 都市交通政策再考 木谷 直俊

広島倒産企業の研究（1）

──株式会社アーバンコーポレイション──
政岡 孝宏

Sustainability Marketing and The Toyota Way Rouault Gregory

広島修大論集 第61巻2号 黄金山周辺地域における神祇関連事例の変遷と問題点――鬼

舞・御茶屋山・竪岩大明神・水銀採掘地説――
中道 豪一  

修道法学 第43巻2号 戦前期広島の弁護士名簿（2）──代言人・弁護士の履歴書

──

広島修道大学「明治期

の法と裁判」研究会

経済科学研究 第24巻2号 地域振興の原動力としての企業家の活動──福岡県の事例─

─
太田 耕史郎

健康科学研究 第4巻2号 続，あのころの広島を見たことがありますか？――75年前に

小・中学校校庭で被爆した樹木を通して――
新田 由美子
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地域に関する研究成果

刊行日 論集名 巻号 表題 執筆者

2020/9/30 修道商学 第61巻1号 交通の技術革新と街づくり 木谷 直俊

修道法学 第43巻1号

都市戦略・都市計画策定における市民意見の反映に関する研

究（その3）── Civic Engagement を生み出す学習装置──
三浦 浩之

市町村のふるさと納税寄附金はどう使われたか？ 伊藤 敏安

戦前期広島の弁護士名簿（1）──代言人・弁護士の履歴書

──

広島修道大学「明治期

の法と裁判」研究会

経済科学研究 第24巻1号 地方公共交通機関の現状と課題――地域間幹線交通網からデ

マンド交通に至るまで――

河合 伸治 ,塩津 ゆりか,

迫 一光

社会状況の変化に伴った遠隔教育の実際と展望 阿濱 志保里

健康科学研究 第4巻1号 被爆女性たちの健康管理，75年 新田 由美子

豆苗（Pisum sativum L.）はカキ殻肥料からカドミウムを吸

収して茎・葉に蓄積する
新田 由美子

2020/2/28 経済科学研究 第23巻2号 修道中学校と陸海軍 坂根 　嘉弘

2019/9/30 広島修大論集 第60巻1号 ファシリテーターの学習観の考察——エリアマネジメントの

事例を足がかりに——
田坂　逸朗

小津安二郎《東京物語》における終戦の反復——1953年7月

と1945年8月の照応
古川 裕朗

健康科学研究 第３巻1号 広島広域都市圏のマガキ(Crassostrea gigas)が蓄積する重金

属
新田　由美子

2019/2/28 修道商学 第59巻2号 我が国百貨店業界の衰退要因分析と業態開発に関する研究─

─地方百貨店の衰退と消費者購買行動について──
川原 直毅 

世界のフラット化と日本の「オリーブの木」　　──村上隆

「われわれは奇形化した怪物」（前編）
古川 裕朗

ビジネス教育論の要点 河内 満 

Massive Dataの収集・分析手法を用いた観光イメージ分析─

─宮島に関するTrip Advisorの英文Reviewsを事例に──
金 徳謙

広島修大論集 第59巻2号 体育哲学原理とは何か--方法論に着目して-- 金 炫勇  

旧広島市域における嚴島管絃祭にまつわる祭礼行事について-

-近代における高ちょうちん・火振り・御供船の様相と新祭礼

行事の発生--

中道 豪一  

ファシリテーションがもたらす社会的インパクトの考察--直

近3 年間100 件の任用事例から導く社会的要請の実相--
田坂 逸朗

修道法学 第41巻2号 都市戦略・都市計画策定における市民意見の反映に関する研

究（その２）── Civic Engagementの醸成へ──
三浦 浩之  

A Seventeenth-Century Land Indenture Issued in

Buckinghamshire
吉川 史子

A Research Design for Examining What Induces Community

Residentsʼ Aid for Free Schools in Japan
広本 政幸

明治九(1876）年十(1877)年分山口始審裁判所『裁判言渡書』

（民事第三四號）について（二・完）──山口地方裁判所所

蔵裁判史料より──

広島修道大学「明治期

の法と裁判」研究会
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地域に関する研究成果

刊行日 論集名 巻号 表題 執筆者

2019/2/28 修道法学 第41巻2号 登記法（明治１９年）制定前後の伺と指令──山口県文書館

所蔵の法務局文書「訓令訓示通達通牒綴」より──
矢野 達雄, 上川内 宏

健康科学研究 第2巻2号 広島広域都市圏の野生動物におけるカドミウム（Cd）の曝露

状況
新田 由美子

2018/9/30 広島修大論集 第59巻1号 巻き込みと促しあいのファシリテーション──地域ブランド

に関する諸活動からの考察──
田坂 逸朗

修道法学 第41巻1号 イスラエルによるシリア北朝鮮製原子炉空爆と報道管制 船津 靖   

健康科学研究 第2巻1号 首周囲長の年齢依存性を検討するための基礎データの収集 新田 由美子
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