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Ⅰ 

 

 

『2021年度 教育・研究業績報告書』の公表にあたって 

 

 『2021年度 教育・研究業績報告書』を公表いたします。公表する項目は、大学基準協会の定

めるところに準拠しつつ、本学が 2007年度に設定したものです。 

 この報告書には、本学専任教員の教育、研究、社会活動の記録が集められております。どうか

一人ひとりの活動内容をご覧くださり、本学が小さいながらも多様な分野で教育研究活動を行う

場として機能していることをご確認くださいますようお願い申し上げます。記載されている内容

は、原則として教員本人の申告によるものであり、個々の教員の自己評価活動の一端を表してい

ます。このような業績の公開が、社会への情報の発信につながり、本学の教員の教育研究活動の

いっそうの向上をもたらすことになれば幸いです。 

 

2022年 11月                 

                             FDセンター・ディレクター 

                                     金田 知子 
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凡 例 

 

▷ 掲載対象は 2022 年 4 月 1 日現在の在職教員とした（職名は 2021 年 4 月 1 日現在のもの

を記載）。ただし、新任教員は除く。 

 

▷ 配列は、学部学科ごとに教授、准教授、専任講師、助教の順序とし、それぞれアルファ

ベット順とした。 

 

▷ 記載事項 

 

 氏名、学位、専門分野、研究課題 

 

1. 教育活動 

  担当授業科目／教育活動上特記すべき事項 

   

2. 研究活動 

 著書･CD／学術論文／学会発表／演奏会*／作曲・編曲*／その他研究発表、演奏／その

他の著作･訳書等／研究助成金の受領状況／産官学連携の受領状況 

 

3. 社会活動 

 学会役員等／公開講座、市民講座等での講演／公開レッスンでの指導*／コンクール等の

審査*／学外機関委員等／その他社会活動上特記すべき事項 

 

4. 海外での活動 

 

注）*原則、音楽学部のみ記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名　　　　　 Shawn BANASICK / 英文学科 / 教授

B.A., M.A., Ph.D.

International Relations

US-Japan security agreement, regional development, US military bases in Okinawa

学位

専門分野

研究課題

教育活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

担当授業科目（大学）

Introduction to Global Studies I, Introduction to Global Studies II, English I, Lecture & Discussion: International Relations,
International Relations, Topics in International Relations, Graduation Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

学術論文

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

EQ Configurator v1.0.1 (academic software) https://github.com/shawnbanasick/eq_configurator

EQ Web Sort v1.0.2 (academic software) https://github.com/shawnbanasick/eq-web-sort

KADE v1.2.1 (academic software) https://github.com/shawnbanasick/kade

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

-1-



対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.04.01 Language Teaching
Research (online first)

単 2021.06.01 TESOL Quarterly, v55,
No. 2

単 2022.03.21 AAAL 2022 Conference

単 2022.03.24 TESOL 2022 Conference

単 2022.03.25 TESOL 2022 Conference

代分
の別

支給額 支給年度

代 200千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

氏名／所属／職名　　　　　 Nathaniel CARNEY / 英文学科 / 教授

学位
B.A., M.A., MET, Ph.D.

専門分野
Education/Applied Linguistics

研究課題
Education/Applied Linguistics

教育活動
担当授業科目（大学）

English I, English II, English III, Advanced Writing

担当授業科目（大学院）

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

著書・CD

学術論文

“Referencing word and phrase lists in an
online vocabulary notebook” (Peer reviewed)

“Diagnosing L2 listeners’ difficulty
comprehending known lexis” (Peer reviewed)

学会発表

Diagnosing the effects of fillers on L2
listening comprehension

Personalized learning through the cloud

Speech rates and L2 listening
comprehension

その他の研究発表、演奏

就任期間

その他研究活動上特記すべき事項

就任期間

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

学会役員名

2020.11-present Coordinator of JALT Testing and Evaluation Group

社会貢献活動

公開講座

年月 概要

研究助成金の受給状況

研究タイトル

その他の著作、訳書等

“Developing personalized automated vocabulary
notebooks for L2 English learners”

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）

助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

学外機関委員等

機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

-2-



国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

-3-



対象者

学部受講生

学部受講生

学部受講生

学部受講生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.11.11
-14

Pacific Ancient and
Modern Language
Association, 118th
Annual Conference, Las
Vegas, U.S.A.

共 2021.11.11
-14

Pacific Ancient and
Modern Language
Association, 118th
Annual Conference, Las
Vegas, U.S.A.

代分
の別

支給額 支給年度

代 700千円 2021年度

代 0千円 2021年度

代 300千円 2021年度

氏名／所属／職名　　　　　古村　敏明 KOMURA Toshiaki / 英文学科 / 教授

学位
B.A., M.F.A., M.A., Ph.D.

専門分野
Modern and Contemporary Poetry (American and British), American Literature, Elegy Studies

研究課題
Modern Elegy, Literary Translation, Empathy Studies

教育活動
担当授業科目（大学）

Introduction to Literature I, Contemporary Literature and Culture, American Literature and History,  Comparative Literature,
Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

プロセス型のライティング指導 2021.04-2021.08 アカデミックライティングなどのライティング
指導において，完成したエッセイだけの評
価ではなく，書く過程（プロセス）に重点を
置いたメソッドを用いる。

Diversity/ Inclusion を意識した教材選択 2021.04-2021.08 学生のダイバーシティに対する意識を高め
るため，多様性の理解・包摂を目標とし、教
材選択に国際性・多様性を反映させる。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

独自教材の電子配布 2021.04-2021.08 独自教材（パワーポイントなど）をオンライン
ストレージを使用し、どこからでもアクセスで
きるようにし、学習促進をする。

アクティブラーニング手法の実施 2021.04-2021.08 様々なアクティブラーニング手法を用いて
授業を行う。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

“Memory and Empathy: the Reconstructive
Reception of Japanese American Internment
Camp Poetry”

“Poetry and Poetics” Session Chair

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

新しい「倫理的共感」の可能性： 社会的分断に向き
合う現代アメリカ詩

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

現代アメリカ詩におけるエレジーの変化について 日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

現代英米詩における災害・疫病文学について 神戸女学院大学研究所　研究助成

-4-



単共
の別

年月 場所

国名

アメリカ

備考：

日本アメリカ文学会賞 2021.10.02 日本アメリカ文学会より、Lost Loss in American Elegiac Poetry:
Tracing Inaccessible Grief from Stevens to Post-9/11に対し、2020年
度に刊行された単著書の最優秀賞として、日本アメリカ文学会賞
（ALSJ Book Prize）が与えられた。

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2021.08.07- ワシントン大学へ海外留学（2022年8月まで）

2021.08-2022.08 海外留学

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

-5-



対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

代 0千円 2021年度

代 1,200千円 2021年度

分 530千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

学位
文学士, M.A., Ph.D.

専門分野
言語学

研究課題
第1言語習得

教育活動

氏名／所属／職名　　　　　松尾　歩　MATSUO Ayumi / 英文学科 / 教授

担当授業科目（大学）

Language and Human Beings, Syntax I, Psycholinguistics, Graduation Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

その他の研究発表、演奏

学会発表

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

言語発達遅滞児の名詞と動詞の構築プロセスにつ
いて

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

語彙構築とバイアスー健常児とダウン症児の対照研
究ー

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

Setting a Child's Linguistic Parameters コネチカット大学

その他の著作、訳書等

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

海外での活動

-6-



対象者

英文学科教育実習生

教職課程履修中の英文
学科4年次学生3名と帝塚
山学院中学校1年生90名

英文学科教職課程3年次
学生

全学教職課程履修学生

教職課程履修中の英文
学科4年次学生及び科目
等履修生計2名

英文学科4年次教職課程
学生及び科目等履修生

英語科教育法履修中の3
年次学生

英文学科学生

英文学科4年次ゼミ生

教育活動
担当授業科目（大学）

初期神戸女学院, English Proficiency IA, English Proficiency II, 英語科教育法 I, 英語科教育法 II, 英語科教育法 III, 英語科教育法
IV, 教職実践演習(中・高), 教育実習 I, 教育実習 II, Graduation Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 白井　由美子 SHIRAI Yumiko / 英文学科 / 教授

学位
文学士, P.G.Diploma, M.A.

専門分野
英語教育

研究課題
英語科教授法, 早期英語教育, 誤答分析

帝塚山学院中学校1年生への模擬授業 2021.08.28 英文学科教職課程履修中の4年次学生
が、本学にて帝塚山学院中学校1年生90
名の生徒を対象に、クイズ形式で本学のこ
とを学べる授業を教室と中庭で展開した。
夏休み中には数回そのための事前指導等
を行った。

OG教員を招いての授業 2021.11.11
2021.12.02
2021.12.18
2021.12.23

英文学科教職課程科目（英語科教育法、
教職実践演習）及びゼミで、本学を卒業し
て常勤講師をしているOG教員2名に来て
頂いて現場での様子を話して頂いた。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育実習事前指導・反省会 2021.05.10
2021.10.28

2021年度に教育実習に行く英文学科の学
生を対象に、事前指導を行い、教育実習に
対する姿勢、心構えを改めて指導した。ま
た、実習後の反省会も行い、今後教職につ
いた時の意識を高める機会とした。

西宮市立山口小学校における英語活動授
業参観

2021.12.21 西宮市立山口小学校における本学4年次
学生と科目等履修生による1年生と2年生
対象の英語活動の授業を参観した。その
日の活動の分析を行い、次年度につなげ
るため着眼点の指導を行った。

英語科教育法における模擬授業のための指
導

2021年度後期 中学、高校用の模擬授業のためのレッスン
プランを各自に作成させる前にはコンサル
テーションを、そして作成後は、それぞれの
レッスンプランを最低2回ずつチェックし、よ
りよいレッスンプランを作成するために授業
時間外に個別指導を行った。また、模擬授
業後も個人面談を行い、授業方法の向上
について話し合った。

卒業生による教員採用試験合格体験談の会 2021.11.11 英文学科を卒業した卒業生が、兵庫県公
立学校教員採用試験（高等学校・英語）に
合格した。合格のために行った勉強方法や
常勤講師として見た現場での話を聴かせて
頂いた。

西宮市立山口小学校、西宮浜義務教育学
校における英語活動に対する事前指導

2021.12.02 西宮市立山口小学校、西宮浜義務教育学
校において、4年次学生及び科目等履修
生が英語活動のボランティアを行うにあ
たって、小学校1年生と2年生児童を対象と
した英語活動のための事前指導を行った。

教員志望学生へのケア 2021年度 教員志望の学生に対して、教職課程につ
いて、教員採用試験について、講師登録
の仕方、私学の制度について等を指導し
た。(2021年度4年次学生及び科目等履修
生については、神戸市と徳島県の常勤講
師として赴任している。)

卒業論文作成に関するケア 2021年度 卒業論文がはかどらない学生に対して重
点的に個別の指導を行った。
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単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2022.01.31 『C. B. デフォレスト書簡
の解読（VII）（1938～
1947）アメリカン・ボード宣
教師文書より』

単 2022.0１ 『本がすき』1月号、宝塚
市立西山小学校

代分
の別

支給額 支給年度

分 150千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.12 宝塚市立西山小学校

国名

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他の研究発表、演奏

学会発表

「神戸女学院の英語にまつわる事柄　1938
年から1948年のデフォレスト書簡より」

単著、pp.16-29。

学術論文

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他の著作、訳書等

大人向け本の紹介 B4版

産官学連携の受給状況

宣教師文書の解読と解明
　　〜1940年代前後のデフォレスト文書を中心に〜

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

英語の絵本の読み聞かせ 英語の絵本の読み聞かせ

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2020.04-現在 大学英語教育学会(JACET)・関西支部研究企画委員

その他社会活動上特記すべき事項

2017.04-現在 社会福祉法人ソフィア福祉会　バラホーム保育所評議員

1997.04-現在 日本英語検定協会英語検定試験面接委員

2013.05-現在 アカデミック英語能力判定試験(TEAP)連絡協議会参加大学委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2010.07-現在　　西宮市立山口小学校、西宮浜義務教育学校での英語活動ボランティア

西宮市立山口小学校、西宮浜義務教育学校で教職課程4年次学生が英語活動ボランティアとして活動を行っている。その事前指導、同
行指導を行った結果、学生が大変良い活動を行い、校長先生や先生方、また、保護者からも高い評価を得ていることが分かった。活動
を体験した児童も「また英語を習いたい」と活動の継続を希望している。実際に、外国からの学校への客人に対しても気さくに話しかける
児童の様子が見られる等、英語活動の効果についても伺っている。来年度も今年度に引き続き活動をさせて頂くことになっており、このボ
ランティア活動は地域貢献、社会貢献につながる活動であると言える。
また、活動を通して、学生も教えることに対する意識を高め、多くのことを学んでいる。実際に卒業後、この活動に携わった学生の多くが
教職の道に進んでおり、小学校にとっても学生・大学にとってもプラスの関係が築けている。

2016.04-現在　　宝塚市学校応援団・図書ボランティア
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.21 おりがみはうす

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

2021.04-2022.03 大学基準協会 大学評価分科会・委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

2013.04-2022.03 日本折紙学会・評議員

その他の著作、訳書等

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

『萩原元折り紙作品集』 共訳/萩原元、立石浩一。各章コラムの翻
訳を担当。

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

学会発表

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

Introduction to Linguistics I, Introduction to Linguistics II, Phonetics, Phonology I, Semantics II, Syntax II, Graduation Thesis Seminar
I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 立石　浩一 TATEISHI Koichi / 英文学科 / 教授

学位
教養学士, 教育学修士, Ph.D.

専門分野
言語学

研究課題
言語理論の哲学的評価, 英語学習者の音声知覚・発話, 文法部門のインターフェース
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対象者

KCSES会員、教職員

中学・高等学校教員、塾・
予備校講師

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

イギリス

氏名／所属／職名　　　　　 和氣　節子 WAKE Setsuko / 英文学科 / 教授

学位
文学士, 文学修士, 博士（文学）

専門分野
イギリスロマン派文学・思想

研究課題
S.T.Coleridgeにみられるプラトニズム, 比較思想（ドイツ観念論や密教とイギリスロマン主義の接点）, 英文学と聖書, 環境文学

教育活動
担当授業科目（大学）

Literature as Art of Living, Romantic Literature and Culture, Poetry and Poetics, Graduation Thesis Seminar I,Graduation Thesis
Seminar II

担当授業科目（大学院）

英文学科主催、大迫弘和氏講演会・教員交
流会　企画・実施

2021.08.07 講演会タイトルは、「国際バカロレア教育か
ら分かる指導法のヒント」：「総合的な探求
の時間」をどう教えるか?

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

第46回神戸女学院大学英語英文学会
（KCSES)企画運営

2021.11.05 特別講演者、発表者の決定と当日の進行
(Zoom実施）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

2015.04-現在 日本英文学会関西支部評議員

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2022.02-03 めぐみ会招聘客員教授(英文学科）の来日・授業開始に関する手続き(国内で作業）
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.09.16 National Taipei University
Language Center 2021
Transition into EMI
Forum

単 2022.02.20 Matsuyama JALT,
Hiroshima JALT

単 2021.08.25 OTJ Summer Sessions
2021

単 2021.11.12 JALT 2021

単 2022.03.26 Global Japan and
Academia during COVID-
19 Symposium

共 2021.07.30 Society of Writers,
Editors, and Translators

単 2021.11.22 専門部会

共 2021.11.27 Society of Writers,
Editors, and Translators

代分
の別

支給額 支給年度

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

"Re-Thinking Machine Translation in the
Classroom"

"Wordsmiths on the Move"

その他の研究発表、演奏

"SWET Talk Shop: Fifty Sounds, Polly
Barton in Coversation with Emily Balistrieri
& Susan Jones"

"Machine Translation-Supported ESL
Writing"

Technology in Teaching Workshop

"The Evolution of Machine Translation in
the Classroom"

Hyogo University

学会発表

"Machine Translation: Here to Stay"

学術論文

"Machine Translation in College
Classrooms"

"Machine Translation in the Classroom: A
New Approach"

Endorsed by Matsuyama City Board of
Education and Matsuyama City Office
Tourism & International Exchange
Department

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

Translation: Theory and Technique I, Translation: Theory and Technique II, Translation: Theory and Technique (III), Graduation
Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

翻訳の理論と実践 II, 通訳実習 II

氏名／所属／職名　　　　　  Susan E.JONES / 英文学科 / 准教授

学位
B.S.S., M.A.

専門分野
Translation

研究課題
Children's Literature in Translation, Media Translation, Teaching Translation, Machine Translation

-11-



単共
の別

年月 場所

単 2021.04-
2022.03

Online

共 2021.10 本学

国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

コンクール等の審査

第12回神戸女学院大学絵本翻訳コンクール
審査員

主催/本学

"Found in Translation" literary translation
circle

KC graduates gathered throughout the
year to work on a joint translation project.

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 SWET Steering Committee

社会貢献活動

公開講座
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対象者

E497ab他

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2022.03.30 Dhaka: The University
Press Limited

共 2022.03.25 フィルムアート社

共 2022.03.20 玉川大学出版部

単 2021.05 日本南アジア学会
『南アジア研究』31号

単 2021.06 日本子ども社会学会
『子ども社会研究』27号

単 2022.03 神戸女学院大学女性学イ
ンスティチュート
『女性学評論』36号

単 2022.03 神戸女学院大学女性学イ
ンスティチュート
『女性学評論』36号

2022.03.31 社会調査協会
『社会と調査』28号

単 2022.02.19
-20

第23回国際ボランティア
学会（オンライン、立命館
大学）

担当授業科目（大学）

Introduction to Global Studies I, Introduction to Global Studies II, Workshop in International Studies, Lecture & Discussion: Global
Media & Communication, Global Media & Communication, 現代アジア地域研究(IV)(南アジア), Topics in Global Media and
Communication, Graduation Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

学術論文

Millennial Generation in Bangladesh: Their
Life Strategies, Social Movement, and
Identity Politics
Introduction: The 1990s Generation and
Social Change in Bangladesh
Chapter 1: Seeking New Life: The
Temporary Urbanization ofRural Migrating
Youth

編者：Kazuyo Minamide
著者：Kazuyo Minamide, Bethany
Jennings, Siddiqur Rahman, Humayun
Kabir, Ainoon Naher, Mahmudul H Sumon,
Moiyen Zalal Chowdhury, Lotte Hoek

『ファッションスタディーズ-私と社会と衣服の
関係』「グローバルマーケットと生産」

編者：蘆田裕史, 藤嶋陽子, 宮脇千絵
pp.202-208。

『教育からみる南アジア社会-交錯する機会
と苦悩』第8章「バングラデシュ女子学生たち
のブルカー戦略」、第18章「ベンガル・ミディ
アム」

監修：押川文子
編者：小原優貴,茶谷智之,安念真衣子,野
沢恵美子
pp.55-59。pp.131-137。

書評「茶谷智之著『依存からひろがる人生機
会―インド・スラム地域の人間開発と「子育て
の民主化」』

pp.159-164。

「映像人類学による子ども研究 : バングラデ
シュ農村出身の子どもたちを記録した民族誌
映画『教育第一世代』の試みを通して」（査読
あり）

pp.53-71。

氏名／所属／職名　　　　　南出　和余 MINAMIDE Kazuyo / 英文学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（人間科学）, 博士（文学）

専門分野
文化人類学, 映像人類学, バングラデシュ地域研究, 子ども研究

研究課題
バングラデシュの教育経験と社会変動, 民族誌映画制作

教育活動

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

ゼミの卒業論文集を発行し、執筆したゼミ学
生たちの記録にするとともに、次年度以降の
後輩たちの動機付け及び参考になるようにし
た。

2022.03

Asian Studies

「大学教育における南アジアフィールド教育
の意義と可能性 〜宮城学院女子大学と神
戸女学院大学における実践から〜」

pp.3-7。

学会発表

「バングラデシュ・ファッション・フィールド・ス
タディ｣ 映像制作を手法としたフィールド教
育の可能性」

pp.63-90。

Column「映像で追う『子ども』ーフィールド
ワークと映像実践」

p.115。

「バングラデシュで学ぶグローバル・イ
シュー：フィールド教育の転換」
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単 2021.05.22 神戸女学院大学女性学イ
ンスティチュート定例研究
会（オンライン）

単 2022.03 『第17回大阪アジアン映
画祭』カタログ

代分
の別

支給額 支給年度

代 0千円 2021年度

代 3,300千円 2021年度

分 150千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

トルコ（オン
ライン）

その他の研究発表、演奏

「映像制作を手法としたフィールド・スタディ
の可能性―バングラデシュ・ファッション・
フィールド・スタディの事例から―」

その他の著作、訳書等

映画解説「地のない足元」 p.30。

産官学連携の受給状況

アジアの在地の協働によるグローバル問題群に挑
戦する実践型地域研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（A）

現代バングラデシュの若者のアイデンティティポリ
ティクスからみる社会変動

日本学術振興会研究費　国際共同研究加速基金
（国際共同研究強化）

「不確実性の時代」の南アジアの社会変動―若者の
社会対応を通して―	

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

2021.06-現在 日本子ども社会学会理事

日本南アジア学会理事

社会貢献活動
学会役員

就任期間 学会役員名

2019.10-現在

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他社会活動上特記すべき事項

2021.07-現在 財団法人大阪YMCA評議員

2021.09-2022.03 国際交流基金国際共同制作プロセスオブザーバー

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2021.06.02 "Middle East Technical University社会学部での"A Life Suspended"Online Screening and After
Session with the directorに招聘され、自作映画の上映とトークを実施

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

通訳・翻訳プログラム履修
者

E215a, E315a, E415a 履
修者

E215b, E315b, E415b 履
修者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, Interpreting: Theory and Technique I, Interpreting: Theory and Technique II, Interpreting: Theory and Technique III,
Graduation Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II,

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　中村　昌弘 NAKAMURA Masahiro / 英文学科 / 准教授

学位
学士（法学）, 修士（法学）

専門分野
神経生物学, 通訳学・通訳教育学

研究課題
三叉神経の運動感覚に関する解剖・生理学的研究, 情報デザインとしての通訳, 分析力・理解力・表現力を高める通訳教育

教育活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

ITP手帖2022年度版作成 2021.04.12 ・プログラムの構成・科目群・学修目標の説
明
・通訳・翻訳の訓練法やテクニックの解説
・ルーブリック
・用語集等を収録した小冊子

翻訳理論・教授法 I, 逐次通訳演習 II, 同時通訳演習 II, 通訳実習 II

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

ITP教材集a作成 2021.04.12 E215a, E315a, E415a で使用する教材動
画のトランスクリプトを収録した小冊子

ITP教材集b作成 2021.04.12 E215b, E315b, E415b で使用する教材動
画のトランスクリプトを収録した小冊子

学会発表

学術論文

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.06 神戸女学院大学『論集』
第68巻第1号, pp.57-75.

単 2021.05.30 移民政策学会2021年度
年次大会

代分
の別

支給額 支給年度

分 200千円 2021年度

代 299千円
（総額）

2021年度

単共
の別

年月 場所

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

産官学連携の受給状況

「ポスト・コロナ期の持続可能な産学連携外国人定
着支援システム」

日本学術振興研究費補助金挑戦的研究（萌芽）

An investigation of the situation of technical intern
trainees (技能実習生)and specified skill workers
(特定技能外国人) in Japan

神戸女学院大学研究所　研究助成

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

研究助成金の受給状況

その他の著作、訳書等

「On the Impact of Contact: How does
occupational intergroup contact impact the
attitudes and behavior of Japanese
employees?」

学会発表

「Searching for the Voice of the Other:
A Review of Literature on Japan’s Technical
Intern Trainees
from the Perspective of Social Inclusion」

その他の研究発表、演奏

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

逐次通訳演習II, 同時通訳演習II, 通訳実習II

学位
B.A., M.A.

専門分野
異文化教育, 異文化コミュニケーション, 異文化理解能力

研究課題
高等教育機関における異文化接点の提供, 内なる国際化

教育活動
担当授業科目（大学）

Interpreting: Theory and Technique I,  Interpreting: Theory and Technique III,  Business Interpreting, Graduation Thesis Seminar I,
Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 奥村　キャサリン OKUMURA Katharine / 英文学科 / 准教授
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

代 300千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

備考： 2020.08-2021.08 海外留学

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

2016.04.01-現在 日本語日本文化教育研究会運営委員

学会役員

就任期間 学会役員名

産官学連携の受給状況

Sociolinguistic practices of interaction between old
Norse, Christian and Sami cultures

神戸女学院大学研究所　研究助成

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

Workshop in International Studies, Introduction to Linguistics II, Language and Society, Morphology, Sociolinguistics Theory and
Practice I, Sociolinguistics Theory and Practice II, Graduation Thesis Seminar I, Graduation Thesis Seminar II

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　  Goran VAAGE / 英文学科 / 准教授

学位
B.A.（文化社会学）, 修士（言語・文化）, Ph.D.（言語・文化）

専門分野
社会言語学, 日本語・日本文化, ユーモア, 言語学, 語用論, 日本語教育, 比較文化

研究課題
ことばあそびとユーモア, 関西方言とボケとツッコミ, DNA研究と言語・文化の起源, スティグマとことばに対する姿勢, 人称表現, 異文化コ
ミュニケーション
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対象者

講義履修者

ゼミ履修者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.12 明石書店

単 2021.06.12 日本アメリカ文学会　関西
支部6月例会

単 2022.03.16 大阪大学言語文化研究
科

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.08-現在 多民族研究学会・大会運営委員

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

大阪大学言語文化研究科　言文お別れ会 卒業生代表スピーチ
https://www.lang.osaka-u.ac.jp/lc/5896

「Claude McKayとモダニズム――都市の周
縁とその国際性」

学会発表

学術論文

『ハーレム・ルネサンス : 「ニュー・ニグロ」の
文化社会批評』

松本　昇 監修、深瀬　有希子、常山　菜穂
子、中垣　恒太郎 編著
第9章：クロード・マッケイ――ハーレムとカ
リブのアウトサイダー　(pp.198-216)

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

個別指導 2021.04- それぞれの興味を聞き、面談をしながら、
卒論のための指導を丁寧に行った。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

授業ではプリントを作成し、事前に文学作品
の予習をしやすいように工夫した。

2021.04-

学位
修士（言語文化学）, M.A., 博士（言語文化学）

専門分野
アメリカ文学

研究課題
アフリカ系アメリカ人の文学、ポストコロニアル批評

教育活動
担当授業科目（大学）

Introduction to Literature I,  Introduction to Literature II, Modern Literature and Culture, American Literature and Histor, The Novel,
Graduation Thesis Seminar I

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 古東　佐知子  KOTO Sachiko / 英文学科 / 専任講師
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

神戸女学院大学学生

2023年度採用　教員採用
選考試験受験予定者

西宮市大学交流センター
共通単位講座の受講を希
望する者（前期）

西宮市大学交流センター
共通単位講座の受講を希
望する者（後期）

神戸女学院大学学生

2023年度採用　教員採用
選考試験受験予定者（3
年生）

2023年度採用　教員採用
選考試験受験予定者（3
年生）

教育活動
担当授業科目（大学）

西宮市大学交流センター科目A, 教師論, 生徒・進路指導論, 教育相談, 社会科教育法 II, 総合的な学習の時間・特別活動の指導法 I,
総合的な学習の時間・特別活動の指導法 II, 教職実践演習(中・高), 教育実習 I, 教育実習 II

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　古岡　俊之 FURUOKA Toshiyuki  / 総合文化学科 / 特任教授

学位
学士（教育学）, 修士（教育学）, 博士（臨床教育学）

専門分野
教育学, 臨床教育学, 社会科教育学

研究課題
社会科教育における社会認識教材の開発　-音・香りを中心として-

教育方法の工夫 2021.04.13- ・学習記録の徹底（授業前後の課題探究レ
ポート、授業中のノートを合わせて独自の
学習記録・テキストを創る。授業で定期的
に確認し指導する。）
・毎回講義資料を作成し配布する。配付資
料や講義前の課題探究レポートを元に、グ
ループワークや演習も取り入れる。

2　作成した教科書、教材

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

1　教育方法開発・工夫等の実践例

『西宮市大学交流センター共通単位講座講
義（後期）　テキスト　『地域資源と観光（各
論）』

2021.08.20 北海道、宮城県、秋田県、東京都、群馬
県、新潟県、富山県、兵庫県、和歌山県、
鳥取県、愛媛県、そして大分県等の音と香
りの視点での特色ある景観や名産品、歴史
を紹介。そこに住む人たちとの出会いか
ら、その土地の風土、人の知恵、息づかい
を感じ取る。実践フィールドワーク資料15回
分を作成し、講義で活用した。

『親心と私』神戸新聞出版センター 2021.10.01 「教師論」、「生徒・進路指導論」等教職関
係科目のテキストとして編集した。「親の姿
色に子どもの心は染まる」。公立学校や大
学で40年以上教育に携わってきた中での、
親・教師・地域と子どもたちとの関わりにつ
いて語りかけている。

『神戸女学院大学講義テキスト（2023年度採
用教員採用選考試験受験対策特別講義
用）』

2021.04.13- 「日本史」「世界史」「地理」「政治・経済」の
一般教養科目、並びに「教育心理」「教育
原理（含：生徒指導・特別支援教育）」「教
育法規」「面接」「場面指導」「論文」「模擬
授業対策」等の教職教養関係科目資料を
作成し、講義で活用した。

『西宮市大学交流センター共通単位講座講
義（前期）　テキスト　『地域資源と観光（総
論）』

2021.04.15- 地域財産には自然・歴史・文化・産業・人
工施設などがある。刊行と地域財産、地域
社会との関係を考えると、様々な問題点や
課題が見えてくる。刊行だけではなく、観光
地域という視点を重視し、地域振興政策に
ついての一定の提案の一機会とした。講義
資料15回分を作成し、講義で活用した。

『神戸女学院大学講義テキスト（2023年度採
用教員採用選考試験受験対策特別講義
用）』
（『地理』『歴史』『政治・経済』の3種）

2021.10.01 出るシリーズ「日本史」「世界史」「地理」「政
治・経済」の教職一般教養（社会科学）関
係科目資料を作成し、教採特講（11月から
3年生を対象にした前期の講義）で活用し、
指導上一定の成果を収めた。

『2023年度採用教員採用選考試験受験対策
特別講義資料』（冬休み用自習教材）

2021.12.01 教職教養科目、教職一般教養科目『人文
科学』『社会科学』『自然科学』の問題演習
資料を作成し、冬休み自習教材として配布
し、主体的な取り組みによる学修をサポート
した。指導は現在継続中である。
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2023年度採用　教員採用
選考試験受験予定者（3
年生）

2023年度採用　教員採用
選考試験受験予定者

教職課程履修生、教員採
用選考試験受験予定者

教員免許取得希望者で
教育実習を必要とする者

兵庫県教員採用選考試
験を受験予定者

教育職員免許法に規定
する免許状をもつ公立学
校臨時講師を希望する者

神戸女学院大学文学部
英文学科担当教員・西宮
市立山口小学校校長及
び担当者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.10.01 神戸新聞出版センター

単 2021.10.23 全国社会科教育学会「第
70回　全国研究大会　発
表要旨集録」

単 2021.09.22 神戸女学院大学論叢　第
68巻第2号

『2023年度採用教員採用選考試験受験対策
特別講義資料』（春休み用自習教材）

2022.01.30 教職教養科目、教職一般教養科目、よく出
る『人文科学』『社会科学』『自然科学』の問
題演習資料を作成し、春休み自習教材とし
て配布し、主体的な取り組みによる学修を
サポートした。指導は現在継続中である。

学生・教員へのケアなど

『神戸女学院大学教育実習生実習受入先確
保』

2021.06.17 教職センターより、学生の中にコロナ感染
症の拡大防止に伴い受入予定先での実習
が困難となり、新たな実習受入れ先の確保
の必要のおそれありとの相談を受けた。当
該学生の実習困難事態に備えて、西宮市
教育員会及び西宮市立中学校校長会に
打診。受入先を確保し体制を整えることが
できた。

『兵庫県教員採用選考試験実施問題資料収
集と支援』（兵庫県阪神南県民局訪問）

2021.06.23 2021年実施の兵庫県教員採用選考試験
受験者の便に資するため、兵庫県阪神南
県民局を訪れ、2019年、2020年実施分の
過去問題（一般・教職教養、専門教科）に
ついて現物（複写）を収集し、本学におい
て模擬試験として活用した。問題文の形
状、解答の様式、解答時間等を試験当日と
同様の環境で実施し、受験対策としての効
果的な活用についての研究に一定の成果
を収めた。

『神戸女学院大学における『2023年度採用』
教員採用選考試験対策講座開講」

2021.04-2022.03 一般教養科目（「社会科学分野」）、教職教
養科目（「教育法規」「教育心理」「教育原
理」等）、面接指導、論文指導、模擬授業、
場面指導（ロールプレイ）の指導に取り組み
一定の成果を収めた。

『神戸女学院大学における教職課程履修生
のサポート、教職センターでの教育相談』（オ
ンライン及び対面）

2021.04-2022.03 「木曜日」オフィスアワー（12:30-13:20）、
「金曜日」午後、教員採用選考試験受験対
策に重点を置いてサポートし、一定の成果
を収めた。

『神戸女学院大学卒業生の臨時講師採用に
かかる現状調査及び依頼』（西宮市教育委
員会訪問）

2021.10.18 2022年度より臨時講師を希望する本学学
生の就職先確保のための調査で、西宮市
教育委員会を訪問する。臨時講師の需要
のある教科・科目、人員、時期等について
状況を把握し、学生の指導に一定の成果
を収めた。

『山口小学校教育推進にかかる神戸女学院
大学との連携教育（英語科学生との交流）に
関する調査研究及びサポート」（教育研究推
進に係る懇談）

2021.10.20 西宮市学校サポートボランティア事業推進
の一環として、山口小学校と神戸女学院大
学とが連携した教育推進のあり方につい
て”互恵性”の観点から研究を深めてきた。
文学部英文科担当教授指導の下、英文科
学生を計画的に山口小学校に派遣し、新
学習指導要領に基づく小学校低・中学年
の「英語活動」の学習サポートを行った。こ
の活動を通して英語科指導の専門性・指
導力の向上に資する機会としてきた。

著書・CD

学術論文

『親心と私』 pp.1-209.

『小学校中学年社会科副読本に関する研究
（2）　-兵庫県における地域副読本の教師の
見解の分析-』（神戸女学院大学研究所助成
研究）

p.49.

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

『小学校社会科副読本の未来像　-兵庫県に
おける地域副読本の作成・利用状況分析か
らの考察-』（神戸女学院大学研究所助成研
究）

pp.1-15.
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単 2021.10.23
-10.24

第70回　全国社会科教育
学会（於:広島大学教育学
部）

共 2022.01.15 西宮市大学交流センター

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.04.15
-07.15

西宮市大学交流センター
(オンライン）

単 2021.09.28
-

2022.01.18

西宮市大学交流センター
（オンライン）

国名

『小学校社会科副読本の未来像　-兵庫県に
おける地域副読本の作成・利用状況分析か
らの考察-』（神戸女学院大学研究所助成研
究）

web開催

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況			

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

内容/旅というのは美しい風景や名産品、
歴史等との出会いを求めるだけではない。
旅先で、そこに住む人々に出会う、そこか
ら、その土地の風土やそこに生きる人々の
生きる工夫、息づかいを感じとることができ
る。「この人に出会えてよかった」。それが
旅の本当の面白さであると思う。地理教育
論から見た「地域資源と観光」及び「旅」 に
ついて、どのように位置づけられ、これから
の役割が期待されるかを中心に提言を行っ
た。
主催/西宮市大学交流協議会。

公開講座

講座名、講演タイトル

「小学校社会科(3年・4年)副読本の活用状況
と体験学習に関する調査結果に関する一考
察」（報告）（対象:兵庫県内216小学校）

2022.02.04 兵庫県下で、現在使用されている副読本の分析と学校における副読
本の利用状況、また学校における副読本に対する教師の意見を克明
にとらえ、それを踏まえて小学校中学年社会科副読本の改善の方途
を探り、各市郡町における副読本改訂の際の資料を提供する社会貢
献の一環として実施した調査結果であり、その統計的な数値による結
分析果を報告した。

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

研究紀要（2021年）　第2号　『地域資源と観
光』「わたしの地域資源。観光」　～「音」と
「臭い（かおり）」をヒントに旅しよう…～

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

共著/古岡俊之他39名。pp.2-6.

学会役員

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動

期間 概要

概要

社会貢献活動

学外機関委員等

西宮市大学交流センター「共通単位講座」
『地域資源と観光（1）』（総論）　計15回

内容/地域資源には自然・歴史・文化・産
業・人工施設などがある。観光資源と地域
資源、地域社会との関係を考えると、問題
点や課題として何があるのだろうか。事例
研究を通して地域の振興政策に関わる提
言を行った。
主催/西宮市大学交流協議会。

西宮市大学交流センター「共通単位講座」
『地域資源と観光（2）』（各論）　計15回
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対象者

精神保健福祉士養成課
程学生（4年生）

学生、精神保健福祉実習
指導者、精神保健福祉士
養成校

総合文化学科精神保健
福祉士養成課程の修了
生

総合文化学科精神保健
福祉士養成課程の学生
（4年生）

総合文化学科精神保健
福祉士養成課程の学生
（4年生、3年生他）

精神保健福祉援助実習
の実習指導者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2022.03.31 『アフリカにおける障がい
者と人権の社会誌』2021
年度龍谷大学人権問題
研究委員会研究プロジェ
クト報告書

比較文化学特殊講義

氏名／所属／職名　　　　　 金田　知子 KANATA Tomoko / 総合文化学科 / 教授

学位
文学士, Dip.SW, M.Soc.Sci.

専門分野
社会福祉学

研究課題
途上国（アフリカ）の精神保健福祉, 国際ソーシャルワーク

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

精神保健福祉士国家試験対策の実施 2021.08-2022.01 精神保健福祉実習室の協力を得て、精神
保健福祉士国家試験対策としての小テス
ト、学内模試（7月30日、10月2日）を実施。
また福祉教育カレッジによる国家試験科目
のオンディマンド講座を開講した。

教育活動
担当授業科目（大学）

精神保健福祉相談援助の基盤(専門), 精神保健福祉援助演習(基礎), 社会福祉援助技術現場実習指導, 精神保健福祉援助実習, 精
神保健福祉援助実習指導 I,  精神保健福祉援助実習指導 II, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I) , 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

就職支援 2021.11-2022.03 総合文化学科精神保健福祉士養成課程
の学生に対して、本人の就職希望を確認し
たうえで、精神科病院への就職を斡旋し
た。

実習報告会の開催 2021.12.11 総合文化学科精神保健福祉士養成課程
の実習報告会を開催した。報告会には4年
生の実習成果の発表とともに、2名のOG
（精神保健福祉士）からの実践報告の機会
を設けた。

精神保健福祉援助実習報告書の作成 2022.01-2022.02 2021年度精神保健福祉援助実習報告書
の執筆および編集。

精神保健福祉士養成課程OG（卒業生）への
卒後指導

2021.07.11
2022.02.27

総合文化学科精神保健福祉士養成課程
の修了生（主として精神保健福祉士）を対
象にZOOM交流会を開催し、各自の現状
を確認するとともに、必要なアドバイスを
行った。

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

実習指導者研修会の開催 2021.11.06 総合文化学科精神保健福祉士養成課程
の実習機関の指導者を対象とした研修会
を開催した。

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

報告：「脱施設化」による精神障がい者の虐
待死─ライフ・エシディメニ事件─

共著/落合雄彦、田中利和、小林直明。
pp.83-93。
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代分
の別

支給額 支給年度

分 1,167千円 2021年度

分 100千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2022.03.13 オンライン

国名

産官学連携の受給状況

シエラレオネにおける当事者・家族主体のメンタル
ヘルスケア導入アクションリサーチ

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

アフリカにおける障がい者と人権の社会誌 龍谷大学人権問題研究委員会研究プロジェクト

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

生涯研修制度、基幹研修 I:精神保健福祉士
の専門性 I

内容/精神保健福祉士を対象に精神保健
福祉士の専門性について講義を行った。
主催/公益社団法人日本精神保健福祉士
協会。

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.04-2021.06 一般社団法人兵庫県精神保健福祉士協会　副会長

2021.07-2022.03 一般社団法人兵庫県精神保健福祉士協会　監事

2021.04-2022.03 神戸市市民福祉調査委員会精神保健福祉分科会　特別委員

2021.04-2022.03 神戸市精神医療審査会　審査委員

2021.04-2022.03 医療法人紫博会相談支援センター「りあん」　第三者委員

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-現在　精神科病院に強制入院中の精神障害者の退院および処遇改善要求に対し、本人および関係者への聞取り調査を実施
（計5回）。

2021.04-現在  精神科病院に強制入院中の精神障害者の入院の必要性及び処遇の妥当性を審査（4月19日、5月17日、6月21日、7月
19日、8月16日、9月13日、10月18日、11月15日、12月20日、1月17日、2月21日）。

その他社会活動上特記すべき事項
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.07.17
2022.02.23

オンライン

共 2021.10.23
-

2022.03.12

NHK文化センター青山教
室（オンライン）

国名

氏名／所属／職名　　　　　川瀬　雅也 KAWASE Masaya  / 総合文化学科 / 教授

学位
学士（文学）, 修士（文学）, 博士（文学）

専門分野
哲学・倫理学

研究課題
生の現象学・臨床哲学・人文社会学を横断する共同性・文化・多文化性に関する研究

教育活動
担当授業科目（大学）

哲学(I), 倫理学(II), 倫理学(III), 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

著書・CD

学術論文

学会発表

その他の研究発表、演奏

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

公開講座

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

日本ミシェル・アンリ哲学会　運営委員（事務局担当）

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03

哲学カフェ「哲学のタマゴ」　ファシリテータ オンライン哲学カフェのファシリテータを務
める。主催：哲学のタマゴ

NHK文化センターオンライン講座「感情から
考える哲学入門」（計6回）

内容/ミシェル・アンリ哲学の入門講座。主
催/NHK文化センター青山教室

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動

期間 概要

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.11.24 鹿島市民立生涯学習・文
化振興財団

代分
の別

支給額 支給年度

代 1,000千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.04.10
06.05
07.10
10.09
11.06
12.11

芦屋市立公民館

2014.05-現在 三木市個人情報保護審査会委員

2015.04-現在 明石市史編纂専門部会委員（現代部会長）

2018.01-現在 三木市史通史編近現代史部会員

2011.09-現在 八尾市史専門部会員

2014.05-現在 三木市情報公開審査会委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

芦屋市立公民館講座
近代日本の「政変」-内閣が替わるとき-（計6
回）

内容/内閣の交代に焦点を当て第1次伊藤
博文内閣から高橋是清内閣までの政治史
を講義した。主催/芦屋市。

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

戦間期内務官僚による「官民一体」政策の形成過程
-田澤義鋪の思想と活動を中心に-

科学研究費助成事業　基盤研究（C）（一般）

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

学会発表

学術論文

『田澤義鋪-今につながる政治教育の「源流」
-』

共著/高橋研一。pp.23-60,95-112。監修。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, プロジェクトA(IV), 日本史(II), 近代日本思想史, 社会科・地理歴史科教育法, 地理歴史科教育法, 文献ゼミ, 専攻ゼミ
(I),専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

日本史特殊講義

氏名／所属／職名　　　　　河島　真 KAWASHIMA Makoto   / 総合文化学科 / 教授

学位
学士（文学）, 修士（文学）

専門分野
日本近現代史

研究課題
戦間期日本の政治史・思想史・地域史, 戦後日本の政治史・思想史・地域史
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

2021.06-2022.03 偉人マンガ「田澤義鋪」製作・活用検討委員会委員

2021.07.01-現在 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員、卓越研究員候補者選考委員会書面審
査員、国際事業委員会書面審査員・書面評価員
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対象者

本学学生12名

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2022.03.20 『女性学評論』第36号

単 2021.04.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.05.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.06.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.07.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.08.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.09.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.10.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.11.10 『インド経済フォーラム』

単 2021.12.10 『インド経済フォーラム』

単 2022.01.10 『インド経済フォーラム』

単 2022.02.10 『インド経済フォーラム』

単 2022.03.10 『インド経済フォーラム』

代分
の別

支給額 支給年度

分 20千円 2021年度

分 100千円 2021年度

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, プロジェクトB(I), Introduction to Japanese Culture, Current Issues in Japan, 市民のための現代社会・政治, 概説国際関
係論, 国際関係論, 現代アジア地域研究(IV)(南アジア), 政治学(国際政治を含む), 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

比較文化学総合演習 I, 比較文化学総合演習 II, 比較文化学総合演習 III

氏名／所属／職名　　　　　 北川　将之 KITAGAWA Masayuki / 総合文化学科 / 教授

学位
学士（外国研究）, 修士（国際関係論）, 博士（国際関係論）

専門分野
政治学, 国際関係論

研究課題
インド民主主義の変容, 在外インド人の市民意識, インド貧困女性の政治参加

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

日越大学とのオンライン国際交流プログラム 2021.11 ベトナムの日越大学の学生と本学学生を対
象とした国際交流プログラム。ゲストスピー
カーの講義を受けた後、日本とベトナムの
学生の混成チームが発表を行った。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

「インド・フィールドワークの教育実践」 pp.37-62。

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

分権的発展の効果と潜在力：インド29州の比較分析
を通じた民主主義的安定のかたち

日本学術振興会研究費補助金　基盤研究(A)

移民受入れ国-送出し国の政策相互連関――国際
社会学からの比較研究

日本学術振興会研究費補助金　基盤研究(A)

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

寄稿「ケーララ州におけるコロナ対策の強化
の動き」

第170号 p.12。

寄稿「アーンドラ・プラデーシュ州の新型コロ
ナウィルス対策の動向」

第171号 p.18。

その他の著作、訳書等

第177号 p.12。

寄稿「カルナータカ州の公立校におけるヒ
ジャブ着用をめぐる論争」

第181号 p.11。

寄稿「タミル・ナードゥ州とケーララ州の州議
会選挙結果」

第172号 p. 13-14。

寄稿「カルナータカ州の卒業認定試験
（SSLC）をめぐる動向」

第173号 p.12。

寄稿「アーンドラ・プラデーシュ州のヴィシャ
カパトナム製鉄所の民営化をめぐる動向」

第174号 p.12。

寄稿「アーンドラ・プラデーシュ州の豪雨被害
と与野党の対応」

第178号 p.14。

寄稿「カルナータカ州のオミクロン株対策」 第179号 p.12。

寄稿「アーンドラ・プラデーシュ州の県再編」 第180号 p.13。

寄稿「カルナータカ州の新州首相の就任と政
治的課題」

第175号 p.16。

寄稿「カルナータカ州のヒンドゥー寺院の撤
去をめぐる抗議デモと政治的影響」

第176号 p.12。

寄稿「カルナータカ州議会補欠選挙結果」
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単共
の別

年月 場所

国名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

産官学連携の受給状況

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-2022.03 アジア政経学会　書評委員

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本南アジア学会　雑誌編集委員

社会貢献活動

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項
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対象者

国語教職課程履修者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.12 神戸女学院大学研究所
『論集』第68巻第2号

単 2022.03.16 神戸女学院学報194号

代分
の別

支給額 支給年度

分 750千円 2021年度

代 69千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.11-2022.03 中古文学会委員

2021.04-2022.03 和歌文学会常任委員

2021.04-2022.03 和歌文学会関西例会委員

2021.04-2022.03 中古文学会関西部会運営委員

学会役員

就任期間

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

産官学連携の受給状況

平安中期歌合と私家集、その関係性を探る 神戸女学院大学研究所　研究助成

常設研究プロジェクト「歌合の本質とその集積につ
いての研究」

龍谷大学世界仏教文化センター

研究助成金の受給状況

学会発表

「歌を好み給ふ」検非違使の別当、源頼実 pp.1-16。

その他の研究発表、演奏

国語科教職課程の取り組み

その他の著作、訳書等

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

国語科教職実践のとりまとめ 2022.03 『KC国語教職実践報告』第6号を編集発行

日本文学特殊講義 I

学位
文学士, 文学修士, 博士（国文学）

専門分野
日本古典文学

研究課題
中古中世和歌文学、における私家集のあり方や歌合との関連性, 歌題集成書の成立と展開

教育活動
担当授業科目（大学）

日本語(I)漢字・語彙, 日本古典文学研究(II), 国語科教育法 II, 国語科教育法 IV, 日本古典文学講読(I), 教育実習 I, 教育実習 II, 教
職実践演習(中・高), 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 藏中　さやか KURANAKA Sayaka / 総合文化学科 / 教授
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2022.01.05 University of Tennessee
Press

単 2022.01.20 日本英文学会『英文學研
究支部統合号』第14号

単 2021.10.03 日本アメリカ文学会　第60
回全国大会 zoom開催

代分
の別

支給額 支給年度

代 500千円 2021年度

分 100千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

比較文化学総合演習 I, 比較文化学総合演習 II, 比較文化学総合演習 III

氏名／所属／職名　　　　　 三杉　圭子 MISUGI Keiko / 総合文化学科 / 教授

学位
文学士, 文学修士, M.A., 博士（英文学）

専門分野
20世紀アメリカ小説

研究課題
語りの技法, モダニズム, ジェンダー, 多文化社会におけるマイノリティの諸相

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

プロジェクトA(IV), クローバーゼミ, アメリカの文化・文学(II), アメリカの文化・文学(III), 外国語セミナー(英語I), 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専
攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

「サッコ=ヴァンゼッティ事件におけるアメリカ
の自由––抗議から『U・S・A』に向けて（招待
論文）

pp. 149-157

学術論文

John Dos Passos's Transatlantic Chronicling Aaron Shaheen, Rosa Maria Bautista-
Cordero, et. al. pp. 49-72

その他の研究発表、演奏

「John Dos Passosとデモクラシーの表象––
Sacco-Vanzetti事件をめぐって」

シンポジアムIV 　「アメリカ作家たちのデモ
クラシー–– 危機の時代を超えて」

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

プラグマティズム再考――ジェイムズ兄妹とモダニ
ティ

神戸市外国語大学プロジェクトB

ジョン・ドス・パソスの代表的小説群における言葉と
身体性――言語芸術の可能性

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.04-2022.03 日本ユダヤ学会理事

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本アメリカ文学会関西支部評議員

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08 世界思想社

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 阪神ドイツ文学会企画幹事

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

学術論文

学会発表

『日常を拓く知　古典を読む―うつくしさ』 奥野佐矢子編。pp.3-32「美への憧れ、美
の誘惑―『ヴェニスに死す』を読みなおす」

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

氏名／所属／職名　　　　　 孟　真理 MO Mari / 総合文化学科 / 教授

学位
文学士, 文学修士

専門分野
ドイツ文学

研究課題
ホーフマンスタール, ヘルマン・ブロッホ, klassisch-Moderneの長編小説, 世紀転換期ウィーン文化

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, ドイツの文化・文学(I), ドイツの文化・文学(IV), 欧米文化特殊研究(II), ドイツ語(I)文法, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ
(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2022.01 神戸女学院大学「宣教師
文書」研究会発行

代分
の別

支給額 支給年度

分 150千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-2022.03 社会福祉法人イエス団・理事

2021.04-2022.03 一般財団法人キリスト教学校教育同盟関西地区協議会・大学部会委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

2021.04-2022.03 日本基督教学会/学会誌編集委員

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本基督教学会・幹事

産官学連携の受給状況

C. B. デフォレスト書簡の解読(VII)(1938-
1947)
アメリカン・ボード宣教師文書より

共著/津上智実（編）、白井由美子。pp.8-
14。

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

宣教師文書の解読と解明　　〜1940年代前後のデ
フォレスト文書を中心に〜

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

学会発表

その他の研究発表、演奏

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

その他の著作、訳書等

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

比較宗教学

氏名／所属／職名　　　　　 中野　敬一 NAKANO Keiichi / 総合文化学科 / 教授

学位
神学士, 神学修士, D.Min.

専門分野
キリスト教学, 実践神学

研究課題
キリスト教の死者儀礼, 死生学

教育活動
担当授業科目（大学）

プロジェクト：神戸女学院を創る, 現代社会と宗教, キリスト教学(新約学), 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）
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対象者

教職課程「教育原理」受
講学生

全担当授業および全担当
ゼミ

本学基礎ゼミ、文献ゼミ受
講者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.08.20 『日常を拓く知 古典を読
む⑤　うつくしさ』世界思
想社

共 2021.08.20 『日常を拓く知 古典を読
む⑤　うつくしさ』世界思
想社

単 2021.09.20 平井悠介・曽余田浩史編
著『新・教職課程演習第1
巻、教育原理・教育原論』

単 2021.09 教育思想史学会『近代教
育フォーラム』（第30号）

単 2021.10.01 『教職研修』2021年10月
号

はじめに pp.vi-x.

「美への憧れ、美の誘惑（孟真理×めぐみ）
――「ヴェニスに死す」を読みなおす」

共著/孟真理、pp.2-32.

学術論文

「教育思想史学会にて、教育目的について
語り合う」（査読あり）

pp.13-18.

「第6回学校の現状②ジェンダー」（学校の中
の「差別」を考える）

p.54.

学会発表

文化基礎論 II

大学初学者向けゼミテキストの編集 2021.04-2022.03 内容/総合文化学科監修『日常を拓く知 古
典を読む⑤　うつくしさ』世界思想社の編集
者として、担当箇所や巻頭言の執筆終了
後は、全体の編集・調整や表紙デザインの
選定、世界思想社編集サイドとのやりとりを
担った。作業全般において、大学初学者を
常に念頭に置き、可能な限り平易な言葉で
テーマについて語ったり、伝わりやすいよう
なレイアウトとなることを意識した。

氏名／所属／職名　　　　　奥野　佐矢子 OKUNO Sayako / 総合文化学科 / 教授

学位
学士（教育学）, 修士（教育学）

専門分野
教育哲学・人間形成論

研究課題

英米圏アイデンティティ政治学・フェミニズム批評理論の知見を用いた人間形成モデルの構築, 道徳性発達理論などを用いた道徳教育
研究の実践性および妥当性の検証

教育活動
担当授業科目（大学）

人間と教育, 教育原理 I, 教育原理 II, カリキュラム論, 教育実習 I, 教育実習 II, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

Moodle,Zoomなどの機器を使用した遠隔授
業の実践

2021.04-2022.03 内容/コロナ禍において対面での授業機会
が大幅に制限されるなか、遠隔での講義方
法を模索する中で以下の技術を習得した。
①授業用デジタルコンテンツを作成する技
術、②MoodleやZoomといったデジタルメ
ディアを使いこなす技術、③使用するデジ
タルメディアに合ったカリキュラムを再構成
する力量、④遠隔で学生たちとコミュニケー
ションする手法など。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

執筆した教科書を使った授業実践 2021.04-2022.03 内容/「多様性」をキーワードに編纂された
教育原理の教科書において第一章「教育
とは何か」および第二章「教育思想の歴史」
を担当。本年度はこのコンテンツを活用し、
「原理」の硬直性をやわらげ、多様な視点
を獲得しうるような授業内容を工夫した。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

「第一章Q4　発達とは何か。教育と発達の関
係性について説明しなさい」「第4章Q4ケアリ
ングとは何か。教育においてケアの必要性に
ついて述べなさい」「第5章Q5理論と実践の
往還とは何かについて述べなさい」

同著書内のうち前掲の3つのセクションにつ
いてを単独執筆。それぞれの担当頁は
pp.22-25、pp.84-87、pp.110-114.
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代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

2015.10-2021.09 教育思想史学会編集委員会

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.24 ミネルヴァ書房

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名　　　　　 清水　学 SHIMIZU Manabu / 総合文化学科 / 教授

学位
社会学士, 学術修士

専門分野
社会学

研究課題
社会の詩学, エスノメソドロジー以後の社会理論

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

社会理論, 社会学概論, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

学術論文

その他の研究発表、演奏

『キーコンセプト社会学』 共訳、監訳者/白石真生、栃澤健史、内海
博文

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

研究助成金の受給状況

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.06.28 くろしお出版

共 2021.12.20 計量国語学会
『計量国語学』33巻3号

単 2021.06.12 関西言語学会第46回大
会

単 2021.09.12 中国語話者のための日本
語教育研究会第50回記
念大会

単 2021.10.16 日本語母語話者のための
中国語教育文法を考える
―応答表現をどう学ぶか
―

単 2022.02.12 日本語母語話者のための
中国語教育文法を考える
―応答表現をどう学ぶか
（その2）―

単 2022.03.20 科研費成果物公開記念
シンポジウム「話題とコー
パスと日本語教育」

単 2021.10.29 第65回日本語教育学分
野公開講演会（名古屋大
学）

単 2021.12.14 東洋大学国際教育セン
ター ゲストスピーカー講
演会

共 2021.11.05 ジャパンタイムズ出版

代分
の別

支給額 支給年度

分 70千円 2021年度

代 299千円 2021年度

日本語学特殊研究, 比較文化学合同研究A, 比較文化学特殊研究

氏名／所属／職名　　　　　 建石　始 TATEISHI Hajime / 総合文化学科 / 教授

学位
学士（言語・文化）, 修士（文学）, 博士（文学）

専門分野
日本語学・日本語教育学

研究課題
語彙と文法を連動させた日本語学・日本語教育学研究

教育活動
担当授業科目（大学）

プロジェクトA(VI), 言語習得論, 中国語(I)文法, 日本語教授法 (I)(日本語教育概論 ), 日本語学入門(I), 日本語学特論, 日本語学研究
(V), 日本語教育実習(国内), 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

『名詞研究のこれまでとこれから』 共著/岩男考哲、坂本智香、益岡隆志、松
瀬育子、眞野美穂。pp.7-47。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

「自然会話コーパスを基にした『話題別日本
語語彙表』」（査読あり）

共著/中俣尚己、小口悠紀子、小西円、堀
内仁。pp.194-204。

「指定討論者からのコメント」 指定討論者として発表

「コーパスを活用した日中対照研究―日中
同形語を中心に―」

「参加者からのコメントおよびディスカッショ
ン」

指定討論者として発表

学会発表

「日本語の応答表現「そうです」の使用実態
について」

「類義語分析に「話題」は使える」

その他の研究発表、演奏

「語彙と文法を連動させた日本語教育文法
研究」

「日本語学習に役立つ類義語・類義表現の
分析について」

研究助成金の受給状況

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

単語帳：『ミニストーリーで覚える  JLPT日本
語能力試験ベスト単語N3合格2100』

共著/中俣尚己、加藤恵梨、小口悠紀子、
小西円。

話題が語彙・文法・談話ストラテジーに与える影響
の解明

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（B）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

出現する位置に着目した名詞研究 神戸女学院大学研究所　研究助成
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単共
の別

年月 場所

国名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本語教育学会大会委員会委員

2021.04-2022.03 日本語文法学会総務委員長

2021.04-2022.03 日本語/日本語教育研究会総務委員

2021.04-2022.03 中国語話者のための日本語教育研究会編集委員会委員長

講座名、講演タイトル 概要

2021.04-2022.02 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構調査研究協力者（大学ポートレート国際発信
版多言語対応のための検討会委員）

2021.07-2022.03 文化庁委託 令和3年度日本語教育人材の研修プログラム普及事業⑦日本語教師【中堅】
に対する研修  教材作成委員会委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2021.04-2022.03 国立国語研究所共同研究プロジェクト共同研究員

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.06.20 ミネルヴァ書房

共 2021.11.20 中央法規出版

代分
の別

支給額 支給年度

分 1,000千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.09.06 財務省税関研修所大阪
支所（大阪市港区）

単 2021.09.13 財務省税関研修所大阪
支所（大阪市港区）

財務省税関研修所大阪支所・障害者に係る
研修（新任課長補佐級研修）「障害のある人
との関わり方」

内容/大阪支所に所属する新任課長補佐
級の税関職員に対し、障害のある人への関
わり方の基礎について講義を行った。主催
/財務省税関研修所大阪支所。

財務省税関研修所大阪支所・障害者に係る
研修（新任係長級研修）「障害のある人との
関わり方」

内容/大阪支所に所属する新任係長級の
税関職員に対し、障害のある人への関わり
方の基礎について講義を行った。主催/財
務省税関研修所大阪支所。

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

研究助成金の受給状況

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

同行援護の担い手となる支援者の養成のための研
究

厚生労働行政推進調査事業費補助金（障害者政
策総合研究事業

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他の研究発表、演奏

学会発表

学術論文

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

比較文化学特殊講義

氏名／所属／職名　　　　　 與那嶺　司 YONAMINE Tsukasa / 総合文化学科 / 教授

学位
学士（社会福祉学）, M.S.W., 博士（学術）

専門分野
社会福祉学

研究課題
「知的障害のある人の自己決定とその支援」および「障害福祉分野の相談支援専門員によるソーシャルワーク実践」

教育活動
担当授業科目（大学）

ソーシャルワークの基盤と専門職, 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎), 精神保健福祉援助演習(基礎), 社会福祉援助技術現場実習
指導, 精神保健福祉援助実習指導 I, 精神保健福祉援助実習指導 II, 精神保健福祉援助実習, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒
業論文

担当授業科目（大学院）

『介護福祉用語集』 共著/白澤政和、住居広士他。pp.144-
146、149、289。

『ケアマネジメント事典』 共著/白澤政和、小澤温他。pp.18-19、
238-239。

研究活動
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単 2021.10.07 財務省税関研修所大阪
支所（大阪市港区）

単 2021.10.13 オンライン・Zoom会議シス
テム（本部・徳島県徳島
市）

単 2021.11.18 財務省税関研修所大阪
支所（大阪市港区）

単 2021.12.02 大阪市社会福祉研修・情
報センター（大阪市）

単 2021.12.16 相談支援事業所「くすの
き」（大阪府池田市）

単 2022.01.20 オンライン・Zoom会議シス
テム（本部・兵庫県尼崎
市）

単 2022.02.16 相談支援事業所「くすの
き」（大阪府池田市）

国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

2021.04-2022.03 神戸市資源リサイクルセンター委託事業者選定員会委員長（神戸市中央区）

2021.04-2022.03 西宮市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員（兵庫県西宮市）

2021.04-2022.03 大阪市障がい者施策推進協議会・地域自立支援協議部会委員（大阪市北区）

2021.04-2022.03 NPO法人おおさか行動する障害者応援センター理事会副代表兼理事（大阪市北区）

2021.04-2022.03 大阪府工賃向上計画の推進に関する専門委員会委員長（大阪市中央区）

2021.04-2022.03 大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会委員長（大阪市中央区）

2021.04-2022.03 尼崎市自立支援協議会委員（兵庫県尼崎市）

2021.04-2022.03 神戸市障害者施策推進協議会委員（神戸市中央区）

社会福祉法人ふらっぷ監事（大阪府大東市）2021.04-2022.03

社会福祉法人くすのき福祉会評議員（大阪府守口市）2021.04-2022.03

社会福祉法人産経新聞厚生福祉事業相談支援「くすのき」スーパーバイザー（大阪市浪
速区）

2021.04-2022.03

2021.04-2022.03 公益財団法人社会福祉振興・試験センター・社会福祉士試験委員会委員（東京都渋谷
区）

2021.04-2022.03 認定社会福祉士認証・認定機構認定委員会副委員長（東京都新宿区）

就任期間 機関名・委員名・役職名

学外機関委員等

財務省税関研修所大阪支所・障害者に係る
研修（新任課長級研修）「障害のある人との
関わり方」

内容/大阪支所に所属する新任課長級の
税関職員に対し、障害のある人への関わり
方の基礎について講義を行った。主催/財
務省税関研修所大阪支所。

令和2年度社会福祉法人徳島県社会福祉協
議会・スキルアップ研修「障がいのある人の
自己決定について」

内容/徳島県の福祉施設・事業所の職員に
対して、自己決定支援の基本的な考え方
に関する研修を行った。主催/社会福祉法
人徳島県社会福祉協議会。

財務省税関研修所大阪支所・障害者に係る
研修（課長相当職＋4年研修）「障害のある
人との関わり方」

内容/大阪支所に所属する課長相当職＋4
年の経験を持つ税関職員に対し、障害の
ある人への関わり方の基礎について講義を
行った。主催/財務省税関研修所大阪支
所。

あまがさき相談支援連絡会スキルアップ研修
会「障害のある人の意思決定とその支援」

内容/尼崎市障害者自立支援協議会に関
係する支援者に対して、相談支援における
意思決定支援に関する研修を行った。主
催/尼崎市障害者自立支援協議会。

大阪市社会福祉研修・情報センター研修
令和2年　障がい福祉関係研修（基礎研修）
「障がいのある人の自己決定とその支援」

内容/大阪市の福祉関係者に対して意思
決定支援の基本的な考え方に関する研修
会を行い、その講師を務めた。主催/大阪
市社会福祉研修・情報センター。

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団・相
談支援「くすのき」第1回スーパービジョン

内容/障害福祉・相談支援事業所「くすの
き」におけるスーパービジョンを行なった。
主催/社会福祉法人産経新聞厚生文化事
業団。

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団・相
談支援「くすのき」第2回スーパービジョン

内容/障害福祉・相談支援事業所「くすの
き」におけるスーパービジョンを行なった。
主催/社会福祉法人産経新聞厚生文化事
業団。
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

比較文化学総合演習 I, 比較文化学総合演習 II, 比較文化学総合演習 III

氏名／所属／職名　　　　　 米田　眞澄 YONEDA Masumi / 総合文化学科 / 教授

学位
文学士, 法学修士

専門分野
国際人権法

研究課題
国際人権法における男女平等の確保, 国際人権法における女性と子どもの人身売買の防止

教育活動
担当授業科目（大学）

日本国憲法, 現代社会と法, 国際法, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

学会発表

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.11.13 第94回　日本社会学会大
会

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.05.03 Youtube配信

単 2021.06.28 阪神シニアカレッジ

単 2021.10.24 西宮市立勤労会館大
ホール

単 2021.11.21 こうべまちづくり会館

担当授業科目（大学）

プロジェクトA(IV), メディア論, 社会意識論, ジャーナリズム論, 社会病理学, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I),専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 景山　佳代子 KAGEYAMA Kayoko / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（教育学）, 修士（人間科学）, 博士（人間科学）

専門分野
社会学, メディア論, 社会意識論

研究課題
日本近代を「風俗化」概念で捉える（戦後民主主義）

教育活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

比較社会学特論

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他の研究発表、演奏

学会発表

「紀伊半島の原発反対運動の展開 －熊野
市の原発反対運動の参照点として－」

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

なぜ紀伊半島には原発がないのか
～「熊野」住民の連帯と知恵に学ぶ～

内容/紀伊半島の原発反対運動につい
て。主催/非核の政府を求める兵庫の会

表現の自由、その危機の時代を私たちはどう
生きるか

「5・3集会～朝日新聞阪神支局襲撃事件を
忘れない」
主催「平和と民主主義を進める西宮芦屋の
会」

週刊誌『アサヒ芸能』からみる風俗としての性 内容/週刊誌『アサヒ芸能』の性風俗につい
て。主催/阪神シニアカレッジ

沈黙をやぶる「おんな」たち～生きづらさを変
えていくために～

内容/女性の連帯について。主催/西宮母
親大会実行委員会

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021 年度 Moderní dějiny 29/2
(Historický ústav,
Akademie věd České
Republiky)

代分
の別

支給額 支給年度

代 0千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

第一次世界大戦前のハプスブルク君主国における
国家機能と住民統合

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

学術論文

”The Development of Besedas and
Agricultural Associations in Bohemia during
the Rise of the Czech Agrarian Movement,
1870s–1890s”（査読あり）

pp.167-202.

学会発表

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

比較文化学総合演習 I, 比較文化学総合演習 II, 比較文化学総合演習 III

氏名／所属／職名　　　　　 桐生　裕子 KIRYU Yuko / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（学術）, 博士（学術）

専門分野
西洋史

研究課題
近代におけるハプスブルク君主国の変容とその特質

教育活動
担当授業科目（大学）

西洋史入門, ヨーロッパ社会史(II), 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I),専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

代 800千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名　　　　　小林　隆道 KOBAYASHI Takamichi / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（文学）, 博士（文学）

専門分野
中国史

研究課題
10-14世紀中国における統治の諸相

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

外国語セミナー(中国語), 中国語(I)文法, 中国語(II)閲読, アジア史入門, アジア史研究, 日本アジア関係史, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻
ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

学術論文

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

宋金元代中国の文物をめぐる政治と士人 日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.07.01 吉川弘文館

共 2021.08.20 世界思想社

単 2022.02.16 第2回女人高野研究会

代分
の別

支給額 支給年度

分 25千円 2021年度

代分
の別

支給額 支給年度

代 348千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2022.3.10-
21

オンライン配信

氏名／所属／職名　　　　　 栗山　圭子 KURIYAMA Keiko / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（文学）, 博士（文学）

専門分野
日本史

研究課題
日本古代中世王家成立史, 日本古代中世家族史

教育活動
担当授業科目（大学）

日本史(I), 史料で探る日本の歴史, 社会思想史, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

『光源氏にせまる』第1部第3章「国母としての
弘徽殿女御」

宇治市源氏物語ミュージアム編、pp.42-
60。

『うつくしさ』（日常を拓く知　古典を読む5）第
2部第1章「日本古代中世史から―うつくしさ
をめぐる権力」

奥野佐矢子編、pp.34-50。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

「『女人高野』金剛寺と仁和寺をめぐる人間関
係」

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

河内国金剛寺文書に基づく中世地域社会史の研
究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究タイトル 共同研究機関・委託者

女性とともに今に息づく女人高野～時を超え、時に
合わせて見守り続ける癒しの聖地～
女人高野に関する調査研究2021年度

女人高野日本遺産協議会

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

「『女人高野』金剛寺成立期の女性」 日本遺産女人高野講演会、女人高野日本
遺産協議会主催

2021.04-2022.03 三木市史編纂委員会、古代史部会執筆委員

2021.04-2022.03 明石市史編纂委員会、中世史部会執筆委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.18 世界思想社

単 2021.06.01 関西学院大学キリスト教と
文化研究センター

代分
の別

支給額 支給年度

代 700千円 2021年度

分 365千円
（総額）

2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2022.03.20 日本基督教団須磨教会

単 2021.07.18 日本基督教団神戸教会

氏名／所属／職名　　　　　大澤　香 OZAWA Kaori / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（神学）, 博士（神学）

専門分野
聖書学（ヘブライ語聖書, 新約聖書）

研究課題
第二神殿時代ユダヤ教と原始キリスト教の聖書解釈

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

プロジェクトA(VI), キリスト教概説, キリスト教学(旧約学), 聖書学(I), 聖書学(II), 新約聖書原典講読, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専
攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

学術論文

『うつくしさ (日常を拓く知 古典を読む5)』 共著/奥野佐矢子ほか。pp.91-107。

その他の研究発表、演奏

エコロジカル聖書解釈　第2回研究会 エコロジカル聖書解釈の実践例

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

アイデンティティと「穢れ」：原始キリスト教会形成プ
ロセスにおける「他者」の受容

日本学術振興会科学研究費助成事業　若手研究

エコロジカル聖書解釈 2021年度キリスト教と文化研究センター共同研究費

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

礼拝説教「主と共に歩む道」 主日礼拝

「CSという『場』と聖話」 CS教師研修会講師

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.06-現在 西日本新約聖書学会 理事

学会役員

就任期間 学会役員名

2017.10-現在 日本基督教学会「若手研究者イニシアティブ」委員会委員

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2022.02.25 ミネルヴァ書房

単 2021.05.23 2021年度日本近代文学
会　春季大会

単 2022.03.01 2021年度　奈良女子大学
神戸女学院大学　合同研
究会

単 2021.12.03 『週間読書人』3418号

代分
の別

支給額 支給年度

分 200千円 2021年度

分 0千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

日本文学特殊講義 II

氏名／所属／職名　　　　　笹尾　佳代 SASAO Kayo / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（教育）, 修士（教育学）, 博士（国文学）

専門分野
日本近現代文学

研究課題
女性の文化生産および女性表象をめぐる諸問題，1930年代東アジアの女性雑誌

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

日本近現代文学研究(I), 日本近現代文学講読(II), 国語科教育法 II, 国語科教育法 IV, 日本文学史(II), 教育実習 I, 教育実習 II, 基
礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

学術論文

『日本文学の見取り図』 編者/千葉一幹,西川貴子 ,松田浩,中丸貴
史 （担当範囲:樋口一葉 pp.164-165）

その他の研究発表、演奏

「創刊期『台湾婦人界』の編集方針と読者像
—同化政策とジェンダー」

「プロレタリアとしての娼妓表象と廃娼運動—
賀川豊彦「偶像の支配するところ」/松村喬子
「地獄の反逆者」から—」

パネル「プロレタリア文化運動とジェン
ダー」

その他の著作、訳書等

「共鳴のフレーム」を動かすために　複数性を
重ね合わせた「小説の言葉」の可能性（書評
「内藤千珠子「アイドルの国」の性暴力」）

産官学連携の受給状況

1930年代における東アジア女性雑誌の比較研究 学術研究助成基金助成金(国際共同研究加速基
金(国際共同研究強化(B)）

1930年前後左翼運動の文化実践におけるジェン
ダーとセクシュアリティ

学術研究助成基金助成金(基盤研究(C))

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2022.07—2024.06 全国大学国語国文学会 委員

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04—2023.03 日本文学協会　運営委員
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国名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.05.11 関西社会学会『フォーラム
現代社会学』第20号

単 2021.06.20 『神戸女学院大学論集』
第68巻第1号

共 2022.03.31 社会調査協会『社会と調
査』第28号

単 2021.07.01 The 18th International
Pragmatics Association
Conference, Winterthur,
Switzerland, Online

単 2021.07.16 家族問題研究学会『家族
研究年報』第46号

代分
の別

支給額 支給年度

代 1,100千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.11.20 オンライン

講座名、講演タイトル 概要

質的調査の新たな取り組み――全国家族調
査における質的調査

内容/NFRJ18質的調査研究会の取り組み
について。主催/社会調査協会。

日本家族社会学会賞（第2回奨励著書賞） 2021.09.04 著書『和みを紡ぐ――子育てひろばの会話分析』に対して。

社会貢献活動

就任期間 学会役員名

研究助成金の受給状況

子育て支援組織における他人の子どもに対する指
示と注意の会話分析的研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

公開講座

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

子育て仲間を「する」――「よその子」に対す
る注意の会話分析（査読あり）

pp.3-16。

小史・日本の家族社会学におけるエスノメソ
ドロジー・会話分析の展開――1990年代から
2010年代まで

pp.103-117。

全国家族調査における質的調査のとりくみ 共著/木戸功、松木洋人。pp.27-34。

学会発表

その他の研究発表、演奏

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

学会役員

"Doing a “Parenting Companion”: Directives
Given to Others’ Children"

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

書評・相馬直子・松木洋人編『子育て支援を
労働として考える』

pp.61-64。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

著書・CD

学術論文

氏名／所属／職名　　　　　 戸江　哲理 TOE Tetsuri / 総合文化学科 / 准教授

学位
学士（法学）, 修士（文学）, 博士（文学）

専門分野
社会学

研究課題
子育て支援の社会学的研究・現代家族にかんする全国規模の質的調査にもとづく社会学的研究

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 子どもの社会学, 家族社会学, 質的調査法, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）
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国名

海外での活動

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

就任期間 機関名・委員名・役職名

学外機関委員等
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.08.20 神戸女学院大学文学部
総合文化学科監修『日常
を拓く知　古典を読む5　う
つくしさ』世界思想社

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名　　　　　 渡部　充 WATANABE Mitsuru / 総合文化学科 / 准教授

学位
理学士, 文学士, 文学修士

専門分野
イギリス文学, 沖縄学, 女性学

研究課題
ユートピア文学, イギリス･ロマン派

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, イギリスの文化・文学(I), イギリスの文化・文学(IV), 欧米文化特殊研究(I), 英米文化・文学入門, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I),
専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

「英文学から：美と若さの呪縛から自由になり
たい、でもなれない?」

pp.72-88。

学術論文

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.10.30 日本フランス語フランス文
学会秋季大会

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

海外での活動

期間 概要

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

就任期間 機関名・委員名・役職名

学外機関委員等

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

その他社会活動上特記すべき事項

学会役員

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

就任期間 学会役員名

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

学会発表

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

氏名／所属／職名　　　　　 塚島　真実 TSUKASHIMA Mami / 総合文化学科 / 専任講師

学位
博士

専門分野
フランス文学・文化

研究課題
フランス19世紀における詩と宗教

教育活動
担当授業科目（大学）

フランスの文化・文学(II), フランスの文化・文学(III), フランス語(II)(文学・言語),  基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(I), 専攻ゼミ(II), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

著書・CD

学術論文

研究発表会第1セッション（19世紀1） 司会
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.07.23 サンシティーホール

共 2021.08.05 加古川公民館

共 2021.08.07 神戸新聞 松方ホール

共 2021.09.20 フェニーチェ堺
大スタジオ

共 2021.10.03 朝来市和田山ジュピター
ホール

共 2021.11.07 ザ・シンフォニーホール

共 2021.11.28 メイシアター吹田市文化
会館大ホール

共 2021.12.19 アクリエひめじ大ホール

共 2021.12.24 カノラホール（岡谷市文化
会館）

演奏芸術特論 I, 演奏芸術特論 II

氏名／所属／職名　　　　　 松本　薫平 MATSUMOTO Kumpei / 音楽学科 / 教授

学位
学士（音楽）

専門分野
声楽

研究課題
オペラ, 歌曲, 宗教曲

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

声楽Major(I), 声楽Major(II), 声楽Major(III), 声楽Minor(I), 声楽Minor(III), 声楽Second Major(I), 声楽Second Major(II), 声楽アンサンブ
ル, 伴奏実習(I), 伴奏実習(II), 伴奏実習(III), オペラ実習

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

学会発表

演奏会・発表会

フェニーチェ堺 文化講座
〜オペラシリーズ〜名作オペラここだけの話
「ラ・ボエーム」　ロドルフォ役

主催/フェニーチェ堺。共演/牧村邦彦、平
野雅世、梁川夏子。曲/オペラ「ラ・ボエー
ム」より抜粋。

朝来市少年少女オーケストラ
創立30周年記念演奏会
ベートーヴェン交響曲第9番　テノールソロ

主催/朝来市、公益財団法人 兵庫県芸術
文化協会。指揮/南出信一。共演/足立さ
つき、百合花、晴雅彦。

クラシック・キャラバン2021
クラシック音楽が世界をつなぐ
〜輝く未来に向けて〜
華麗なるガラ・コンサート

主催/一般社団法人日本クラシック音楽事
業協会。指揮/高関健。管弦楽/スーパー・
クラシック・オーケストラ。共演/松本志の
ぶ、北野智子、池田香織、上江隼人。曲/
「トゥーランドット」誰も寝てはならぬ、ベー
トーヴェン交響曲第九四楽章テノールソ
ロ。

佐渡裕トークショー&ミニコンサート 主催/サンシティータワー神戸。共演/佐渡
裕、斉戸英美子、越智晴子。曲/オペラ「椿
姫」より抜粋。

〜まちの子育て広場〜
ぽけっと　「ミニ・コンサート」

主催/加古川公民館。共演/松本千佐子、
松本玲子。曲/見上げてごらん夜の星を、
少年時代、川の流れのように、浜辺の歌、
初恋他。

Canzone da KOBE Vol.23
フェニックスコンサート51st
12人の男が贈る愛のメッセージ

主催/兵庫県音楽活動推進会議。共演/江
頭義之、粂井謙三他。曲/アル・ディ・ラ、彼
女に告げて他。

公益社団法人 関西二期会
第93回オペラ公演「オテッロ」
オテッロ役代役出演

主催/公益社団法人 関西二期会。指揮/
柴田真郁。演出/パオロ・パニッツァ。管弦
楽/大阪交響楽団。共演/畑友実子、米田
哲二、藤田大輔他。

姫路第九　第45回公演
平和な21世紀を創る歓喜の歌
ベートーヴェン交響曲第九　テノールソロ

主催/姫路労音。指揮/藤岡幸夫。管弦楽/
関西フィルハーモニー管弦楽団。共演/住
吉恵理子、谷田奈央、池内響。

2021グランドオペラフェスティバルin Japan
関西二期会・関西歌劇団公演
オペラ「アドリアーナ・ルクヴルール」
マウリツィオ役

主催/オペラキャラバン・ジャパン実行委員
会。指揮/柴田真郁。演出/井原広樹。管
弦楽/日本センチュリー交響楽団。共演/北
野智子、西原綾子、東平聞他。
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共 2021.12.26 兵庫県立芸術文化セン
ターKOBELCO大ホール

共 2021.12.31 兵庫県立芸術文化セン
ター神戸女学院小ホール

共 2022.01.08 神戸文化ホール　大ホー
ル

共 2022.03.26 神戸ポートピアホテルロ
ビー

共 2021.12.17

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.04.03 クオレ大阪東

共 2021.05.04
2021.05.05

飯塚コスモスコモン

共 2021.08.16 DMG MORIやまと郡山城
ホール

共 2021.09.03 たんば田園交響ホール

共 2021.09.07
2021.09.08
2021.09.09

ザ・フェニックスホール

共 2021.10.18 ザ・フェニックスホール

共 2021.12.01 戸塚区民文化センターさ
くらプラザホール

共 2022.01.16 フェニーチェ堺

研究助成金の受給状況

第29回コープこうべ
第九コンサート
〜輝きのハーモニー、ひとつになる感動〜

主催/生活協同組合コープこうべ。指揮/井
村誠貴。管弦楽/神戸市民交響楽団。共演
/老田裕子、八木寿子、池田真己。

ジルベスターコンサート2021
〜豪華キャストによる歌と踊りのステージ〜

主催/ブリランテムジカ。共演/山口安紀
子、端山梨奈、桝貴志、中田一史、藤原藍
子他。曲/「トゥーランドット」誰も寝てはなら
ぬ、禁じられた音楽、乾杯の歌他。

オペラde神戸
真実の愛を知ることが幸せにつながるのか
オペラ「椿姫」
アルフレード役

主催/神戸市、（公財）神戸市民文化振興
財団。指揮/佐渡裕。演出/井原広樹。管
弦楽/兵庫芸術文化センター管弦楽団。共
演/並河寿美、伊藤友祐他。

その他の著作、訳書等

神戸市まちなかアート補助対象事業
〜フルートコンクール応援企画〜
魅惑のカンツォーネ
3大テノールが贈る愛のメッセージ

協力/神戸ポートピアホテル。共演/山本裕
之、水口健次、阪本朋子。曲/踊り、忘れな
草他。

作曲・編曲・振付

その他の研究発表、演奏

神戸女学院クリスマス礼拝 曲名/「The Lord's prayer」

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

公開レッスンでの指導

学会役員

就任期間 学会役員名

第39回飯塚新人音楽コンクール 予選 主催/飯塚文化連盟・朝日新聞・九州朝日
放送・福岡県・飯塚市・飯塚市教育委員
会・九州山口音楽協会。

令和3年度　奈良県高等学校独奏・独唱コン
クール

主催/奈良県高等学校音楽教育研究会。

第1回国際声楽コンクール東京 主催/一般社団法人カンタームス。

コンクール等の審査

2021カワイうたのコンクール 主催/カワイ音楽コンクール関西地区委員
会。

第50回堺市新人演奏会　本選 主催/公益財団法人 堺市文化振興財団。

第75回全日本学生音楽コンクール大阪予選 主催/毎日新聞社。

第75回全日本学生音楽コンクール大阪本選 主催/毎日新聞社。

第75回全日本学生音楽コンクール全国大会 主催/毎日新聞社。

1999-現在 関西二期会会員

1999-現在 神戸音楽科協会会員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2009-現在 兵庫県音楽推進会議会員

-60-



国名

2010-現在 神戸芸術文化会議会員

2016-現在 藤原歌劇団団員

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.04.01 カワイ出版

共 2021.05.07 一般社団法人全日本合
唱連盟

単 2021.07.01 カワイ出版

単 2021.07.01 カワイ出版

単 2021.10.01 カワイ出版

共 2021.11.01 カワイ出版

単 2022.02.01 カワイ出版

共 2021.04.10 杜のホールはしもと

共 2021.06.06 銀座・王子ホール

共 2021.07.11 紀尾井ホール

共 2021.09.18 清水文化会館マリナート

共 2021.09.21 豊洲シビックセンターホー
ル

共 2021.11.23 三島市民文化会館

共 2021.12.18 倉敷芸文館大ホール

共 2021.06.12 名古屋文理大学文化
フォーラム

共 2022.03.26 東京音楽大学TCMホー
ル

単 2021.04

単 2021.06

単 2021.12

単 2021.10

単 2022.01

単 2022.03

「音楽の木」初演愛知県合唱連盟60周年記念音楽祭

「あなたがいるから」独唱版初演薔薇倉敷交流コンサートNo.1

Chor Kreis Seri11団体によるなかにしあか
ね合唱祭

なかにしあかね合唱フェスティバル

イギリス童謡集全11曲初演第25回英国歌曲展

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 和声学(I), 和声学(II), 対位法(I), 対位法(II), 楽曲研究(ロマン派), 作曲Minor(I)

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

同声2部合唱とピアノのための物語組曲
『ディックとねこ』

女声合唱愛唱歌集「美しい日本の歌」うたの
ブーケNo.2

共著/三善晃・小林秀雄他20名pp.46-51。

混声合唱曲「音楽の木」

氏名／所属／職名　　　　　 なかにし　あかね NAKANISHI Akane / 音楽学科 / 教授

学位
Ph.D

専門分野
作曲，歌曲伴奏

研究課題
ことばと音楽，イギリス歌曲

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

学術論文

エミリー・ディキンソンの詩による4つの歌「希
望の小鳥」

女声合唱曲「音楽の木」

女声合唱組曲「ケルトの祈り」

イギリス歌曲シリーズ第5巻「イギリス童謡集
Twinkle, twinkle, little star なかにしあかね
の編曲による独唱と重唱」

辻裕久・なかにしあかね監修　作品はすべ
て単著。解説を共著。

大久保混声合唱団第43回定期演奏会 混声合唱組曲「惑星の合唱」初演

第25回英国歌曲展 イギリス童謡集全11曲初演

玉川グリーンハーモニーさくらコンサート 「あなたがいるから」独唱版初演

野崎由美ソプラノリサイタル エミリー・ディキンソンの詩による4つの歌
「希望の小鳥」初演

演奏会・発表会

池田瑛子の詩による歌曲集「月色の舟」 初演は2022.04.16

イギリス童謡集全12曲編曲 初演は2021.09.18/09.21

道は空に続いているか 初演は2022.12.06

作曲・編曲・振付

(初演のみ。再演含まず)

明日(与謝野晶子詩) 初演は2022.06

明日(新美南吉詩) 初演は2022.03.26

花束 初演は2022.07.16

教芸スプリングコンサート 教育芸術社主催「明日(新美南吉詩)初演
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代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.05.03 オンライン

単 2021.06.12 名古屋文理大学文化
フォーラム

単 2021.07.03
,04

茨城県率県民文化セン
ター

単 2021.11.16 メディキット県民文化セン
ター

単 2021.11.27 ひたちなか市文化会館

単 2022.03.05
,06

和光市民文化センター

単 2022.03.19 千葉市文化センター

単 2022.03.21 日立シビックセンター

単 2022.03.13 西宮市民会館

単 2022.03.26 オンライン

単 2022.01.30 オンライン

単 2021.04 オンライン

単 2021.08.28
,29

岩手県民会館

単 2021.9.10-
12

佐賀女子短大付属佐賀
女子高校

単 2021.09.23 兵庫県立芸術文化セン
ター

単 2021.10.09
,10

伊丹ホール

国名

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

関東おかあさんコーラス大会講師

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

茨城県おかあさんコーラス大会講師

岩手県合唱コンクール 主催/岩手県合唱連盟

九州合唱コンクール 主催/全日本合唱連盟九州支部

新潟県おかあさんコーラス講評 主催/新潟県合唱連盟

グルッポKappa歌曲講座講師 主催/グルッポKappa 全3回

愛知県合唱祭講師 主催/愛知県合唱連盟

水戸市合唱連盟講習会 主催/水戸市合唱連盟

西宮市合唱連盟講習会 主催/西宮市合唱連盟

埼玉県おかあさんコーラス大会講師 主催/埼玉県合唱連盟

神戸波の会歌曲講座 主催/神戸波の会

千葉県お母さんコーラス大会講師 主催/千葉県合唱連盟

教育芸術社スプリングセミナー 主催/教育芸術社

公開レッスンでの指導

主催/茨城県合唱連盟

主催/全日本合唱連盟関東支部

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

東日本大震災復興支援活動の継続　　(2011年-現在) 2022年2月23日岩手県大船渡市における復興支援コンサート

その他社会活動上特記すべき事項

2020.04-現在 全日本合唱連盟理事

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

コンクール等の審査

関西合唱コンクール(中高の部) 主催/関西合唱連盟

関西合唱コンクール　(一般の部) 主催/関西合唱連盟

宮崎県おかあさんコーラス連盟合唱講習会 主催/宮崎県おかあさんコーラス連盟
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対象者

室内楽クラス履修生

室内楽クラス履修生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.07 ザ・フェニックスホール

共 2021.10.17 阪南市立サラダホール

共 2021.10.23 久保惣記念美術館Eiホー
ル

共 2021.10.24 サロン・ドゥ・フローラ芦屋

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.05.31 ヤマハ前栽センターホー
ル

教育活動
担当授業科目（大学）

ピアノMajor(I), ピアノMajor(II), ピアノMajor(III), 室内楽(I), 室内楽(II)

担当授業科目（大学院）

器楽実技 I, 器楽実技 II

氏名／所属／職名　　　　　 佐々　由佳里 SASSA Yukari / 音楽学科 / 教授

学位
芸術学士, Magister der Künste

専門分野
ピアノ

研究課題
音色とタッチの関わりについて, 室内楽（ピアノトリオ・ピアノを含む室内楽作品）

その他の研究発表、演奏

室内楽の愉しみ（室内楽クラス発表会）開催 2022.02.14

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

室内楽の愉しみ（室内楽クラス発表会）開催 2021.07.26

学会発表

演奏会・発表会

トリオ・フォンターナ2021秋 Beethoven:ピアノ三重奏曲Op.20,
Piazzolla:ブエノスアイレスの四季

佐々由佳里室内楽シリーズVol.8
ロマン派への系譜

協演：Adrian Janke, 菊本恭子他
Mozart:ピアノ四重奏曲No.1、Schumann:ピ
アノ五重奏曲Op.44 他

トリオ・フォンターナ2021秋 Beethoven:ピアノ三重奏曲Op.20,
Piazzolla:ブエノスアイレスの四季

トリオ・フォンターナ2021秋 Beethoven:ピアノ三重奏曲Op.20,
Piazzolla:ブエノスアイレスの四季

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

作曲・編曲・振付

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

YJPC店大会課題曲講座 主催/コウキ商事株式会社　演奏と解説
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共 2022.03.06 三木開成館サロン

単 2021.04

共 2021.04.04 クレオ大阪東

共 2021.06.05 エブノ泉の森ホール

共 2021.07.24 自泉会館ホール

共 2021.08.29 自泉会館ホール

共 2021.11.27 神戸女学院大学

共 2021.12.04 神戸ポートオアシス

国名

オーストリ
ア

オーストリ
ア

オーストリ
ア

オーストリ
ア

オーストリ
ア

イタリア

イタリア

スイス

スイス

オーストリ
ア

日本ピアノ教育連盟オーディション　本選出
場者のための試演会（アドヴァイス）

Schubert:ソナタOp.120、Beethoven:ピアノ
ソナタOp.22　他

公開レッスンでの指導

第54回カワイ音楽ピアノコンクール（審査） 河合楽器

泉の森フレッシュコンサート（審査） 泉佐野市文化振興財団

自泉ジュニアオーディション（予選）（審査） 岸和田文化事業協会

コンクール等の審査

第6回ヤマハジュニアコンコール（Web審査） ヤマハミュージックジャパン

自泉ジュニアオーディション（本選）（審査） 岸和田文化事業協会

日本ピアノ教育連盟オーディション（審査） 日本ピアノ教育連盟

ヤマハジュニアコンクール神戸地区大会（審
査）

ヤマハミュージック神戸店

2021.04-2022.03 岸和田文化事業協会理事

2021.04-2022.03 （公財）日本ピアノ教育連盟関西支部副支部長

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2021.04.16　　　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2021.05.22　　　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　 　2021.06.19　  　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　 　2021.07.17 　 　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　 　2021.08.28 　　　対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2021.09.11 　　  対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

2021.04.28 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議システムを使って、ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑ音楽大学プラッゲ教授のピアノレッスンを実施（国内で作
業）

2021.06.09 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議システムを使って、ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑ音楽大学プラッゲ教授のピアノレッスンを実施（国内で作
業）

2022.01.11,01.12 Zoomを使って、ミルシュタイン先生のピアノ特別レッスンを実施（国内で作業）

期間 概要

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2021.10.30　　　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　   2021.11.28 　　  対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2021.12.18  　   対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2022.01.15　　　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2022.02.19　　　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

佐々由佳里　ピアノアドヴァイスレッスン　　 2022.03.12　　　 対象：小学生～社会人　　　ヤマハ学園前センター、主催：コウキ商事

2021.11.24 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議システムを使って、ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑ音楽大学プラッゲ教授のピアノレッスンを実施（国内で作
業）

2021.11.03 Friendship Week 2021のプログラムとして、プラッゲ教授中学生・高校生のためのピアノ特別レッスンを
Zoomで開催（国内で作業）

2021.04.28
05.11,18,25
06.01,08,09,15

Zoomを使って、ベクテレフ先生のピアノ特別レッスンを実施（国内で作業）

2021.10.12,26
11.02,09,17,24,30
12.14

Zoomを使って、ベクテレフ先生のピアノ特別レッスンを実施（国内で作業）

2021.06.29,06.30 Zoomを使って、ミルシュタイン先生のピアノ特別レッスンを実施（国内で作業）

2022.01.26 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議システムを使って、ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑ音楽大学プラッゲ教授のピアノレッスンを実施（国内で作
業）

2021.05.20, 07.01 認定留学受け入れ教員Prof.Gahl,Prof. RoczekとZoom接続し、オンライン認定留学について協議

-65-



対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.08.08 ロームシアター京都

単 2021.11.25
,26

兵庫県立芸術文化セン
ター 中ホール

共 2022.02.28
-03.14

宝塚大劇場

単 2022.02.10
-12

神戸女学院大学ｴﾐﾘｰ･ﾌﾞ
ﾗｳﾝ記念館スタジオA

単 2021.06.25 神戸女学院大学エミリー・
ブラウン記念館

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.04.06
-08

バレエスタジオ舞音Dream Come True ワークショップ レッスン指導

公開レッスンでの指導

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

概要

社会貢献活動

公開講座

その他研究活動上特記すべき事項 年月

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

ミュージック・コミュニケーション講座（Zoom） 「危機の時代と芸術」

舞踊専攻第13回卒業公演 演出・振付 「Painfully good」「tear tears」「紡ぐ道」

SkholeBalletArt 8th Performance 振付 「The Gate」

舞踊専攻第16回公演 演出・振付 「Album」「tear tears」「Absence of Story」
「壊れた月」

宝塚歌劇 『NEVER SAY GOODBYE』
－ある愛の軌跡－

作曲・編曲・振付

演奏会・発表会

学会発表

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

アナライズクラス(I), アナライズクラス(II), アナライズクラス(III),アナライズクラス(IV), 舞踊レパートリークラス(III), 舞踊レパートリークラス
(IV), ソロリサイタル(舞踊), 卒業公演

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 島﨑　徹 SHIMAZAKI Toru / 音楽学科 / 教授

学位

専門分野
舞踊

研究課題
振り付け, 演出
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共 2021.08.02
-06

新宿文化センター

共 2021.08.13 神戸文化ホール

国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

コンクール審査：第33回全日本高校・大学ダ
ンスフェスティバル

主催/公益社団法人 日本女子体育連盟/
神戸市/神戸市教育委員会

コンクール等の審査

コンクール審査：国際バレエコンクール ジャ
パングランプリ2021

主催/ジャパングランプリ事務局
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.11.14 大阪大学会館

共 2021.12.28 ザ・シンフォニーホール

単 2021.11.10 神戸女学院大学音楽館
ホール

共 2021.12.17 神戸女学院エミリー・ホワ
イト・スミス記念講堂

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

演奏芸術特論II

氏名／所属／職名　　　　　 古田　昌子 FURUTA Masako / 音楽学科 / 准教授

学位
芸術学士, Konzertreifediplom, Diplom der Konzertreife als Opernsängerin

専門分野
声楽

研究課題
オペラ, 芸術歌曲

教育活動
担当授業科目（大学）

声楽アンサンブル, 宗教曲, 声楽Minor(I), 声楽Minor(II), 声楽Minor(III), リサイタル(I), リサイタル(II), リサイタル(III)

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

ワンコイン市民コンサートシリーズ　第107回
全てはシューベルトからはじまった　古田昌
子＆宮崎貴子　ドイツリート・デュオリサイタル

主催/ワンコイン市民コンサートシリーズ実
行委員会　共演/宮崎貴子　曲名/F.
シューベルト「糸を紡ぐグレートヒェン」「ガ
ニュメート」「魔王」J.ブラームス「永遠の愛」
A.シェーンベルク「期待」G.マーラー「真夜
中に」他

演奏会・発表会

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

オールスター紅白オペラ歌合戦2021 主催/TheSymphonyHall　共演/斉藤言子、
田中勉、鈴木恵里奈、日本センチュリー交
響楽団他　曲名/ロッシーニ「ひどい運命
よ！」(歌劇「アルジェのイタリア女」より)

作曲・編曲・振付

学会発表

その他の研究発表、演奏

専門部会研究発表会「ドイツ歌曲　～シュー
ベルトから始まった芸術歌曲～」

曲名/F.シューベルト「音楽に寄せて」「死と
乙女」「夜と夢」「魔王」他

神戸女学院クリスマス礼拝 曲名/「わが心は」「ねむるみ子は」(編曲：
中村健)

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

学会役員

就任期間 学会役員名

その他の著作、訳書等

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

-68-



共 2021.08.12 神戸市立東灘区文化セン
ター・うはらホール

共 2021.08.14 ムラマツリサイタルホール
新大阪

国名

公開レッスンでの指導

コンクール審査：第1回国際声楽コンクール
東京　関西地区大会(兵庫)第2部

コンクール等の審査

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

海外での活動

その他社会活動上特記すべき事項

主催/一般社団法人カンタームス

期間 概要

コンクール審査：第22回大阪国際音楽コン
クール　大阪地区本選

主催/大阪国際音楽振興会

学外機関委員等
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.07.13 Universität für Musik und
Darstellende Kunst Wien.

共 2021.05.22 神戸国際会館こくさい
ホール

共 2021.06.26 神戸国際会館こくさい
ホール

共 2021.07.17 神戸国際会館こくさい
ホール

共 2021.10.29 神戸国際会館こくさい
ホール

共 2022.01.22 神戸国際会館こくさい
ホール

単 2022.01.28 芸術文化センター　神戸
女学院 小ホール

アンサンブル神戸第22回特別演奏会 Ensemble Kobe - Tadahiro Yano
Conductor. Maurice Drufule: Requiem
op.9, Shigeaki Saegusa: Requiem for the
Earthquake Disaster. Piano Concerto.

Xavier Luck Flute Recital "The Journey of
the Flute Sonata.

Yamaha Music Japan. Xavier Luck Flute -
Masaru Okada - Piano. Paul Taffanel:
Andante Pastoral et Schezettino. Sigfried
Karg-Elert: Sonata Appasionata Op.140
for Solo Flute. Edwin York Bowen: Sonata
for Flute and Piano Op.120. Albert
Roussel: Joueurs de Flûte Op.127 1-4.
Sergei Prokofiev: Sonata for Flute and
Piano D-Dur Op.94.

アンサンブル神戸第66回定期演奏会 Ensemble Kobe - Tadahiro Yano
Conductor. W.A Mozart: Selection of
Opera Arias aus der Zauberflöte, Figaros
Hochzeit usw.

アンサンブル神戸第67回定期演奏会 Ensemble Kobe - Tadahiro Yano
Conductor. Ludwig van Beethoven:
Egmont Ouvertüre op.81, Missa solemnis
D dur op.123.

アンサンブル神戸第68回定期演奏会 Ensemble Kobe - Tadahiro Yano
Conductor. Richard Strauss: Konzert D-
Dur für Oboe und Kleines Orchester
AV.144; Kozert für Waldhorn und
Orchester Es-Dur Op.11.

演奏会・発表会

アンサンブル神戸第72回定期演奏会 Ensemble Kobe - Tadahiro Yano
Conductor. Robert Schumann: Ouverture
Hermann und Dorothea op.136;
Klavierkonzert a-moll op.51; Symphonie
Nr.4 d-moll op.129.

学会発表

学術論文

Academic presentation "Seminar Arbeit" of
the chamber music of Alexander Zemlinsky.

Chamber Music of Alexander Zemlinsky.
31 pages. (Xavier Luck Author)

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 管打合奏(I), 管打合奏(II), 管打合奏(III), 管打合奏(IV), 管楽器Major(I), 管楽器Major(II), 管楽器Major(III), 室内楽(I),
室内楽(II)

担当授業科目（大学院）

演奏芸術特論 I, 演奏芸術特論 II

氏名／所属／職名　　　　             　 Xavier John LUCK / 音楽学科/ 准教授

学位
B.Mus Honours, ARCM

専門分野
Flute Performance, Orcherstral Traing, Chamber Music and Music Analysis

研究課題
Flute Solo, Chamber Music and Orchestral repetiore
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共 2021.11 Festsaal Seilerstätte 1010
Wien

共 2021.11.29 Haydn Saal. Anton von
Webern Platz 1030 Wien

共 2021.08.22 The Symphony Hall
Osaka

共 2021.08.25 Kusatsu Concert Hall

代分
の別

支給額 支給年度

分 8,000
(Euros)

2021年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.08.29 大阪市立阿倍野区民セン
ター

共 2021.09.22
-23

ザ・フェニックスホール

共 2021.10.15 ザ・フェニックスホール

第75回全日本学生音楽コンクール 大阪大
会予選

第75回全日本学生音楽コンクール 大阪大
会予選

毎日新聞社

コンクール等の審査

大阪国際音楽コンクール 大阪国際音楽振興会

毎日新聞社

公開レッスンでの指導

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

Magister Arterium. (Mag.Art) 2021.11.29 Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Wien (MDW) Post
Graduate performance and research degree. Dissertation

学会役員

就任期間 学会役員名

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

In einer Zauberstunde; "Performance practices and
comparisons between Opera and Lieder Fantasies
for Flute and Piano in the Romantic and Modern"

Österreichische Musikfonds, Verein Ö
sterreichische Musik Förderung

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

Xavier Luck Mag.Art Final Recital Xavier Luck - Flute. Johannes Bogner -
Cembalo.  Mika Mori - Klavier. J.S Bach:
Sonata in E-Dur BWV 1035. A. Jolivet:
Chant de Linos. T.Takemitsu: Voice for
Solo Flute. P.Gaubert: Fantaisie for Flute
and Piano. S.Prokofiev: Sonata for Flute
and Piano D- Dur Op.94.

Special Grand Flute Concert 2021 in the
Symphony Hall

Xavier Luck - Flute. Marie Sasa - Piano.
C.Debussy: Syrinx "Le Flûte de Pan" for
Solo Flute. P.Taffanel: Fantaisie sur le
Freyschutz for Flute and Piano.

作曲・編曲・振付

The 41st Kusatsu International Summer
Music Academy and Festival: Chamber
Music Concert dedicated to Keiko Toyama

Xavier Luck - Flute. Akiko Kuwagata -
Cembalo. Mai Fukui - Harp. Satoshi Ono
- Viola. Ch. Gounod: Ave Maria (arr.Fl
and Cembalo) M.Ravel: Piece en Forme de
Habanera in g-moll. J.Ibert: Entr’acte.
G.Faure: Sicilienne in G moll Op.78.
C.Debussy: Sonata for Flute, Viola and
Harp.

Xavier Luck Solo Lecture Recital Xavier Luck - Flute Atsuko Reibel -
Klavier C.P.E Bach: Solo Sonata a-moll
Wq.132. W.A Mozart: Konzert in D-Dur
KV.314. F.Schubert: Variationen für Flöte
und Klavier über "Trockne Blumen" aus
Die schöne Müllerin D.802.
Orchesterstellen aus Brahms, Debussy,
Beethoven, usw.
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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対象者

音楽学科教職課程履修
学生

音楽学科3年生教職課程
履修学生

音楽学科3年生教職課程
履修学生

音楽学科3年生教職課程
履修学生

音楽学科3年次学生のう
ち受講学生

音楽学科4年生教職課程
履修学生

音楽学科4年生学生のう
ち教員採用試験受験志
望学生

音楽学科4年生学生のう
ち教職志望学生4名

オーケストラ(I)〜(IV)の履
修学生

教職志望学生の就職指導 2021.04-2022.03 教職志望学生に対して、講師登録の方
法、私学求人情報の集め方、専門教養、面
接、小論文、模擬授業について等を個別
に指導した。
2020年度教職志望学生4名中就職4名(公
立中学校常勤講師4名)。

音楽学部オーケストラの運営 2021.04-2022.03 音楽学部オーケストラの教育充実化のた
め、他の授業担当教員と連携し、演奏研究
員、客員奏者、非常勤講師等の演奏者の
コーディネートを行った他、予算管理、ホー
ル調整、広報等をマネージメントした。加え
て、学生インスペクターを中心とする学生
達の運営体制も導入し、指導を行った。

OG教員による特別講義 2021.12.22 教職実践演習の授業内でOGの現職教諭3
名をお招きし、教育現場の実態についての
特別講義を実施した。

教員採用試験の受験指導 2021.04-2021.08 教員採用試験を受験する学生に対し、準
備指導、専門教養、面接、小論文、実技テ
スト、模擬授業についての指導を個別に
行った。

音楽科教育法II・IV（個々の学生へのケア） 2021.09-2022.01 次年度教育実習に向け、学生1人あたり２
回の模擬授業を実施した。事前指導とし
て、教材研究、授業計画立案、学習指導
案作成の指導を個別に実施。事後指導で
授業の振り返りを個別に実施。個々の学生
の実態と課題に寄り添った指導を行った。

指揮法（個々の学生へのケア） 2021.09-2022.01 10名程度の履修学生による集団授業にお
いて、1人8分程度の持ち時間内で、順次、
単独指揮を行う形態を取り入れた。個々の
学生が各々持つ表現欲求を尊重し、技能
課題も個々に寄り添った指導を行った。

音楽科教育法I（教育方法の工夫） 2021.04-2021.07 レジュメに対応したPowerPoint資料を作
成。映像資料、要点化された図表の視覚
認識により、理解の定着を図った。獲得し
た知識を活用した演習、グループワーク、
ディスカッション、プレゼンテーション等を導
入し、学習者の主体的、対話的な深い学
びの獲得に向け、教育方法の工夫を行っ
た。

音楽科教育法I（琴を用いた実習） 2021.07 琴を用いた器楽実習を行い、楽器の扱い
方、読譜、奏法についての指導を行った。
テキストや映像資料の視聴では得られない
技能習得を獲得した。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教職課程オリエンテーション 2021年度 教職課程オリエンテーションの学科別ガイ
ダンスで、教職課程履修上の注意点、教員
採用試験の動向と実状、について等を指
導した。

教育活動
担当授業科目（大学）

音楽科教育法 I, 音楽科教育法 II, 音楽科教育法 III, 音楽科教育法 IV, 教職実践演習(中・高), 教育実習 I, 教育実習 II, オーケストラ
(I),  オーケストラ(II), オーケストラ(III), オーケストラ(IV), 指揮法, 合唱(III), 合唱(IV), スコアリーディング

担当授業科目（大学院）

演奏芸術特論 I, 演奏芸術特論 II, ウインド・オーケストラ特別実習 II

氏名／所属／職名　　　　　 松浦　修 MATSUURA Osamu / 音楽学科 / 准教授

学位
学士（教育学）, M.Mus. P.G.Dop., 修士（音楽）

専門分野
指揮, 音楽教育

研究課題

オーケストラ作品の演奏表現の追求, オペラ及び合唱作品の音楽表現の追求, オーケストラの指導法研究, 教員養成における実践的指
導力育成に向けた授業開発, コミュニケーションの活性化による音楽の授業づくり
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ウインドオーケストラ(I)〜
(IV)の履修学生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.06 音楽学部

共 2021.06.22 宝塚ベガホール

共 2021.06.28 西宮市エレガーノ西宮

共 2021.08.02 西宮市エレガーノ西宮

共 2021.09.23 神戸女学院エミリー・ホワ
イト・スミス記念講堂

共 2021.09.23 神戸女学院エミリー・ホワ
イト・スミス記念講堂

共 2021.11.08 西宮市エレガーノ西宮

共 2021.12.03 兵庫県立芸術文化セン
ターKOBELCO大ホール

共 2021.12.13 西宮市エレガーノ西宮

共 2021.12.21 西宮市エレガーノ西宮

共 2021.12.23 神戸女学院講堂

共 2021.12.23 神戸女学院講堂

その他の著作、訳書等

作曲・編曲・振付

神戸女学院大学クリスマス礼拝 曲名/賛美歌「きよしこの夜」「もとびとこぞり
て」、ラター「ともしびのキャロル」、デイビス
「世界中でいちばん素敵なお誕生日」、
他。

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学クリスマス礼拝 曲名/賛美歌「きよしこの夜」「もとびとこぞり
て」、ラター「ともしびのキャロル」、デイビス
「世界中でいちばん素敵なお誕生日」、
他。

学会発表

演奏会・発表会

神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケスト
ラ特別演奏会

曲目/フィリップ・スパーク／ガーディアン
ズ・オブ・ウェーブス他。

エレガーノ西宮サロンコンサート vol.2 演奏会の企画・制作
出演/音楽学部生

エレガーノ西宮サロンコンサート vol.3 演奏会の企画・制作
出演/音楽学部生

ベガにオーケストラがやってきたVol.10〜神
戸女学院大学音楽学部オーケストラin宝塚

曲目/スメタナ／連作交響詩『わが祖国』よ
り「モルダウ」
ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界よ
り」他。
演奏/神戸女学院大学音楽学部オーケスト
ラ

エレガーノ西宮サロンコンサート vol.1 演奏会の企画・制作
出演/音楽研究科生

エレガーノ西宮オープン記念コンサート 演奏会の企画・制作・指揮
出演/神戸女学院大学音楽学部管楽アン
サンブル

神戸女学院大学音楽学部定期演奏会 曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調
作品21（独奏：髙津 小百合)
ショスタコーヴィチ：交響曲第5番 二短調
作品47 「革命」
演奏/神戸女学院大学音楽学部オーケスト
ラ

エレガーノ西宮サロンコンサート vol.4 演奏会の企画・制作
振付/島崎徹、出演/音楽学部生

エレガーノ西宮クリスマスコンサート 演奏会の企画・制作
出演/谷田奈央、今井さつき、山上綾華、
白坂亜紀

音楽学部ウインドオーケストラCDアルバム
vol.1

共著/八木澤教司、稲本渡
演奏/音楽学部ウインドオーケストラ

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

音楽学部ウインドオーケストラの運営 2021.04-2022.03 音楽学部ウインドオーケストラの教育充実
化のため、他の授業担当教員と連携し、演
奏研究員、客員奏者、非常勤講師等の演
奏者のコーディネートを行った他、予算管
理、ホール調整、広報等をマネージメントし
た。加えて、学生インスペクターを中心とす
る学生達の運営体制も導入し、指導を行っ
た。
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代分
の別

支給額 支給年度

代 850千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.12.26 京都嵯峨野高校

国名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

コンクール等の審査

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

吹奏楽指導者講習会 内容/指揮法の指導。主催/京都嵯峨野高
校。

公開レッスンでの指導

産官学連携の受給状況

高齢者入居施設における生活の質向上の為の音楽
プログラム

スミリンケアライフ株式会社

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.04.02 王子ホール

共 2021.04.10 東京文化会館

共 2021.06.05 兵庫県立芸術文化セン
ター小ホール

共 2021.06.15 兵庫県立芸術文化セン
ター小ホール

共 2021.06.18 王子ホール

単 2021.07.03 佐用町スピカホール

共 2021.07.07 サントリーホール

単 2021.09.12 野木エニスホール

単 2021.09.25 佐賀市文化会館

共 2021.10.02 東京文化会館

単 2021.10.10 黒崎ひびしんホール

共 2021.10.14 フェスティバルホール

共 2021.10.15 フェスティバルホール

共 2021.11.05 三鷹芸術文化センター
風のホール

共 2021.11.14 下関市生涯学習プラザ
海のホール

教育活動
担当授業科目（大学）

ピアノMajor(I), ピアノMajor(II), ピアノMajor(IV), ピアノMinor(I), ピアノMinor(III), ピアノ重奏 I, ピアノSecond Major(II)

担当授業科目（大学院）

器楽実技 II, 室内楽特別実習 I, 室内楽特別実習 II

氏名／所属／職名　　　　　 岡田　将 OKADA  Masaru/ 音楽学科 / 准教授

学位
Konzert Diplom

専門分野
ピアノ

研究課題
ピアノ実技と演奏法

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

学会発表

演奏会・発表会

西田真由子&中川正崇デュオリサイタル 主催/自主公演。曲目/シューマン,メンデ
ルスゾーン,ヴォルフ,次郎丸智希,平田あゆ
み

スピカコンサート　ベートーヴェンとの対話 主催/スピカ。曲目/ベートーヴェン作曲
バガテル,ヴァイオリンソナタ,チェロソナタ,ト
リオ「大公」

岡田将ピアノリサイタル 主催/佐用町。曲目/ベートーヴェン,バッ
ハ,ショパン,リスト,パッヘルベル,ピアソラ

玉井菜摘&岡田将 ソロデュオコンサート 主催/スピカ。曲目/バッハ,ブラームス,ブ
ゾーニ

東京春音楽祭 メルヒェンの時代へ フンパー
ディング没後100年に寄せて

主催/東京・春・音楽祭実行委員会。曲目/
フンパーディング,ベンデル,ワーグナー,メ
ンデルスゾーン,ライネッケ他

中村健先生を偲んで 主催/自主公演。曲目/中村徹の作品,久
保田翠の編曲作品

園田高弘メモリアルコンサート 主催/スピカ。曲目/ラヴェル　夜のガス
パール

岡田将ピアノリサイタル 主催/黒崎コミュニティーサービス。曲目/リ
スト,ピアソラ

大阪フィルハーモニー交響楽団 第552回定
期演奏会

主催/大阪フィルハーモニー協会。曲目/ス
トラヴィンスキー  三楽章の交響曲,他

イマジン　七夕コンサート　巨星ラフマニノフ 主催/コンサートイマジン。曲目/ラフマニノ
フ ピアノ協奏曲第2番

岡田将ピアノリサイタル 主催/古河労音。曲目/ベートーベン,リスト
他

岡田将ピアノリサイタル 主催/佐賀労音。曲目/ベートーベン,リスト,
ショパン,ピアソラ

大阪フィルハーモニー交響楽団 第552回定
期演奏会

主催/大阪フィルハーモニー協会。曲目/ス
トラヴィンスキー  三楽章の交響曲,他

国分寺チェンバークワイア創立30周年記念
公演

主催/国分寺チェンバークワイア。曲目/ド
イツレクイエム-2台のピアノに拠る-

藤木大地カウンターテナーリサイタル 主催/メロディー音楽企画。曲目/多忠亮,
橋本國彦,他
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共 2021.11.27 コジマホールディングス西
区民文化センターホール

共 2021.12.05 イイヅカコスモスコモン大
ホール

共 2021.12.08 西宮市民会館大会議室

共 2021.12.15 第一生命ホール

共 2022.01.07 兵庫県立芸術文化セン
ター

共 2022.01.28 兵庫県立芸術文化セン
ター

共 2022.03.03 王子ホール

共 2022.03.27
8

イイヅカコスモスコモン

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.05.03
,04

イイヅカコスモスコモン

共 2021.06.06 イイヅカコスモスコモン

共 2021.08.10 うはらホール

共 2021.08.18
-20

イイヅカコスモスコモン

ベートーヴェンと珠玉のヴァイオリン名曲選
正戸里佳&岡田将デュオリサイタル

主催/広島市西区民文化センター。曲目/
ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第4番,サ
ン＝サーンス ハバネラ,ピアソラ タンゴの歴
史より,フォーレ ヴァイオリンソナタ第1番

岡田将&正戸里佳ピアノとヴァイオリンによる
ウィンターコンサート

主催/竹の森楽宴,九州・山口音楽協会。
曲目/リスト,サン＝サーンス,シューマン,
フォーレ,ピアソラ

ピアノと弦楽アンサンブルの楽しみ 主催/西宮市文化振興財団。曲目/フォー
レ,ピアソラ，他

スピカコンサート「ベートーヴェンの三重奏、
そして、、、」

主催/スピカ。曲目/ベートーヴェン ピアノト
リオ第5番「幽霊」,ストラヴィンスキー イタリ
ア組曲,ショスタコーヴィッチ チェロとピアノ
のためのソナタ Op.70-1

岡田将と上位入賞者記念演奏会 主催/九州・山口音楽協会

作曲・編曲・振付

バルカン室内管弦楽団 特別東京公演2021 主催/シモ・エンタープライズ株式会社,バ
ルカン室内管弦楽団日本公演2021実行委
員会。曲目/ラヴェル ピアノ協奏曲,他

2022ニューイヤーコンサート 主催/西宮市文化振興財団。曲目/ショー
ソン　ヴァイオリンとピアノと弦楽四重奏のた
めの協奏曲 Op.21,ショパン ピアノ協奏曲
第1番 Op.11(ピアノと弦楽五重奏)

Xavier Luckフルートリサイタル 主催/(株)ヤマハミュージックジャパン管弦
打営業部 管楽器アトリエ大阪。曲目/カー
ク＝エラート,ボウエン,ルーセル,タファネ
ル,プロコフィエフ

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

公開レッスンでの指導

飯塚新人音楽コンクール　本選会 主催/飯塚文化連盟、朝日新聞社、九州朝
日放送、福岡県、飯塚市、飯塚市教育委
員会、九州山口音楽協会

大阪国際音楽コンクール 主催/大阪国際音楽振興会

九州・山口ジュニアピアノコンクール　本選会 主催/九州・山口音楽協会、朝日新聞社

コンクール等の審査

飯塚新人音楽コンクール　予選会 主催/飯塚文化連盟、朝日新聞社、九州朝
日放送、福岡県、飯塚市、飯塚市教育委
員会、九州山口音楽協会
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共 2021.09.05 びわ湖ホール

共 2021.10.03  大阪フェリーチェホール

共 2022.03.29
-31

イイヅカコスモスコモン

国名

AMAコンクール 主催/AMAピアノと歌と管弦のコンクール実
行委員会、AMA  all music association
オール ミュージック アソシエーション

ソナタコンクール 後援/一般社団法人全日本ピアノ指導者
協会（ピティナ提携コンクール）

ドリカムピアノコンクール　本選会 主催/九州・山口音楽協会、朝日新聞社

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.06.30 Otaken Records

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

オーケストラ特別実習 I, オーケストラ特別実習 II, 室内楽特別実習 I, 室内楽特別実習 II

氏名／所属／職名　　　　　 辻井　淳 TSUJII Jun / 音楽学科 / 准教授

学位
芸術学士

専門分野
ヴァイオリン

研究課題
からだと楽器の一体化について, アンサンブルの極意, CD録音

教育活動
担当授業科目（大学）

弦楽器Major(I), 弦楽器Major(III), 弦楽合奏(I), 弦楽合奏(III), 室内楽(I), 室内楽(II)

担当授業科目（大学院）

演奏会・発表会

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

CD 「Berceuse de Jocelyn」 共著者/藤井由美　秋の詩他

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

学会発表

その他の著作、訳書等

学会役員

作曲・編曲・振付

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

社会貢献活動

産官学連携の受給状況

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

コンクール等の審査

公開レッスンでの指導

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.06.04 ワコーレコード

共 2021.06.05 紀尾井ホール（東京）

共 2021.06.17 川口リリア（埼玉）

共 2021.06.19 紀尾井ホール（東京）

共 2021.06.20 ホワイトキューブ（宮城）

共 2021.06.26 しらかわホール（愛知）

共 2021.06.27 横須賀ベイサイドポケット

共 2021.07.03 ロームシアター（京都）

共 2021.07.04 神戸新聞松方ホール

共 2021.07.10 堺市立西文化会館

教育活動
担当授業科目（大学）

アートマネジメント[講義], 器楽Minor(クラリネット)(I), 器楽Minor(クラリネット)(II), 管打合奏(I), 管打合奏(II), 管打合奏(III), 管打合奏(IV),
管楽器Major(I), リサイタル(I), リサイタル(II), リサイタル(III), ウインド・オーケストラ(I), ウインド・オーケストラ(II), ウインド・オーケストラ(III),
ウインド・オーケストラ(IV),

担当授業科目（大学院）

器楽実技 II, 室内楽特別実習 II

氏名／所属／職名　　　　　 稲本　渡 INAMOTO Wataru / 音楽学科 / 専任講師

学位
Bakk.art.

専門分野
ウインドオーケストラ, クラリネット，音楽ビジネス

研究課題
ウインドオーケストラ，クラリネットの演奏法，音楽ビジネス

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

演奏会・発表会

学会発表

学術論文

CD「神戸女学院大学音楽学部ウインドオー
ケストラ」

共演/神戸女学院大学音楽学部ウインド
オーケストラ、斉藤言子、ザビエル・ラック、
松浦修、八木澤教司
曲名/エボニー・ファンタジー (フィリップ・
ケーネン) - クラリネット独奏

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

0歳からのうたとオーケストラコンサート 主催/大阪ガスビジネスクリエイト。共演/井
村誠貴、オーケストラ。曲目/モーツァルト：
クラリネット協奏曲他
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共 2021.07.17 いずみホール（大阪）

共 2021.11.14 しらかわホール（愛知）

共 2021.11.21 電力ホール（仙台）

共 2021.11.23 道新ホール（札幌）

共 2021.11.28 呉市文化ホール

共 2021.12.04 いずみホール（大阪）

共 2021.12.05 しらかわホール（愛知）

共 2021.12.11 東京オペラシティ

共 2021.12.17 川口リリア（埼玉）

共 2021.12.18 横須賀ベイサイドポケット

共 2021.08.09
,21

東京オペラシティ

共 2021.08.22 札幌文化芸術劇場

共 2021.09.20 刈谷市総合文化センター
（愛知）

共 2021.11.06 東京オペラシティ

共 2021.12.05 いずみホール（大阪）

共 2021.12.25 紀尾井ホール（東京）

共 2022.02.13 りゅーとぴあ（新潟）

共 2022.03.06 郡山文化会館

共 2021.09.23 エミリー・ホワイト・スミス記
念講堂

単 2021.05.14 神戸女学院大学内

代分
の別

支給額 支給年度

中川晃教コンサート2021〜Happiness
Around the World

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/グレーティ
ストショーマン、What more can I give他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

中川晃教20周年記念コンサートVol.1,2 制作、オーケストラプロデュース

ジブリの思い出がいっぱい〜オーケストラコ
ンサート

制作、オーケストラプロデュース

ジブリの思い出がいっぱい〜オーケストラコ
ンサート

制作、オーケストラプロデュース

作曲・編曲・振付

中川晃教コンサート2021〜SOUND OF A
SHOOTING STAR

主催/サモンプロモーション。共演/中川晃
教、園田涼、細谷公三香。曲名/見上げて
ごらん夜の星を、Fly to the Moon他

ジブリの思い出がいっぱい〜オーケストラコ
ンサート

制作、オーケストラプロデュース

ジブリの思い出がいっぱい〜オーケストラコ
ンサート

制作、オーケストラプロデュース

ブランニューミュージカルコンサート2021 出演/加藤和樹、小柳ゆき他

ジブリの思い出がいっぱい〜オーケストラコ
ンサート

制作、オーケストラプロデュース

ジブリの思い出がいっぱい〜オーケストラコ
ンサート

制作、オーケストラプロデュース

産官学連携の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

研究助成金の受給状況

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケスト
ラ特別演奏会

曲目/エボニー・ファンタジー（クラリネット独
奏）

MC講座 「音楽ビジネスの現状と今後〜渦中に見え
る音楽の絆〜」

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要
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単 2022.03 「バンドジャーナル」4月号

単共
の別

年月 場所

単 2021.11.15 賢明学院幼稚園

単 2021.12.06 菩提幼稚園

単 2021.12.21 熊野地域会館

共 2021.07.28
-31

フェニーチェ堺

共 2021.08.01
-4

京都コンサートホール

共 2021.08.08
,09

倉敷市民会館

共 2021.09.05 丸善インテックスアリーナ

共 2021.09.11 神戸グリーンアリーナ

共 2021.09.12 神戸グリーンアリーナ

共 2021.12.26
-28

倉敷市民会館

共 2022.01.22 SAYAKAホール

共 2022.02.06 柏原市民文化会館

共 2022.02.27 フェニーチェ堺

国名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他の著作、訳書等

記事「丸谷明夫先生を偲んで」

コンクール等の審査

コンクール審査：大阪府吹奏楽コンクール
（南地区）

主催/大阪府吹奏楽連盟

公開レッスンでの指導

賢明学院幼稚園コンサート 内容/園児向けのコンサート。主催/賢明学
院

アートスタートプログラム 内容/音楽体験プログラム。主催/堺市

子ども食堂 内容/小学生向けのコンサート。主催/堺市
福祉協議会

コンクール審査：関西バンドフェスティバル 主催/関西吹奏楽連盟

コンクール審査：兵庫県マーチングコンテスト 主催/兵庫県吹奏楽連盟

コンクール審査：岡山県アンサンブルコンテ
スト

主催/岡山県吹奏楽連盟

コンクール審査：京都府吹奏楽コンクール 主催/京都府吹奏楽連盟

コンクール審査：岡山県吹奏楽コンクール 主催/岡山県吹奏楽連盟

コンクール審査：大阪府マーチングコンテスト 主催/大阪府吹奏楽連盟

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

コンクール審査：管弦打楽器ソロコンテスト
（地区大会）

主催/大阪狭山市吹奏楽連盟

コンクール審査：管弦打楽器ソロコンテスト
（地区大会）

主催/大阪狭山市吹奏楽連盟

コンクール審査：管弦打楽器ソロコンテスト
（関西大会）

主催/日本吹奏楽指導者協会

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-現在　市立中学校での吹奏楽指導

その他社会活動上特記すべき事項

2021.04-2022.03 堺市・堺親善アーティスト

2021.04-2022.03 堺管打楽器コンクール実行委員長
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対象者

音楽学科1、2年生
（他学部履修生を含む）

音楽学科1、2、3、4年生、
大学院生（他学部履修生
を含む）

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.04.01 教育芸術社

共 2021.04.21 キングレコード

単 2021.05.06 ブレーンミュージック

共 2021.06.04 ワコーレコード

単 2021.06.25 ロケットミュージック

単 2021.08.25 Hal Leonard Europe (de
haske)

教育活動
担当授業科目（大学）

ソルフェージュ(I), 和声学(I), 和声学(II), 楽式論, 作曲Minor(I), ウインド・オーケストラ(I), ウインド・オーケストラ(II), ウインド・オーケストラ
(III), ウインド・オーケストラ(IV)

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 八木澤　教司 YAGISAWA Satoshi / 音楽学科 / 専任講師

学位
学士（音楽）, 修士（音楽）

専門分野
作曲, 編曲, 吹奏楽指導

研究課題
国内外の教育現場における吹奏楽作品の開発と指導法

ウインド・オーケストラ 2021年度 2020年度から継続して、世界最大手音楽
出版社Hal Leonardのヨーロッパ支社と本
学音楽学部ウインドオーケストとの提携を仲
介し、著名な作曲家たちの新譜を日本初
演するプロジェクトを実行（本学公式You
Tubeで研究成果を配信中）。
授業のために作曲、編曲を行い、指導者と
しての視点だけでなく、作曲家としての視
点でも学生に指導した。また、それらの作
品をCDレコーディングし、学生と共に本学
から新しい作品を世界に発信した。
音楽学部定期演奏会で関西初演した「ブリ
リアント・スカイ ー 碧き空は永遠に輝く」の
作曲者、坂井貴祐氏を招聘し、本学学生
だけでなく地元の中学・高校生たちも対象
に公開レッスンを企画した。
学生たちを西宮市の、さくらFM
「Nishinomiya WIND  WAVE」に演奏会や
CDの広報を兼ねて出演するサポートをし
た。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

和声学
ソルフェージュ
楽式論

2021年度 新型コロナウイルスの影響によってオンライ
ン授業を余儀なくされたことを逆手に取り、
KeynoteとYou Tubeの機能を駆使して、何
度でも繰り返し復習できる教材を作成した。

令和3年度版『中学生の音楽1』（教科書） 東日本大震災復興シンボル曲「あすという
日が」（山本瓔子 詞/八木澤教司 曲）の楽
譜（合唱・混声版）が掲載された。

CD「大阪市音楽団 名演集5」
邦人作家によるブラスの響き

吹奏楽曲「公慶の悲願」が収録され国内で
リリースされた。

アルタミラ ブレーンミュージックの委嘱で作曲した作
品（2021年）の楽譜が国内とアメリカで同時
に出版された。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

CD「神戸女学院大学音楽学部ウインドオー
ケストラ」

神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケス
トラのために作曲した「エターナル・フレンド
シップ」「マチュピチュ」、オルガン伴奏を吹
奏楽版に編曲した「Beauty Becomes a
College（神戸女学院記念歌）」が収録され
リリースされた。

陽のあたる庭 ソロ楽器とピアノのための作品（2020）のフ
ルート版の楽譜が国内で出版された。

エターナル・フレンドシップ 神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケス
トラのために作曲した吹奏楽曲（2020年）が
ヨーロッパで出版された。
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単 2021.11.02 いちご一会とちぎ国体実
行委員会

単 2021.11.02 いちご一会とちぎ国体実
行委員会

単 2021.11.02 いちご一会とちぎ国体実
行委員会

単 2021.11.02 いちご一会とちぎ国体実
行委員会

共 2021.11.02 いちご一会とちぎ国体実
行委員会

単 2021.11.12 ロケットミュージック

単 2021.12.10
2021.12.17
2021.12.24
2022.01.07

ロケットミュージック

単 2022.02.01 フォスターミュージック

単 2022.02.10 ティーダ出版

単 2022.02.17 ティーダ出版

単 2022.03.04 ロケットミュージック

単 2022.03.04 ロケットミュージック

単 2022.03.30 ウインドアート出版

共 2021.04.10 アントシティ浜松大ホール

共 2021.04.18 久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

共 2021.04.18 北上市文化交流センター
さくらホール・中ホール

共 2021.05.30 ムラマツホール

ストロベリー・マーチ 栃木県からの委嘱で2022年に開催される
第77回国民体育大会式典音楽として吹奏
楽曲を作曲した吹奏楽曲の楽譜が出版さ
れた。

栃木国体のためのドラムマーチ 栃木県からの委嘱で2022年に開催される
第77回国民体育大会式典音楽として吹奏
楽曲を作曲した吹奏楽曲の楽譜が出版さ
れた。

枕草子「春はあけぼの」 フォスターミュージックの委嘱で作曲した作
品（2021年）の楽譜が国内でレンタル譜とし
てリリースされた。

大地に咲く花を讃えて 大阪・豊能町教育委員会とフィルハーモ
ニック・ウインズ大阪の協定締結10周年記
念委嘱作品として作曲した吹奏楽曲の楽
譜が国内で出版された。

水辺の見える朝に 江戸川ウインドオーケストラ創団50周年記
念委嘱作品として作曲した吹奏楽曲の楽
譜が国内で出版された。

いちご一会マーチ 栃木県からの委嘱で2022年に開催される
第77回国民体育大会式典音楽としてイメー
ジソングを合唱と吹奏楽に編曲した作品の
楽譜が出版された。

栃木ゆかりの童謡・野口雨情メドレー 栃木県からの委嘱で2022年に開催される
第77回国民体育大会式典音楽として野口
雨情作詞による童謡7曲を合唱と吹奏楽の
メドレーに編曲した作品の楽譜が出版され
た。

ヘリオドール（ソロ版） 横浜ユーフォニアム合奏団の委嘱で作曲
した2本のユーフォニアムとピアノのための
作品を、ソロ楽器とピアノのために改編し4
種類の楽譜が国内で出版された。

CD「いちご一会とちぎ国体式典音楽使用曲
集」

栃木県からの委嘱で作曲・編曲した4作品
が収録された。

ヘリオドール 横浜ユーフォニアム合奏団の委嘱で作曲
した2本のユーフォニアムとピアノのための
作品が国内で出版された。

学術論文

ファンファーレ「グレイスフル・カラーズ」 石川県警察音楽隊創設50周年記念委嘱
作品として作曲した吹奏楽曲の楽譜が国
内で出版された。

ファンファーレ「サーガ」 佐賀県警察音楽隊創設40周年記念委嘱
作品として作曲した吹奏楽曲の楽譜が国
内で出版された。

烏山頭 〜 東洋一のダム建設物語 吹奏楽曲の楽譜が国内でレンタル譜として
リリースされた。

学会発表

演奏会・発表会

浜松市立高等学校吹奏楽部
第25回定期演奏会

客演指揮者として招かれ自作の同校校歌
（村木道彦 詞/八木澤教司 曲）を共演した
（2公演）。

くるめシティブラス
第20回記念音楽会

客演指揮者として招かれ自作品「エターナ
ル・フレンドシップ」「メモリー・オブ・フレンド
シップ」を共演した。

北上吹奏楽団
第38回スプリングコンサート

岩手県・北上展勝地開園100周年記念委
嘱作品「ゆめみぐさ、まもりて」が現地の楽
団によって再演された。

金野紗綾香・丸田悠太 による フルート名曲
コンサート＆楽器取り扱いミニ講座

自作品「南風が吹いたら」が演奏された。
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共 2021.06.04 ザ・シンフォニーホール

共 2021.06.13 オーチャードホール

共 2021.06.13 和光市文化センター
サンアゼリア大ホール

共 2021.06.22 宝塚ベガ・ホール

共 2021.07.03 愛知県立芸術劇場
コンサートホール

共 2021.07.16 上野学園ホール

共 2021.07.21 札幌コンサートホール
Kitara

共 2021.08.01 三重県文化会館大ホー
ル

共 2021.08.12 びわ湖ホール小ホール

共 2021.08.22 ザ・シンフォニーホール

共 2021.09.23 神戸女学院エミリー・ホワ
イト・スミス記念講堂

共 2021.10.16 兵庫県立芸術文化セン
ター
神戸女学院小ホール

共 2021.10.17 豊能町立ユーベルホール

共 2021.10.24 ロシア国内

共 2021.10.30 江戸川区総合文化セン
ター
大ホール

共 2021.10.31 京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ

共 2021.10.31 紀南文化会館大ホール

共 2021.11.06 横浜開港記念会館 講堂

共 2021.11.13 甲府市総合市民会館
芸術ホール

共 2021.11.14 明石市立市民会館大
ホール
アワーズホール

フルートカルテットの夕べ 自作品「風の戯れ」が演奏された。

デビュー30周年記念
石丸幹二オーケストラコンサート2021
（大阪公演）

東日本大震災復興シンボル曲「あすという
日が」（山本瓔子 詞/八木澤教司 曲）が演
奏された。関西フィルハーモニー管弦楽
団。

デビュー30周年記念
石丸幹二オーケストラコンサート2021
（名古屋公演）

東日本大震災復興シンボル曲「あすという
日が」（山本瓔子 詞/八木澤教司 曲）が演
奏された。名古屋フィルハーモニー交響楽
団。

ベガにオーケストラがやってきた！Vol.10
神戸女学院大学音楽学部
第28回サマーコンサート

ウインドオーケストラにおいて、自作品「は
てしなき大空への讃歌」を含む3曲の指揮
者を務めた。

デビュー30周年記念
石丸幹二オーケストラコンサート2021
（東京公演）

東日本大震災復興シンボル曲「あすという
日が」（山本瓔子 詞/八木澤教司 曲）が演
奏された。東京フィルハーモニー交響楽
団。

大江戸シンフォラックウインドオーケストラ
創団10周年記念第9回定期演奏会

自作品「はてしなき大空への讃歌」が演奏
された。

デビュー30周年記念
石丸幹二オーケストラコンサート2021
（広島公演）

東日本大震災復興シンボル曲「あすという
日が」（山本瓔子 詞/八木澤教司 曲）が演
奏された。広島交響楽団。

デビュー30周年記念
石丸幹二オーケストラコンサート2021
（札幌公演）

東日本大震災復興シンボル曲「あすという
日が」（山本瓔子 詞/八木澤教司 曲）が演
奏された。札幌交響楽団。

三重県吹奏楽コンクール 三重県津市立朝陽中学校吹奏楽部委嘱
作品「アウローラ」が同吹奏楽部によって世
界初演された。

第35回京都芸術祭音楽部門
あうろすフルートあんさんぶる結成40周年記
念コンサート

自作品「心に染みる5つの言葉」が演奏され
た。

第45回兵庫県高等学校総合文化祭
吹奏楽部門演奏会

客演指揮者として招かれ自作品「不朽の大
樹」「春薫る華」を高校生選抜バンドと共演
した。
（2公演）

スペシャルグランドフルートコンサート フルート奏者の中務晴之の委嘱で作曲し
た吹奏楽曲「そよ風の吹く杜で…」が再演さ
れた。

神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケスト
ラ
特別演奏会

自作品「太陽への讃歌」「エターナル・フレ
ンドシップ」を含む4曲の指揮者を務めた。

神戸女学院大学音楽学部卒業生による
クラブファンタジーの夕べ

自作品「ジュエリーズ」がViolette Lienに
よって演奏された。

フィルハーモニック・ウインズ大阪
協定締結10周年記念特別演奏会

大阪・豊能町教育委員会とフィルハーモ
ニック・ウインズ大阪の協定締結10周年記
念委嘱作品「大地に咲く花を讃えて」が世
界初演された。

江戸川ウインドオーケストラ
創団50周年記念第46回定期演奏会

創団50周年記念委嘱作品「水辺の見える
朝に」が世界初演された。

серию поздравлений в
честь 20 летия Ульяно
вского государствен
ного духового оркест
ра "Держава"

自作品「輝きの海へ」がロシアで初めて演
奏された。

第36回国民文化祭わかやま2021
ニュー・バレエ・コラボレーション

横浜ユーフォニアム合奏団
第11回演奏会（神奈川公演）

和歌山県田辺市合併10周年記念委嘱作
品「いにしえの道」が劇版として演奏され
た。

同団委嘱作品「ヘリオドール」が世界初演
された。

横浜ユーフォニアム合奏団
第11回演奏会（山梨公演）

同団委嘱作品「ヘリオドール」が再演され
た。
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共 2021.11.15 スペースDo

共 2021.11.20 Hal Leonard Europe
公式You Tube

共 2021.11.28 北陸電力会館
本多の森ホール

共 2021.12.03 兵庫県立芸術文化セン
ター
KOBELCO大ホール

共 2021.12.08 Auditorium église St Eloi

共 2021.12.10 ティアラこうとう大ホール

共 2021.12.16 McCormick Place West

共 2022.01.08 宝塚ベガ・ホール

共 2022.01.13 武蔵野音楽大学内

共 2022.01.23 川口総合文化センター
リリアメインホール

共 2022.02.20

共 2022.03.13 京都堀川音楽高等学校
音楽ホール

共 2022.03.26 京都市北文化会館

単 2021.04.01

単 2021.05.01

単 2021.05.19

単 2021.08.31

単 2021.09.05

単 2021.09.15

単 2021.10.02

単 2021.10.16

単 2021.12.15

単 2022.01.05

単 2022.02.25

作曲・編曲・振付

The 75th Midwest Clinic
Cedar Ridge High School Saxophone Choir
Concert

アメリカ・シカゴで開催された世界最大の吹
奏楽イヴェントでテキサス州の高校生たち
により自作品「愁陽の路」が演奏された。

藤原功次郎ニューイヤーコンサート 委嘱作品「竹林の小径」が世界初演され
た。
（2公演）

武蔵野音楽大学フルートオーケストラ授業発
表

自作品「ディヴェルティメントIV」が演奏され
た。

京都府立嵯峨野高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会

客演指揮者として招かれ自作品「輝きの海
へ」「モンセラット」「陽のあたる庭」を共演し
た。

千葉吹奏楽団 第33回定期演奏会 同団創立35周年記念委嘱作品「オルフェウ
スとエウリュディケ」が世界初演された。

京都市立芸術大学
フルート専攻生によるFlute Ensemble

自作品「心に染みる5つの言葉」が演奏され
た。

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
創団40周年 第60回記念定期演奏会

同団委嘱作品「不朽の大樹」が再演され
た。

枕草子「春はあけぼの」 フォスターミュージックの委嘱作品として吹
奏楽曲の作曲をした。

オルフェウスとエウリュディケ 千葉吹奏楽団創立35周年記念委嘱作品と
して吹奏楽曲の作曲をした。

ヘリオドール 横浜ユーフォニアム合奏団の委嘱で2本の
ユーフォニアムとピアノのための作品を作
曲した。

アウローラ〜朝陽に満ちて 三重県津市立朝陽中学校吹奏楽部委嘱
作品として吹奏楽曲を作曲した。

悠遠の羇旅〜芭蕉の歩いた出羽路 山形県立東桜学館高等学校吹奏楽部委
嘱作品として吹奏楽曲を作曲した。

水辺の見える朝に 江戸川ウインドオーケストラ創団50周年記
念委嘱作品として吹奏楽曲を作曲した。

勇往の嚆矢 兵庫県西宮市立大社中学校吹奏楽部の
委嘱作品として吹奏楽曲の作曲をした。

大地に咲く花を讃えて 大阪・豊能町教育委員会とフィルハーモ
ニック・ウインズ大阪の協定締結10周年記
念委嘱作品として吹奏楽曲を作曲した。

ファンファーレ「グレイスフル・カラーズ」 石川県警察音楽隊創設50周年記念委嘱
作品として吹奏楽曲を作曲した。

竹林の小径 藤原功次郎委嘱でトロンボーンとピアノの
ための作品を作曲した。

GICHIGAMIIN - The Five Freshwater Seas アメリカ・ミシガン州のDexter Community
Band
創立40周年記念委嘱作品として吹奏楽曲
を作曲した。

神戸女学院大学音楽学部定期演奏会21 ウインドオーケストラにおいて、自作品「悠
遠の羇旅」（西日本初演）を含む曲の指揮
者を務めた。

Harmonies en Fêtes
Concert de Noël des Harmonies du
conservatoire

フランスのポール・デュカス音楽院の吹奏
楽団によって自作品「夢の華」が演奏され
た。

東京ブラスソサエティ
第49回クリスマスコンサート

自作品「天と大地からの恵み」の金管バンド
版が初演された。

第31回石川県警察音楽隊定期演奏会
ふれあいコンサート2021

同隊創設50周年記念委嘱作品「グレイスフ
ル・カラーズ」が世界初演された。

横浜ユーフォニアム合奏団
第11回演奏会（東京公演）

Hal Leonard Europe 公式オンライン配信

同団委嘱作品「ヘリオドール」が再演され
た。

神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケス
トラで指揮した自作品「エターナル・フレン
ドシップ」を含む3作品の録音が公開され
た。
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単 2022.03.02

共 2021.04.24 神戸女学院大学音楽学
部
音楽館ホール

共 2021.08.14 YouTube

共 2021.08.26 YouTube

共 2021.09.11 YouTube

共 2021.10.01 YouTube

共 2021.11.12 YouTube

共 2021.12.05 千葉県立幕張総合高等
学校内

共 2021.12.12 YouTube

共 2021.12.22 YouTube

共 2021.12.29 YouTube

共 2022.01.29 YouTube

共 2022.02.14 豊能町立ユーベルホール

共 2022.03.04 フランス・パリ

共 2022.03.13 さいたま市文化センター
大ホール

共 2021.12.17 神戸女学院大学学報193

代分
の別

支給額 支給年度

アンティパスト 香川県高松第一高等学校吹奏楽部 第50
回記念定期演奏会委嘱作品として吹奏楽
曲を作曲した。

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケスト
ラ
第3回CDレコーディング

「スフォルツァンド！」の指揮者を務める他、
編曲したBeauty Becomes a College（神戸
女学院記念歌）のディレクションをした。

フォスターミュージック新譜レコーディング 自作品「春はあけぼの」を収録する千葉県
立幕張総合高等学校シンフォニックオーケ
ストラ部のアドバイザーを務めた。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…江原大介（作曲家）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…稲本渡（神戸女学院大学専任講師）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…浅利真（サクソフォーン奏者）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…坂井貴祐、江原大介（作曲家）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…清水大輔（作曲家）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

フィルハーモニック・ウインズ大阪
CDレコーディング

自作品「大地に咲く花を讃えて」のディレク
ションをした。

Musique de la Garde Républicaine
CDレコーディング

自作品「サクソフォーン協奏曲第1番ミス
ティック・クエスト」がパリで収録された。

21世紀の吹奏楽第23回“響宴”CDレコー
ディング

自作品「烏山頭 〜 東洋一のダム建設物
語」が、やまももシンフォニックバンドによっ
て収録されアドバイザーを務めた。

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

私の研究「吹奏楽作品のレパートリー開発」 P.23

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

NHK-FM「吹奏楽のひびき」 2021.05.02 自作品「ゴールデン・ジュビレーション」が放送された。

NHK-FM「吹奏楽のひびき」 2021.08.08 自作品「稜線の風〜北アルプスの印象」が放送された。

Citizen’s Band Radio, KMUZ, Oregon 2021.11.20 自作品「春薫る華」が放送された。アメリカ・オレゴン州。

Citizen’s Band Radio, KMUZ, Oregon 2021.09.11 自作品「エディソンの光」が放送された。アメリカ・オレゴン州。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…福中明（トランペット奏者）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…加藤大輝（作曲家・打楽器奏者）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…高橋宏樹（作曲家）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

作曲家 八木澤教司YouTube トークLIVE配
信
ゲスト…松尾共哲（指揮者）

中学・高校生、指導者を対象に生放送で
質疑応答をする研究企画。

FM山形 吹奏楽応援プログラム「アオハリズ
ム」

2021.07.01 自作品「悠遠の羇旅」が放送初演された。
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単共
の別

年月 場所

単 2021.06.13 明石市立市民会館

共 2021.12.26 京都府立嵯峨野高等学
校
コモンホール

単 2022.02.06 リモートによる

共 2021.06.27 本学音楽学部音楽館
ホール

共 2021.08.05
2021.08.06

千葉県文化会館大ホー
ル

共 2021.08.07
2021.08.08

音源審査

共 2021.11.28 黒崎ひびしんホール

共 2022.03.15 全日本吹奏楽連盟事務
所

共 2022.03.20 伊丹市立文化会館大
ホール

共 2022.03.31 尼崎市立総合文化セン
ター
アルカイックホール

国名

アメリカ

アメリカ

学会役員

就任期間 学会役員名

NHK-FM「吹奏楽のひびき」 2021.11.21 自作品「ハート・イン・モーション」が放送された。

NHK「うたコン」ふるさとを想う歌 2022.02.01 自作品「あすという日が」が放送された。歌手・夏川りみ、秋川雅史。

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

吹奏楽指導者講習会
（吹奏楽コンクール課題曲講習会）

内容/中学・高校生の教員を対象に指導者
講習会の講師を務めた。主催/明石市吹奏
楽連盟。

吹奏楽指導者講習会 in さがの 内容/中学・高校生の教員を対象に指導者
講習会の講師を務めた。主催/京都府立嵯
峨野高等学校吹奏楽部。

リーダー研修会
指導者講習会

内容/中学・高校生の教員を対象に指導者
講習会、中学・高校生のリーダーを対象に
講習会の講師を務めた。主催/静岡県東部
地区高等学校吹奏楽連盟。

公開レッスンでの指導

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

静岡県吹奏楽コンクールの審査 主催/静岡県吹奏楽連盟・朝日新聞社

千葉県吹奏楽コンクールの審査 主催/千葉県吹奏楽連盟・朝日新聞社

オープンキャンパス神戸女学院大学音楽学
部
ウインドオーケストラ模擬授業

中学・高校生、教員を対象にした少人数・
小編成バンドの講習会で指揮・指導した。

北九州アンサンブルコンテスト 主催/北九州吹奏楽連盟・朝日新聞社

全日本吹奏楽コンクール課題曲公募
第32回朝日作曲賞の第一次審査

主催/全日本吹奏楽連盟・朝日新聞社

コンクール等の審査

2021.08.12 讀賣新聞（大阪・阪神）神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケストラのCDリリースが記事になった。

2021.08.24 東京2020パラリンピック競技大会の開会式で、天皇陛下と国際パラリンピック委員会（IPC）会長の入場曲として作品が使用さ
れた。

2021.09.21 武蔵野音楽大学の吹奏楽指導法研究の講義にリモートで出演し講習を行った。

2021.11.26 陸上自衛隊第６音楽隊（山形県）の楽器技術技能講習会の講師を務めた。

2021.12.01 第1回横浜ユーフォニアムアンサンブルコンクールの課題曲として作品「ヘリオドール」が選定された。

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

2021.11.23 岩手県北上市・展勝地開演100周年記念式典で委嘱作品として作曲した「ゆめみぐさ、まもりて」を記念披露。岩手県立黒沢
尻北高等学校吹奏楽部を客演指揮して共演した（地元のテレビニュース、新聞で報道された）。

2021.07.01 関西音楽新聞第829号 神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケストラのCDリリースが記事になった。

2021.05.28 広報「きたかみ」岩手県・北上展勝地開園100周年記念委嘱作品「ゆめみぐさ、まもりて」を作曲したことが記事になった。

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021-2022 Indiana State School Music Association（インディアナ州の教育音楽カリキュラム）の課題曲として「太陽
への讃歌」「マチュピチュ」「プリマヴェーラ」「春のスケッチ」の4作品が選定された。

2021.11.01 Western International Band Clinic (WIBC)により2021年新譜（800曲）から100曲が選出。「エターナル・
フレンドシップ」「アルタミラ」の2作品が教育プログラムとして選定された。

伊丹市吹奏楽連盟
第40回スプリングコンサートの講評

主催/伊丹市吹奏楽連盟

第3回近畿広域吹奏楽交流会の審査 主催/近畿広域吹奏楽交流会実行委員会
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対象者

学部生・大学院生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.04.01 ヒューマンサイエンス

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

臨床心理基礎実習, 臨床心理実習 I(心理実践実習II), 臨床心理実習 II, 臨床心理地域実践実習 II, 臨床心理地域実践実習 III(心理
実践実習VI), 臨床心理学特論, 臨床心理学特別研究 I, 臨床心理学特別研究 II, 臨床心理査定演習 I(心理的アセスメントに関する理
論と実践), 臨床心理査定演習 II

氏名／所属／職名　　　　　石谷　真一 ISHITANI Shinichi / 心理・行動科学科 / 教授

学位
教育学士, 教育学修士, 博士（教育学）

専門分野
臨床心理学

研究課題

間主観性の観点から見た関係性の発達変化と自己形成,  乳幼児期から児童思春期の臨床問題の関係性の視野からの理解と支援,　メ
ンタライジング・アプローチの様々な臨床領域への活用

教育活動
担当授業科目（大学）

心理学入門ゼミ, 臨床心理学と人間, 発達臨床心理学, 臨床心理学概論, 臨床心理学, 演習IA, 演習IB, 心理演習(実習を含む), 演習
IIA, 演習IIB, 卒業研究A, 卒業研究B

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

オンライン教材の作成 2021.04-2022.01 昨年度に引き続き、「心理学入門」「臨床心
理学と人間」「臨床心理学概論」「発達臨床
心理学」等のオンライン用教材の作成や充
実を図った。

その他の研究発表、演奏

学会発表

「臨床的関わりの基本」再考 pp.57-67。

学術論文

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

社会貢献活動

2021.04.01-現在に至る 大学院連合メンタルヘルスセンター監事

その他社会活動上特記すべき事項

2022.02.11-2022.02.13 日本メンタライジング研究会主催「MBT basic training」でファシリテーターを務める

2022.03.02-現在に至る 日本メンタライゼーション研究会運営委員会委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2021.04-現在　尼崎市の私立幼稚園で月１回キンダーカウンセラーを務める（兵庫県私立幼稚園協会キンダーカウンセラー派遣事業に
よる）。
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国名

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

海外での活動

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021
08.26-27

日本社会心理学会第62
回大会

共 2021
09.01-08

日本心理学会第85回大
会

代分
の別

支給額 支給年度

分 0千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

豊中高校（2021.9.16）：職業講演会にて「大学教員の仕事」について、30分の講義を2回行った。

香里ヌヴェール高校（2021.11.15）：分野別説明会を行った。

豊中高校（2022.1.20）：探求プログラムの講師として「私のQはどこ?心理学編」の講義を2回行った。

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

2021.11-2022.03 日本心理学会：心理学研究・編集委員

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 社会心理学会：社会心理学研究・副編集委員長

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

日本人と中国人の異文化コミュニケーションに関す
る実験社会心理学的研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

学術論文

日本人と中国人はおしゃべりでいかに関わる
のか?

共同発表/木村昌紀、毛 新華

日本人と中国人はどのように討議的コミュニ
ケーションを行うのか?

共同発表/木村昌紀、毛 新華

学会発表

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

人間科学合同演習 I, 人間科学合同演習 II

氏名／所属／職名　　　　　小林　知博 KOBAYASHI Chihiro / 心理・行動科学科 / 教授

学位
学士（地域文化）, 修士（人間科学）, 博士（人間科学）

専門分野
社会心理学

研究課題

潜在的・顕在的な自己観・健康行動に対する態度と健康行動との関係性に関する研究, 自己呈示尺度の作成, 潜在的・顕在的な自尊
心と社会的適応の関係

教育活動
担当授業科目（大学）

心理学実験, 社会心理学, 社会・集団・家族心理学, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

大学院生

大学院生および大学院入
学予定者

心理・行動科学科2年生
人間科学研究科大学院
生

大学院生
研究生
心理相談室研修生

大学院生
研究生
心理相談室研修生

地域創りリーダー養成プ
ログラム受講生

総文福祉専攻の学生、人
間科学部および人間科学
研究科の学生

人間科学研究科臨床心
理学分野修士2年生

心理実践実習 I, 心理実践実習 III, 臨床心理実習 I(心理実践実習II), 臨床心理地域実践実習 III(心理実践実習VI), 臨床心理地域実
践演習(心の健康教育に関する理論と実践), 心理療法特論, 人間科学合同演習 I, 人間科学合同演習 II, 臨床心理基礎実習, 臨床心
理実習 II, 臨床心理学特別研究 I, 臨床心理学特別研究 II, 臨床心理査定演習 I(心理的アセスメントに関する理論と実践), 臨床心理
査定演習 II

氏名／所属／職名　　　　　 國吉　知子 KUNIYOSHI Tomoko / 心理・行動科学科 / 教授

学位
文学士, 教育学士, 教育学修士

専門分野
臨床心理学, 家族臨床心理学, グループワーク, 音楽療法, マインドフルネス, トラウマケア

研究課題

調整的音楽療法の効果についての研究, 親子相互交流療法（PCIT)など子育て支援についての研究, トラウマケア（EMDRやイメージ療
法）についての実践的研究, マインドフルネスに関する研究

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

親子相互交流療法の事例実践陪席を通じた
臨床技術向上のための指導

2019.04-現在 PCIT事例への院生陪席での指導を授業時
間外に行った。

教育活動
担当授業科目（大学）

教育心理学, 臨床心理学概論, 臨床心理学, 家族臨床心理学, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習IIB, 心理演習(実習を含む), 心理実
習, 卒業研究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）

神戸女学院大学におけるPCIT（親子相互交
流療法）認定セラピスト育成指導体制の適切
な運用とスーパーバイズ

2020.04-現在 院生対象の「心理療法特論」後、さらに国
際資格を目指す院生や研究生のための発
展（フォローアップ）教育として筆者が全国
に先駆けて本学に構築したPCIT認定セラ
ピスト育成システムを管理、運用した。

インターネットPCITとインターネットCAREの
臨床心理学院生教育（本学心理相談室）へ
の導入

2020.06-現在 コロナ期に実践可能なインターネットによる
心理療法・心理教育プログラムとして、イン
ターネットPCITとインターネットCAREを本
学に導入し、コロナ禍でも実践可能な心理
支援について実践的に学ぶ機会を提供し
た。ここでの活動は大学院公認心理師受
験資格用の実習時間に算入されている。

大学院「臨床心理実践実習」報告会での指
導（授業時間外で実施）

2022.03.04 大学院生の「臨床心理学実践実習」報告
会を授業外に実施し、報告内容について
適宜指導した。大学院入学予定者も参加
し、事前学中の機会となった。

現役の家庭裁判所調査官を招聘しての特別
授業（Ps273(2)「家族臨床心理学」授業にて
実施）

2021.11.18 現役の家庭裁判所調査官をゲストスピー
カーとして招聘し、家裁の業務内容や司法
領域の心理支援について実際的に学ぶ機
会を提供した。また家裁調査官を志望する
学生を支援することができた。

「インターネットCARE専門家向けワークショッ
プ　ピアトレーニング（公開）」の開催と出席院
生への修了証授与

2021.10.23 「臨床心理地域実践演習」の課外実践とし
て、心理相談室主催インターネット
CARETM正規版の講座を開催し、履修者
（外部からの参加者および本学院M2生）に
CARE公認の参加証を発行した。（院生の
CAREファシリテーター資格取得に貢献し
た。）

地域創りリーダー養成プログラム「地域活性
化総合演習」報告会への出席とコメント

2021.06.03
07.15,11.18
2022.01.20

地域創りリーダー養成プログラム「地域活
性化総合演習」での各班の活動報告に授
業外の時間に出席し、学生班の活動に対
してコメントをした

大阪府福祉部人事担当者による採用説明会
の開催と当日進行

2021.04.21 大阪府福祉部、総務・人事グループの採
用担当者を招聘し、総文の福祉学生、人
間科学部および人間科学研究科の関心を
もつ学生対象に、学内で採用説明会を実
施し、担当者とのコーディネートを行い、当
日は進行役を務めた。（コロナのためオンラ
イン実施となった）。
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単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.8.31 日本遊戯療法学会『遊戯
療法学研究』第20号
(1)pp.51-97

単 2022.3.31 神戸親和女子大学心理・
教育相談室『心理相談研
究紀要』第20号』pp.55-
59

単 2022.03.31 神戸女学院大学大学院
人間科学研究科心理相
談室
『心理相談研究』第23号
pp.235-240

単 2021.08.26 2021 PCIT International
Biennial Convention
(Online)

単 2021.05.02 第26回日本遊戯療法学
会学術会議研究発表(龍
谷大学・オンライン開催)

単 2021.05.02 第26回日本遊戯療法学
会学術会議ワークショップ
（龍谷大学・オンライン開
催）

単 2021.12.05 第10回PCIT&CARE合同
研究会(オンライン開催)

単 2021.09.05 オンライン開催

単 2022.03.19 オンライン開催

単 2022.03.31 神戸女学院大学大学院
人間科学研究科『ヒュー
マンサイエンス』第25号

単 2022.03.31 神戸女学院大学大学院
『心理相談研究』第23号

代分
の別

支給額 支給年度

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

「コロナ禍における遊戯療法－私たちはこの
危機をどう乗り越え活かしていくか－」

共著者：岡田絵美、桜井亮平、川部哲也、
伊藤良子、倉光修　黒川嘉子

畑千咲氏の事例研究へのコメント　―言葉が
生成される器としてのプレイセラピー―

神戸女学院大学大学院　心理相談室主催
「インターネットCARETM専門家ワークショッ
プ　ファシリテータ―のためのピアトレーニン
グ」
実施報告

学術論文

その他の研究発表、演奏

PCIT International Biennial Convention 参
加報告

PCIT&CARE関西研究会　9月例会にて報
告

PCIT International におけるWithin Agency
Trainerについて～大学でのPCIT実践者養
成について～

PCIT&CARE関西研究会　3月例会にて発
題

「PCIT&CARE関西研究会の活動」 シンポジスト

"Changes in Mindfulness Attitude after PCIT
Skills Acquisition：A Comparison of MAAS
Scores Before and After the PCIT 40 hours
Basic Training”

ポスター発表

「継母とのこじれた関係に悩む10代半ば女性
との面接経過」

倉橋佑一氏口頭発表における指定討論者
(司会：川部哲也氏)

「親子相互交流療法（PCIT)を親面接に活用
する!」

学会主催ワークショップ講師

その他の著作、訳書等

「巻頭言」

「スタッフ紹介」

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

日本遊戯療法学会奨励賞受賞 2021.04.04 本学で実施したPCITについての論文に対して授与された

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

2019.05ｰ現在 日本遊戯療法学会監事

学会役員

就任期間 学会役員名

2011.05-現在 日本EMDR学会　常任編集委員

社会貢献活動
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単共
の別

年月 場所

単 2021.05.30 オンライン

単 2021.10.10 ドーンセンター（大阪市）

単 2021.10.26 日本クリスチャンアカデ
ミー関西セミナーハウス
（京都市）

単 2021.10.23 オンラインおよび神戸女
学院大学

単 2021.11.27 富田市公民館

単 2021.11.28 オンライン

単 2022.02.0７
2022.02.21

西宮市立子育て総合支
援センターあおぞら館

単 2022.02.23 オンライン

共 2022.03.13 オンライン

共 2021.09.05
2022.03.19

オンライン

国名

アメリカ

関西大学心理臨床研修会 内容/CAREによる養育者支援（講師）。
主催/関西大学心理臨床研究会。

大阪府臨床心理士会研修会 内容/養育者支援-PCITの実際-（講師）。
主催/大阪府臨床心理士会

JCM西日本リーダーシップコース 内容/職場のメンタルヘルス（講師）。主催
/JCM金属労協

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

西宮市立子育て総合支援センター研修会
（計2回）

内容/事例検討会（遊戯療法と親面接）計2
回（講師）。/主催/西宮市立子育て総合支
援センター

CARE-JapanインターネットCARE専門家ワー
クショップ

内容/オンラインによるCARE専門家ワーク
ショップ（講師・オンライン実践の企画・運
営）。主催/CARE-Japan。

統合的心理療法セミナー 内容/親子相互交流療法の実際（講師）。
主催/関西カウンセリングセンター。

インターネットCARE専門家向けピアトレーニ
ングワークショップ

内容/インターネットCARE（講師・ファシリ
テーター統括）。主催/神戸女学院大学心
理相談室

CIFカウンセリング研究会例会 内容/グループによる自己理解（講師）。主
催/CIFカウンセリング研究会

新潟県公認心理師会研修会 内容/PCITによる養育者支援（講師）。主催
/新潟県公認心理師会

2018.04-現在 NPO法人大学院連合メンタルヘルスセンター顧問

2018.12-現在 PCIT&CARE関西研究会代表

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

PCIT&CARE関西研究会例会（2回） 内容/PCIT&CARE関西研究会例会の代表
として例会の企画・運営・講師を務めた。主
催/PCIT&CARE関西研究会。

兵庫少年友の会ボランティア（神戸家庭裁判所）の募集・紹介

宝塚市教育センターボランティアの募集・紹介

PCIT-Japan　Webコンサルテーションでの陪席指導（毎週）

PCIT観察用コーディングシステム日本標準化検討チームメンバー

PCIT&CARE関西研究会の統括（組織化、企画運営、情報提供など）

PCIT-Toddlers（乳幼児版PCIT）の心理相談室での実践

その他社会活動上特記すべき事項

2020.04-現在 PCIT-Japan理事

2020.04-現在 CARE-Japan理事

2021.04-現在 西宮市大学交流センター監事

CARE-Japan　CAREファシリテータートレーニング陪席指導

PCITWATトレーニングワークショップ　陪席指導

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

PCIT-Toddlers（乳幼児版PCIT）マニュアル日本語翻訳チームメンバー

PCITイニシャルワークショップ　陪席指導

PCITグループスーパービジョンの実施（毎週）

CAREJapan専門家向けオンラインワークショップの企画運営

PCIT認定資格（認定セラピスト・認定トレーナー資格）取得のための個別スーパービジョン

西宮市大学交流センター運営委員会活動の監査（2021.5.21)

2021.04ｰ現在 PCIT創始者Dr.EybergおよびマスタートレーナーDr.Brestan-Knightとのオンラインでのトレーナーグ
ループコンサルテーション（国内で作業）
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アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ2022.02.12 Dr. McNeil他“PCIT for Older Children”受講（国内で作業）

2021.10.13 Dr. Breatan-Knight“Coaching & Parent Characteristics”受講（国内で作業）

2021.12.04 Dr. Erica Messer他“CARE-ing Virtually During Challenging Times of COVID”受講（国内で作業）

2021.12.04 Dr. Kurtz“PCIT for Selective mutism”（国内で作業）

2021.04.03,05.08
06.05,06.19,07.03
07.17,08.07,08.21
09.04,11.06
2022.01.22,03.26

PCIT-Toddlers開発者　Dr.GirardによるオンラインでのPCIT-Toddlersトレーニングワークショップ事後
スーパービジョンへの参加（国内で作業）
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対象者

Sc106(1), Sc184(1),
Sc285(1), Sc387(1),
BS101(2), ID110(2),
Sc185(2), 演習 I, II,
卒業研究 各受講者

Sc285(1) 受講者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

その他の著作、訳書等

氏名／所属／職名　　　　　三浦　欽也 MIURA Kinya / 心理・行動科学科 / 教授

担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 認知科学概論, 数学入門, IT基礎演習, IT応用演習, プログラミング演習, 人工知能論, 演習 I, 演習 IA, 演習 IB, 演習
II, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研究, 卒業研究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）

教材用サンプルプログラムの追加・改訂 2021.04-2022.01 教材用サンプルプログラムを追加・改訂し
た．

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

e-Learning システム (Moodle) の活用 2021.04-2022.01

学位
工学士, 工学修士, 博士（工学）

専門分野
認知科学

研究課題
感情のモデル化とその応用, 人間らしさの認知の構造に関する研究, 感性の情報化に関する研究

教育活動

教材の提示・学生とのコミュニケーション・
小テスト・定期テストの実施・課題の電子的
な提出等に活用した．

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

本学職員
中高部教職員

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.04 臨床精神医学 50(4)

共 2021.04 J Occup Health
;63(1)

単 2021.12.22 第80回日本公衆衛生学
会

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

担当授業科目（大学）

地域活性化総合実習, 精神疾患とその治療, 健康・医療心理学, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA,演習 IIB, 卒業研究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 吉益　光一 YOSHIMASU Koichi / 心理・行動科学科 / 教授

学位
博士（医学）

専門分野
精神医学

研究課題
精神疾患の疫学

教育活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

産業医として職員のメンタルヘルスケア、復
職についての意見書の作成などを行った。

2021.04-2022.03 相談業務
復職支援

臨床心理基礎実習, 臨床心理学特論, 精神医学特論

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

「ADHDの疫学と病態－成人期の特性を中
心に－」（査読あり）

単著/吉益光一。pp.317-323。

"A cross-sectional study of the association
between effort-reward imbalance and
psychologic distress among Japanese
dietitians"

共著/Yaginuma-Sakurai K, Saito C,
Kasahara Y, Tsuno K, Yoshimasu K,
Tatsuta N, Goto M, Nakai K. e12285.

研究助成金の受給状況

その他の研究発表、演奏

「日本公衆衛生学会モニタリングレポート委
員会精神保健福祉分野活動報告」

単独発表/吉益光一。

その他の著作、訳書等

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

産官学連携の受給状況

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.04-2022.03 日本衛生学会ストレス連携研究会代表世話人

2021.04-2022.03 日本公衆衛生学会モニタリング・レポート委員会委員

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本衛生学会評議員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

2021.04-2022.03 西宮市学校精神保健コンサルテーション医

2021.04-2022.03 和歌山県警察産業医
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

心理・行動科学科の学生

心理学検定を受験する学
生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.26 Frontiers Media SA
『Frontiers in Psychology』
12巻

共 2021.12.20 『神戸女学院大学論集』
68巻2号

共 2021.12.24 『神戸学院大学 心理学研
究』4巻1号

単 2022.03 『消防研修』111巻

共 2021.08.25
-09.01

日本社会心理学会第62
回大会

共 2021.09.01
-09.08

日本心理学会第85回大
会

共 2021.09.01
-09.08

日本心理学会第85回大
会

共 2022.02.12 第4回通信指令シンポジ
ウム「新型コロナ時代の通
信指令－消防の最前線を
担う通信指令のあり方－」

教育活動
担当授業科目（大学）

心理学入門ゼミ, 対人関係心理学, 心理学実験, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研究 A, 卒業研究 B,

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 木村　昌紀 KIMURA Masanori / 心理・行動科学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（人間科学）, 博士（人間科学）

専門分野
社会心理学, 特にコミュニケーションと対人関係の心理学

研究課題

対人コミュニケーションの心理メカニズムに関する研究, 第三者介入による対人コミュニケーション支援に関する研究, 日本人と中国人の
対人コミュニケーションの比較研究, 緊急事態のコミュニケーションに関する研究, コミュニケーションの同期現象

「心理学検定公式問題集2022年度版」の解
説を一部担当

2022.03.18 日本心理学諸学会連合 心理学検定局
（編） (2022).　心理学検定公式問題集
2022年度版　実務教育出版.

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

対人関係心理学研究室のWebサイト運用 2021年度 対人関係心理学研究室のWebサイトを運
用している（http://m-kimura.net/）。サイト
では、研究室で学ぶ研究内容や活動内容
を紹介している。また卒業研究に際して有
用な学外のサイトも紹介している。これによ
り、ゼミ生の教育に役立てるとともに、これ
から専門分野を選択する学科生の検討材
料にしてもらう。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

「通信指令教育における心理学の導入」（査
読なし）

pp.22-33.

「Sorry, Not Sorry: Effects of Different Types
of Apologies and Self-Monitoring on Non-
verbal Behaviors」（査読あり）

共著/Kyoko Yamamoto, Masanori Kimura,
Miki Osaka　10.3389/fpsyg.2021.689615

「119番通報における市民の心理的要因に関
する探索的検討」（査読なし）

共著/木村昌紀, 塩谷尚正, 北小屋 裕。
pp.29-44.

「中国の在留邦人における文化適応課題の
検討―日中文化の相違点の認識に関する
調査から―」（査読あり）

共著/毛 新華, 清水 寛之, 木村 昌紀。
pp.33-42.

「日本人と中国人はおしゃべりでいかに関わ
るのか?－日本人学生と中国人留学生による
情緒志向的会話の実験的検討－」

共同発表/木村昌紀, 毛 新華, 小林 知
博。

「日本人と中国人はどのように討議的コミュニ
ケーションを行うのか?－日本人大学生と中
国人留学生による討議の実験的検討－」

共同発表/木村昌紀, 毛 新華, 小林 知
博。

「中国の在留邦人の文化適応課題に関する
探索的調査」

共同発表/毛 新華, 清水寛之, 木村昌紀

学会発表

「『出来ますか?落ち着いて119』講習会－迅
速で適正な119番通報普及への挑戦－」

共同発表/若林秀昭, 木村信広, 阪上哲
也, 河合信二, 阪木直也, 松浦治人, 木村
昌紀

その他の研究発表、演奏
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単 2022.03 『集結から結束へ・10年目
の新たな出発－泉州南消
防組合業務実績記録集
－』泉州南消防組合

代分
の別

支給額 支給年度

代 0千円 2021年度

分 450千円 2021年度

分 120千円 2021年度

分 100千円 2021年度

代 500千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.07.07 大阪府消防学校

単 2021.12.03 岡山県消防学校

単 2021.12.20 兵庫県広域防災セン
ター・兵庫県消防学校

単 2022.01.12 秋田県庁・災害対策本部

単 2022.03.10 神戸市役所危機管理棟

単 2022.03.14 神奈川県総合防災セン
ター・消防学校

国名

研究助成金の受給状況

日本人と中国人の異文化コミュニケーションに関す
る実験社会心理学的研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

解読力を測定する日本人用課題遂行型テストの開
発

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

有識者からのメッセージ pp.6

その他の著作、訳書等

中国在留邦人の文化適応支援に関する心理学的
研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

対人感情制御における感情表出の機能的役割の
解明

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

産官学連携の受給状況

教育・学術研究助成のための寄附 富士通株式会社　先端融合技術研究所

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

兵庫県広域防災センター・兵庫県消防学校
令和3年度特別教育「通信指令科」

内容/兵庫県下の消防職員の通信指令員
を対象にして「通信指令科－通信指令と心
理学」をテーマに研修講師を担当した。主
催/兵庫県消防学校。

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2019.06-現在 日本感情心理学会・「感情心理学研究」編集事務局長

学外機関委員等

学会役員

就任期間 学会役員名

大阪府消防学校　第148回特別教育通信指
令研修　「緊急通信の心理学 －通信指令業
務教育における心理学の導入－」

内容/大阪府下の消防職員の通信指令員
を対象にして「緊急通信の心理学 －通信
指令業務教育における心理学の導入－」
をテーマに研修講師を担当した。主催/大
阪府消防学校。

岡山県消防学校　消防職員特別教育第1回
通信指令研修 　「通信指令と心理学」

内容/岡山県下の消防職員の通信指令員
を対象にして「通信指令と心理学」をテーマ
に研修講師を担当。主催/岡山県消防学
校。

就任期間 機関名・委員名・役職名

秋田県総合防災課　令和3年度通信指令員
教育研修会　「通信指令コミュニケーションス
キル」

内容/秋田県下の消防職員の通信指令員
を対象にして「通信指令コミュニケーション
スキル」をテーマに研修講師を担当した。
主催/秋田県総合防災課。

神戸市消防局　安全衛生管理教育リーダー
研修　「災害現場における活動隊員の心理」

内容/神戸市消防職員の方（対面研修16
名、各署所Web受講者192名）を対象に、
「災害現場における活動隊員の心理」を
テーマに研修講師を担当した。主催/神戸
市消防局。

神奈川県総合防災センター・消防学校　令
和3年度　神奈川県消防学校　消防職員特
別教育　通信指令員研修　「通信指令業務
教育における心理学の導入」

内容/神奈川県消防職員の通信指令員の
方を対象に、「通信指令業務教育における
心理学の導入」をテーマに、研修講師を担
当した。主催/神奈川県消防学校。

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項
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対象者

博士後期課程在籍生

博士前期課程在籍生

「演習I」履修者

「演習I」「特別研究」履修
者

「演習I」「臨床心理特別研究」でのグループ
ワーク

2021.04-2022.03 研究発表やディスカッションという形での交
流とは別の形で、ゼミ生同士の相互交流を
図る目的で、半期に1～2回程度、グループ
ワークをゼミ内で取り入れている。具体的に
は、箱庭療法の一技法であるグループ箱
庭（グループメンバーで1つの箱庭作品を
作り上げる中でのダイナミズムを体験するも
の）や、ミソドラマ（物語を途中まで口頭で
読み聞かせたところで止め、続きを考え、
日常生活を送る上でのヒントを得るワーク）
などを行っている。2020年度以降はコロナ
下で方法的な修正を行い実施しているが、
自分では思いつかない発想や普段は互い
に見せていないパーソナリティの側面に触
れる機会となり、学生にとって、他者との新
鮮な出会いの場となっているように思われ
る。

大学院生（博士前期課程）の面談指導 2021.04-2022.03 博士前期課程のゼミ生(3名)に対して、個
別に定期的な面談指導を行った(月1回程
度)。修士論文作成のための研究指導、助
言、事例論文の作成指導等を個別にきめ
細やかに行った。

「演習I」でのグループ研究 2021.04-2022.03 4年次に各自が取り組む「卒業研究」を意
識し、3年次後期のゼミでは、教員の指導
の下、数人のグループ単位での研究に取り
組んでいる。アンケート調査を行いデータ
を集計、分析してプレゼンテーションを行
い、レポートにまとめるという一連の取り組
みを行うことで、心理学の研究方法を身に
付けてもらうことを目的としている。この時期
のグループ研究を元に、各自が4年次での
卒業研究のテーマに繋げていくケースも多
く、卒業研究を行う上でのステップとして教
育的効果を上げていると思われる。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

大学院生（博士後期課程）の研究指導 2021.04-2022.03 博士後期課程の院生(1名)に対して、研究
論文指導や調査研究実施にあたっての助
言・指導、学会発表の準備の指導、臨床実
践に関する相談等、個別に面談を行い指
導やフォローを行った。(1回あたり90～120
分、月1～2回程度）)コロナ下ということもあ
り、定期的にオンラインも積極的に取り入れ
て面談を行った。

教育活動
担当授業科目（大学）

心理学入門ゼミ, 臨床心理学概論, 臨床心理学, 臨床子ども学, 心理演習(実習を含む), 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研
究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）

人間科学合同演習 I, 人間科学合同演習 II, 臨床心理基礎実習, 臨床心理実習 I(心理実践実習 II), 臨床心理実習 II, 心理実践実習
I, 心理実践実習 III, 臨床心理地域実践実習 III(心理実践実習 VI), 臨床心理地域実践演習(心の健康教育に関する理論と実践), 臨床
心理面接特論 II, 臨床心理学特別研究 I, 臨床心理学特別研究 II, 臨床心理査定演習 I(心理的アセスメントに関する理論と実践), 臨
床心理査定演習 II

氏名／所属／職名　　　　　 須藤　春佳 SUDO Haruka / 心理・行動科学科 / 准教授

学位
学士（教育学）, 修士（教育学）, 博士（教育学）

専門分野
臨床心理学

研究課題
青年期の友人関係（発達的変遷とその問題）, 遊戯療法の実践教育と事例研究, 子育て支援の実践と研究
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博士前期課程2年生

同科目受講生

同科目受講生

博士前期課程1年生

博士前期課程1年生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.06 神戸女学院大学研究所
『神戸女学院大学論集』
68巻1号

1.「“親子関係の友だち化”の検討　－青年
期女子の母娘関係と自尊感情を通して」

pp.77-90。

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

「臨床心理査定演習（WISC知能検査担当）」
での外部対象者に依頼しての検査体験の実
践を取り入れた演習

2021.05-2021.08 臨床現場で使われる頻度の高い、知能発
達検査WISCを学ぶ上では、理論的な背景
だけでなく実際の検査法を体得してもらうこ
とが重要となる。授業では、臨床現場の事
例を素材とした課題事例をもとに所見作成
を学ぶとともに、毎年、外部の対象者(5歳
～16歳)に依頼して個別に検査を実施し、
「検査実施→結果の整理と分析→所見の
作成→フィードバック」という一連の流れを
教員の指導の下、受講生に経験させてい
る。被検者は相談機関に訪れる来談者で
はないが、この一連の検査体験を通して、
受講生は、検査実施に当たって必要となる
心構えや検査態度、検査後のフィードバッ
クの際に求められるもの等を体験的に学ぶ
ことができている。

「臨床心理面接特論」でのロールプレイを用
いたプレイセラピーの実践実習

2021.09-2022.01 本授業では、子どもを対象とした心理的援
助の技法である「プレイセラピー(遊戯療
法)」を実践する上での初学者に向けた体
験的実習を行っている。言葉だけではな
い、非言語的な感覚にも開かれ対応してい
くことが求められる技法であり、ロールプレ
イを行い、セラピストとしてどのように振る舞
うのが専門家として「寄り添う」姿勢になるの
かを検討する。ロールプレイの様子をビデ
オ録画することで、自身の立ち居振る舞い
を振り返り、受講生同士や教員からの
フィードバックを得て、自身の特徴に気づく
体験が初心の者にとって貴重な体験となっ
ていると思われる。

「臨床心理学概論」「心理学入門ゼミ」の工夫 2021.04-2021.08 コロナ対応のため、全面的にオンライン・オ
ンデマンド型の講義プログラムを作成した。
受講生が動画を視聴し自力で理解できるよ
うに視覚的資料作成したり、動画視聴も取
り入れながら、講義内容を理解できるように
工夫して教材を作成しMoodle上に掲示し
た。

「みつば会」(大学院卒業生、修了生、大学
院生の合同事例検討会)のオンライン開催の
運営の指導

2021.04-2021.08 本学卒業生と院生の合同事例検討会であ
る「みつば会」開催が、感染拡大防止の観
点から、従来は対面形式で行われていた
が、2021年度は初めてオンラインを用いて
行うこととなった。運営に当たり、事前準備
(オンライン開催の留意点の周知)、資料提
示の方法、当日の運営進行、また「臨床心
理士」の研修会申請等も含む新しい試み
を、心理相談室の室長として、係の院生た
ちに助言指導を行い、運営をサポートし
た。総勢50名の参加者が参加する盛大な
会となり、卒業生と現役生の交流の場の提
供が実現できた。

「臨床子ども学」授業内容の工夫 2021.09-2022.01 コロナ対応のため、全面的にオンライン・オ
ンデマンド型の講義プログラムを作成した。
受講生が動画を視聴し自力で理解できるよ
うに視覚的資料作成したり、動画視聴も取
り入れながら、講義内容を理解できるように
工夫して教材を作成しMoodle上に掲示し
た。
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共 2021.10.23 日本青年心理学会第29
回大会、Zoomによるオン
ライン開催

単 2021.05.03 日本遊戯療法学会第26
回大会、龍谷大学、オン
ライン開催

単 2021.08.22 1.(セミナーでの事例発表)
「20代女性の事例で実施
した言語連想検査レポー
ト」

単 2021.08.06 日本ユング心理学研究所
主催グループスーパービ
ジョン(講師:河合俊雄)で
の事例発表、オンライン
(Zoom)

単 2021.04.17 日本ユング心理学研究所
主催グループスーパービ
ジョン(講師:河合俊雄)で
の事例発表、オンライン
(Zoom)

単 2021.10.14 日本ユング心理学研究所
主催グループスーパービ
ジョン(講師:河合俊雄)で
の事例発表、オンライン
(Zoom)

単 2021.06 金剛出版、『精神療法』第
7巻第3号

代分
の別

支給額 支給年度

その他の著作、訳書等

(海外文献抄録)「トラウマ、無垢とセルフケア
システム:箱庭療法のための示唆」Trauma,
innocence and the self-care system:
Implication for sandplay therapy、Jouｒna of
sandplay therapy 28(1),pp.7-32.2019

(pp.411-412)　本稿は、著者であるFreedle
の事例にユング派分析かであるKalshedが
コメントする形で、トラウマ生存者に対する
箱庭療法を論じている。セラピーを通して、
箱庭が魂を活性化させ無意識を開く媒体と
して働き、解離的な防衛によって引き起こさ
れた「膠着した場所」を開くこと、トラウマ生
存者は癒しが生じるために語られなくては
ならない物語が、砂の中では前言語的に
表れることが可能になり、患者たちの失わ
れた無垢さが戻り、生き生きした子どもの自
己が再び生き始めることが示された。

産官学連携の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

研究助成金の受給状況

3.(事例検討会での事例発表)「20代女性の
事例」

筆者が臨床場面で携わっている20代女性
の事例を発表し、心理臨床の専門家で構
成されるグループでの検討・討議が行われ
た。討議では、言語的やりとりをはじめ、描
画や箱庭を通したクライエントの見立て、セ
ラピストの関わり方、今後の家族全体を含
めた援助指針について、ディスカッションが
行われた。

4.(事例検討会での事例発表)「30代女性の
事例」

筆者が臨床実践において携わっている30
代女性の事例を発表し、心理臨床の専門
家で構成されるグループでの検討・討議が
行われた。討議では、夢や描画、箱庭を含
む事例全体を通したクライエントの見立て、
セラピストの関わり方、今後の援助指針に
ついて、ディスカッションが行われた。

その他の研究発表、演奏

1.(セミナーでの事例発表)「20代女性の事例
で実施した言語連想検査レポート」

言語連想検査の解釈及び臨床的有用性を
検討するためのセミナーにおいて、筆者が
臨床現場で関わっている事例の発表を
行った。具体的には、事例のプロセスの中
で言語連想検査を行い、その結果を量的、
質的にまとめ、考察を行うレポートを作成
し、セミナーにおいて発表した。　セミナー
では、連想検査の結果から浮かび上がるク
ライエント像についてのディスカッションが
行われ、それに基づき、今後どのようにセラ
ピストとして関わることが求められるかにつ
いて検討された。

2.(事例検討会での事例発表)「20代女性の
事例」

筆者が臨床場面で携わっている20代女性
(大学生)の事例を発表し、心理臨床の専門
家で構成されるグループでの検討・討議が
行われた。討議では、クライエントの見立
て、セラピストの関わり方、今後の指針につ
いてのディスカッションが行われた。

「大学生における，LINE上のやりとりで生じる
気持ちと友人関係との関連について」

共同発表/白畑眞緑、須藤春佳

(学会発表の司会)日本遊戯療法学会第26回
における研究発表（前原たま枝氏『掴みどこ
ろのない不安を持つ6歳男児のプレイセラ
ピー』）での司会担当

(大会発表論文集 pp.24)日本遊戯療法学
会第26回大会における研究発表B『掴みど
ころのない不安を持つ6歳男児のプレイセ
ラピー』(発表者：前原たま枝氏)の演題にお
ける司会を行った。当日はオンラインでの
発表形式で行うこととなり、発表者、指定討
論者(黒川嘉子氏)、司会の3者でのオンラ
インビデオミーティング形式での事例検討
会を行い、活発な議論を行った。

学会発表
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単共
の別

年月 場所

単 2021.08.04 2021年度神戸女学院大
学大学院心理相談室
ウィーク企画講演会、オン
ライン配信にて実施

国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-2022.03　心療内科での心理士としての心理臨床活動、民間の心理教育センターでの心理師としての心理臨床活動(業務委託)

その他社会活動上特記すべき事項

2021.04-2022.03 特定非営利活動法人　大学院連合メンタルヘルスセンター　理事

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

（講演会）「友だち親子を考える」 本講演会では、思春期女性の心理的親離
れと自立のテーマについて、最近の傾向を
取り上げながら検討した。最近は母親と親
しい関係が続く「友だち親子」とも呼ばれる
現象が指摘されている。この傾向は筆者が
2020年に実施した調査結果においても支
持されていて、親子関係の‟友だち化”と言
える現象には様々に問題があると考えられ
るが、後半では、娘の母からの分離はどの
ようにして進むのかについて具体例を挙
げ、女性にとっての自分作りとは、祖母や
母方のルーツとの繋がりを持つなど、母娘
関係を超えたものとの出会いが重要となる
のではないかとの提言を行った。

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.12.-2022.03 日本遊戯療法学会　災害・危機支援委員会委員

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

産官学連携の受給状況

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

学術論文

学会発表

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

臨床心理基礎実習, 臨床心理実習 I(心理実践実習 II), 臨床心理実習 II, 臨床心理地域実践実習 I(心理実践実習 IV), 臨床心理地域
実践実習 III(心理実践実習 VI), 臨床心理面接特論 I(心理支援に関する理論と実践), 臨床心理学特別研究 I, 臨床心理査定演習 I(心
理的アセスメントに関する理論と実践), 臨床心理査定演習 II

氏名／所属／職名　　　　　鶴田　英也 TSURUTA Hidenari / 心理・行動科学科 / 准教授

学位
学士（文学）, 修士（教育学）

専門分野
臨床心理学

研究課題
バウムのコスモロジーをめぐる研究, イメージの心理臨床, 心理療法のプロセス

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 臨床心理学概論, 臨床心理学, イメージの心理臨床学, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研究 A, 卒業研究
B,

担当授業科目（大学院）

-108-



対象者

大学院生、実習指導者

大学院生

大学院生

大学院生

大学院生、大学院修了生

学部ゼミ生

大学院生、地域

大学院授業「臨床心理地域実践実習 I・II」
における事後指導

2021.04-2022.03 上記の実習と同じ週に、学内で継続的に、
グループでの事後指導を行った。
実習生の不安やリアリティショックを表出
し、グループ内で共有し、受け止められるよ
う、主体的に語ることを求めた。そうした中
で、臨床家としての姿勢や倫理、他職種と
の協働、見立てや心理検査のフィードバッ
クの仕方など、実際的かつ実践的な姿勢を
滋養するよう努めた。適宜、実習記録の書
き方や、言葉遣いなども指導した。

大学院授業「臨床心理地域実践実習 I・II・
III」報告会における指導

2022.03.04 学外実習での成果を、修士2回生が教員お
よび修士1回生および来年度大学院進学
が決まっている学生の前で発表する報告
会である。その形式や内容について、指導
を行った。
また発表会の運営準備に携わり、報告会に
おいても適宜コメントした。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

大学院授業「臨床心理地域実践実習 I・II」
における実習先訪問(巡回指導)

2021.04-2022.03 公認心理師養成カリキュラムにおける本授
業では、公認心理師法により5回に1回の巡
回指導が義務付けられている。
また、初心の臨床家にとって、学外での実
習は非常に負担の大きい体験であり、実習
指導者との連絡調整を密に行い、各種の
問題を回避することは必須である。実習生
の現場での適応や学習状況をフォローし
た。

ゼミにおける卒業論文構想発表会および完
成報告会

2021.06.23
2022.01.12

ゼミにおいて、前期に1回および後期に1
回、3年生と4年生の合同授業とし、4生の
卒業論文の構想や完成の発表会を行って
いる。PowerPointでの発表や質疑応答を通
して、ゼミメンバー各自の問題意識や研究
結果をゼミで共有し、学びを深めていく。3
年生にとっては卒論執筆のモチベーション
が高まり、4年生には自分の研究を俯瞰的
に捉える良い機会となっている。

大学院「心理相談室ウィーク」の実施 2021.07.29-08.04 大学院心理相談室による無料相談と講演
会および大学院生への指導。

大学院授業「臨床心理地域実践実習 I・II」
における事前指導・オリエンテーション

2022.02-03 学外実習の各領域（医療、福祉、教育、司
法、産業）の特徴や社会的役割などについ
て学ばせ、実習先への挨拶・訪問を引率し
た。

大学院事例検討会「みつば会」への参加、
指導

2021.07.10 大学院生と修了生、学外のコメンテーター
による事例検討会への参加と臨床指導。

教育活動
担当授業科目（大学）

心理実習, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）

臨床心理基礎実習, 臨床心理実習 I(心理実践実習 II), 臨床心理実習 II, 臨床心理地域実践実習 I(心理実践実習IV), 臨床心理地域
実践実習 II(心理実践実習V), 臨床心理学特別研究 I, 臨床心理学特別研究 II

氏名／所属／職名　　　　　若佐　美奈子 WAKASA Minako   / 心理・行動科学科 / 准教授

学位
学士（人間科学）, 修士（人間科学）, 博士（教育学）

専門分野
臨床心理学, 精神分析学, 発達心理学, 臨床実践指導学

研究課題

精神分析的心理療法の臨床実践と研究, 自閉症スペクトラム障害をもつ子どもの親の援助, 医療領域における精神分析の応用, 臨床心
理スーパーヴィジョンの在り方
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大学院生

大学院生

大学院生(M1)

大学院生（M2）

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.04.09 金剛出版

単 2021.04 岐阜大学心理教育相談
研究　第20号

単 2022.03.31 神戸女学院大学大学院
人間科学研究科心理相
談室紀要　第22号

単 2021.11.05
-07

第67回日本精神分析学
会（オンライン）一般演題

単 2021.05.23 2021年度　Post-Graduate
精神分析セミナー

単 2022.01.23 2021年度　Post-Graduate
精神分析セミナー

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.05.24 Vimeo配信子どものこころの声を聴くこと 内容/「子どもの精神分析的セラピストにな
ること」刊行記念オンラインイベント。
主催/金剛出版

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

「ナルシシズム患者のhere and now感覚と治
療者の心火」

事例発表

「試論:失敗に気づく瞬間とセラピストのこころ
の層」
（講義シリーズ）分析過程を学ぶ:失敗の経験
を踏まえて

論文構想発表

大学院生から心理臨床家へと“変態”する条
件
―事後指導で「語る」こと、事例論文を「書く」
ことを通して「考える」―

内容/大学院生が、臨床におけるリアルな
体験を「語る」ことと「書く」ことを遠し、専門
家として「変態」するプロセスを描写し、その
条件について考察した。pp.3-9

「ナルシシズム患者のhere and now感覚と治
療者の心火」

学会発表

その他の研究発表、演奏

子どもの精神分析的セラピストになること　実
践と訓練をめぐる情動経験の物語

共著/木部則雄・平井正三監修、吉沢伸
一・松本拓真・小笠原貴史編著。第11章、
第14章、第16章執筆。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

大黒柱を失った家族の傷の深さ　―精神分
析的視点から―

中村祐香里氏「自分の弱さを認めることで
子を受け容れた女性の事例」へのコメント。
pp.97-100。

認知機能検査勉強会 2022.03.16 認知機能検査MMSEを用いて、大学院生
同士でロールプレイ体験を授業外で行い、
その実施法について教授した。

知能検査勉強会 2022.03.16 知能検査用具WISC-IVを用いて、大学院
生同士のロールプレイ体験を、授業外で行
い、その実施法について教授した。

大学院授業「臨床心理地域実践実習 I・II」
における新規実習開拓

2022.02.16 2022年度より大学院実習が開始される洛
和会音羽病院臨床心理部にご挨拶に伺
い、今後の実習について、事前に調整を
行った。

精神分析研究会　事例検討会 2022.02.22 被虐待児のプレイセラピーについて、事例
検討会を行った。
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単 2021.08.28 オンライン

単 2021.11.13 オンライン

共 2022.03.13 オンライン

国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-2022.03　西天満心理療法オフィスにて、臨床活動

2021.04-2022.03　渡辺カウンセリングルームにて、臨床活動

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

青年期の精神分析的心理療法
（精神分析入門セミナー講義）

内容/臨床心理の専門家を対象とし、現代
青年(Z世代)のメンタリティが、抑圧から発
散へと移行していることを中心に、精神分
析理論を用いて、その心のありようについ
て、講義した。
主催/NPO法人　子どもの心理療法支援会

ワンデイセミナー
あなたの心理臨床における「コンテイニング」
とは

内容/メイン講師・精神分析家で京都大学
名誉教授の松木邦裕氏とともに、「コンテイ
ニング」とは何かを、臨床心理の専門家対
象のセミナーで講義およびディスカッション
を行った。
主催/NPO法人女性心理臨床ラボ

東京大学　文部科学省課題解決型高度医
療人材養成プログラム
C-1　職業架橋型コース講義
「力動的視点を非精神分析的ケア場面に適
用する」

内容/「トラウマに配慮して援助できる」「当
事者と共同創造できる」「これらの実現のた
め組織の治療文化を変革できる」ことを目
標とした職業・地域架橋型―価値に基づく
支援者育成」（2018-2022年）のTic-pocプ
ログラムにおけるC-1コースにおいて、精神
分析的アプローチを医療ケアに応用する
方法についての講義を行った。
主催/東京大学医学部附属病院
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.06.20 交通安全教育7月号
（No.663）

単 2022.03.31 ヒューマンサイエンス25号

共 2021.
09.01-08

日本心理学会第85回大
会，明星大学Web開催

共 2021.
09.01-08

日本心理学会第85回大
会，明星大学Web開催

共 2021.
09.01-08

日本心理学会第85回大
会，明星大学Web開催

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.09.02 Web

学位
学士（文学）, 修士（心理学）, 博士（心理学）

専門分野
認知心理学

研究課題
ジェンダー意識の発達，子どもの貧困と発達の問題

教育活動

認知心理学特論

氏名／所属／職名　　　　　 矢野　円郁 YANO Madoka / 心理・行動科学科 / 准教授

担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 知覚・認知心理学, 認知心理学, 心理学入門ゼミ, 演習 IA, 演習 IB, 演習 IIA, 演習 IIB, 卒業研究 A, 卒業研究 B

担当授業科目（大学院）

その他の著作、訳書等

化粧は誰がすべきか? 共同発表/山下海，矢野円郁

マインドフルネストレーニングが内受容感覚
及び抑うつ傾向に及ぼす影響

共同発表/生田あやめ，矢野円郁，佐々木
淳

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

幼児期から可能なストループ課題の検討―
アンパンマン上下ストループ課題の考案―

pp.45-48

学会発表

接客業に化粧は必要か? 共同発表/矢野円郁，藤岡茉央

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他の研究発表、演奏

意外と“難しい”自転車の交通ルール　～安
全教育は地域の力で～

pp.6-13

学術論文

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

自転車の安全利用を促進するために　～ボ
ランティア活動の意義～

令和3年度　交通ボランティア等ブロック講
習会　近畿ブロック．主催/内閣府．

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2014.05-現在 日本交通心理学会　国際交流委員会・委員

学会役員

就任期間 学会役員名

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2014.08-現在 JAF兵庫支部交通安全実行委員会・常任委員

2021.04-2022.03 吹田市自転車利用環境整備計画会議・委員

その他社会活動上特記すべき事項
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

講座名、講演タイトル 概要

期間 概要

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

学術論文

学会発表

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

氏名／所属／職名　　　　　 宮脇　英子 MIYAWAKI Eiko / 心理・行動科学科 /専任講師

学位
学士(文学), 修士(学術)

専門分野
社会福祉学

研究課題
精神保健福祉, ソーシャルワーク

教育活動
担当授業科目（大学）

精神保健学, 現代の精神保健の課題と支援, 精神保健福祉援助実習指導 II, 精神保健福祉援助実習, 精神保健福祉援助演習(専門)
I, 精神保健福祉援助実習指導 I, 精神保健福祉援助演習(専門) II, 演習 IＡ, 演習 IＢ

担当授業科目（大学院）
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対象者

新入生

全学

全学

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名　　　　　出口　弘 DEGUCHI Hiroshi / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
工学士, 工学修士, 工学博士

専門分野
計算機工学

研究課題
授業支援システム, マルチメディア教材開発

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 数学入門, IT基礎演習, 解析学基礎, 情報科学入門, 演習 I, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

2021年度夏ITシステムリプレース 2021.04-2022.03 業者打合、導入準備、導入、検証、説明会

Sc科目用授業支援システム更新 2021.09- リプレース後の新システムに対応

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

オンラインITオリエンテーションの実施 2021.04 コロナ禍で超時短で実施した対面オリエン
テーションをMoodleコースを作成して補足
した

その他の著作、訳書等

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

学会発表

その他の研究発表、演奏

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.09 神戸女学院大学論集第
68巻

共 2022.03 神戸女学院大学論集第
68巻

共 2021.08 Sciensfic reports, 11,
16830,　2021

共 2021.06.01
-03

第29回環境化学討論会

共 2021.06.01
-03

第29回環境化学討論会

共 2022.03.16
-18

第56回水環境学会

代分
の別

支給額 支給年度

分 100千円 2021年度

環境科学特論 II, 環境科学演習 I(C), 環境科学特別研究 I

氏名／所属／職名　　　　　 張野　宏也 HARINO Hiroya / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
工学士, 工学修士, 博士（農学）

専門分野
環境化学

研究課題
化学物質の環境中での動態, 環境汚染物質の微生物への影響評価, 環境汚染物質の処理

教育活動
担当授業科目（大学）

プロジェクト B(I), 環境科学概論, 環境科学, 環境科学基礎実習(講義を含む), 環境科学実習(講義を含む), 演習 I, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

「Environmental DNA preserved in marine
sediment for detecting jellyfish blooms after
a tsunami」（査読有り）
」

共著/Mizuki Ogata、 Reiji Masuda1、
Hiroya Harino3、 Masayuki K. Sakata、
Makoto Hatakeyama、
KatsuhideYokoyama、YohYamashita、
Toshifumi Minamo

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

「水中に溶解している窒素、リンおよびネオニ
コチノイド系農薬の水生植物への吸収（査読
なし）

共著/張野宏也、辻本絢香、津村沙也香、
八束絵美。pp1-14。

「容器、ラップ、ビニール袋およびペットボト
ルから蒸留水へのビスフェノールAの溶出」
（査読無し）

共著/鈴木ありさ、平野まなみ、岩本尚子、
唯、仁美、川瀬美桜、張野宏也。pp79-89。

学会発表

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

「アルテミアArtemia salinaにおける船底防汚
物質の毒性に対する塩分の影響」

共同研究発表/南後栄和、張野宏也、大地
まどか。

「海水におけるDiuronの光分解に対する懸
濁物質の影響」

共同研究発表/髙橋隆平、張野宏也、大地
まどか。

「沿岸域と河川域における非フタル酸エステ
ル系可塑剤の汚染実態」

共同研究発表/鈴木ありさ、張野 宏也、大
地 まどか、佐々木 礼子、吉田 博昭、川合
真一郎。

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

船底防汚物質の環境動態および生物影響に関する
研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

2021.04-2022.03 日本水産学会シンポジウム企画委員

2021.04-2022.03 日本環境化学会幹事

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本分析化学会近畿支部幹事
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単共
の別

年月 場所

単 2021.06.17 神戸シルバーカレッジ

国名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

神戸シルバーカレッジ　化学物質を上手くつ
きあうには

2021.04-2022.03 吹田市環境影響評価審査会　委員

2021.04-2022.03 武庫川流域圏ネットワーク　幹事

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2021.04-2022.03 西宮市環境計画推進パートナーシップ会議　委員

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

1年生,2年生の担当学生

3年生,4年生の担当学生

4年生ゼミ生

環境社会学の受講者

クローバーゼミの受講者

卒業研究の受講者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.09.20 日本理科教育学会全国
大会論文集第19号

単 2021.08.20 日本科学教育学会論文
集45

共 2021.02.01
-05

IOSTE2020，Kyungpook
National University,
Daegu, KOREA（オンライ
ン）

単 2021.07.05
-09

6th International STEM in
Education Conference,
University of British
Columbia, Vancouver;
Canada

単 2021.12.17 『学報』，No.193, 神戸女
学院大学

代分
の別

支給額 支給年度

代 3,300千円 2021年度

留学報告：「コロナ禍での留学を終えて」 p.11

その他の著作、訳書等

SDGs世代市民のバイオリテラシーを育成する生物
多様性教育プログラムの開発と評価

日本学術振興会研究費補助金基盤研究(B)

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

Exploring Non-Science Undergraduate
Students’ Thoughts on End of Life Issues: A
Pilot Study for the Development of a First-
Year Students’ Life Education Program

共同発表/大貫麻美。Presentation
ID149(https://conf.ioste2020korea.kr/cms
/index.php/2021/02/01/ioste2020_op_149
/)

Effect of Kamishibai on people’s awareness
of biodiversity conservation: An empirical
study of a teaching material developed with
a zoo animal motif

 proceedings p.572

学会発表

女子大学生向け生命倫理教育テーマに関
する検討：「終末期に望むこと」の特質

共同発表/大貫麻美。p.305

カナダBC州におけるネイチャートレイルを事
例とした自然体験を促す環境に関する一考
察

pp.617-620

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

卒業研究における博学連携(共同研究)の遂
行

2021.10−2022.03 卒業研究に取り組む学生への体験的学び
を促進するため。地域施設（動物園）との共
同による研究実施に取り組んだ。

アクティブラーニングとポートフォリア評価の
工夫

2021.10−2022.03 作品づくりを取り入れた授業の工夫を行っ
た。

アクティブラーニングとポートフォリア評価の
工夫

2021.10−2022.03 作品づくりを取り入れた授業の工夫を行っ
た。

アカデミックアドバイザーとしての修学アドバ
イス

2021.10−2022.03 対面で修学状況の確認と面談を行った。

ケアの必要な学生に対するサポート 2021.10−2022.03 障害をもつと思われる学生へのサポートを
学生生活支援センターとの共同で行った。
経緯を学科会議で報告した。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

アカデミックアドバイザーとしての修学アドバ
イス

2021.10−2022.03 メールとZoomによる個別面談を行った。

教育活動
担当授業科目（大学）

クローバーゼミ, 理科教育法 IV, 環境社会学, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　三宅　志穂 MIYAKE Shiho / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
教育学士, 修士（学術）, 博士（学術）

専門分野
環境社会学, 科学教育

研究課題
環境理解を促進する地域コミュニティの形成と発展プロセス, 持続可能な社会構築に向けた科学リテラシー教育の展開
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代 1,531千円 2021年度

分 280千円 2021年度

分 0千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

国名

カナダ

備考：
2020.0

海外留学2020.09-2021.08

2021.04.01-08.31 Visiting ProfessorとしてUBCに留学し研究活動を行った

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

Visiting ProessorとしてカナダUBCに留学 2021.04-08 Visiting ProessorとしてカナダUBCに留学滞在した

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

2021.09-2022.03 日本理科教育学会・理事

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本科学教育学会・代議員

産官学連携の受給状況

SDGs達成に向けたESD（持続可能な開発のための
教育）の教師教育の先端拠点形成

日本学術振興会

(繰越)未来を生きる女子の生命観と自己決定力を
育む生命科学教育研究～私立学校を事例として

日本学術振興会研究費補助金基盤研究(B)

(繰越)環境先進国の自然系博物館・動物園から探
る生物多様性教育の効果的展開を実現する要件

日本学術振興会研究費補助金基盤研究(B)
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対象者

環境・バイオサイエンス
学科1年生

環境・バイオサイエンス
学科1年生

環境・バイオサイエンス
学科2年生

主に全学1年生

主に環境・バイオサイエ
ンス学科2年生

環境・バイオサイエンス
学科3年生(教職課程履修
者)

環境・バイオサイエンス
学科4年生

環境・バイオサイエンス
学科4年生

氏名／所属／職名　　　　　中川　徹夫 NAKAGAWA Tetsuo / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
農学士, 理学修士, 博士（学術）

専門分野
理科教育, 化学教育, 物理化学，溶液論

研究課題
マイクロスケール実験に関する教材開発・改良と授業実践, 分子性溶液内の溶質-溶媒相互作用, 物理学および化学に関するリメディア
ル教育

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

1年生担当学生主事 2021.04-2022.03 1年生担当学生主事として，フレッシュマン
キャンプ、学期当初の登録ガイダンスを実
施した。また、休学・退学予定者に対する
Zoomによる面談や保護者への連絡も実施
した。

教育活動
担当授業科目（大学）

理科教育法 I, 理科教育法 II, 化学入門, 物理学概論, 化学概論, , 物理学実習(講義を含む), 教育実習 I, 教職実践演習(中・高), 地域
活性化論, 地域活性化総合実習, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

化学入門
文系のための化学入門

202１.04-07 すべて遠隔（Moodleによるオンデマンドま
たはZoomによるオンライン）で実施した。授
業資料を作成し，Moodleコースにアップ
ロードした。随時、授業内容に関連した問
題演習を取り入れ、学習者の理解の定着を
図った。テキストとして、これまでの講義原
稿をまとめて執筆した自書「化学の基礎」
(化学同人)を用いた。

物理学概論 202１.04-07 対面および遠隔(Zoomによるオンライン)で
実施した。授業資料を作成し、Moodleコー
スにアップロードした。随時問題演習を導
入し、学習者の理解の定着を図った。

1年生アカデミックアドバイザー 2021.04-2022.03 アカデミックアドバイザーとして、環境・バイ
オサイエンス学科1年生に、学期当初に履
修カルテに基づき指導した。

2年生アカデミックアドバイザー 2021.04-2022.03 アカデミックアドバイザーとして、環境・バイ
オサイエンス学科2年生に、学期当初に履
修カルテに基づき指導した。

理科教育法I 202１.04-07 対面および遠隔(Zoomによるオンライン)で
実施した。授業資料を作成し、Moodleコー
スにアップロードした。板書およびパワーポ
イントを使用した高等学校理科に関する模
擬授業を実施し、次年度の教育実習に備
えた。

演習II 2021.04-2022.01 対面および遠隔（Zoomによるオンライン）で
実施した。授業資料を作成し、Moodleコー
スにアップロードした。研究の進め方や理
科教育に関連した話題に関して討議した。

卒業研究 2021.04-2022.01 対面および遠隔(Zoomによるオンライン)で
実施した。授業資料を作成し、Moodleコー
スにアップロードした。卒業研究のデータ
取得のための実験やデータ整理、卒業論
文の作成、卒業研究発表会で使用するパ
ワーポイント原稿の作成に関する指導助言
を実施した。
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全学3年生(地域創りリー
ダ養成プログラム履修者)

主に環境・バイオサイエ
ンス学科1年生

主に環境・バイオサイエ
ンス学科2年生

環境・バイオサイエンス
学科3年生(教職課程履修
者)

環境・バイオサイエンス
学科4年生(教職課程履修
者)

環境・バイオサイエンス
学科4年生(教職課程履修
者)

全学2年生(地域創りリー
ダ養成プログラム履修者)

大学祭実行委員会学生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.09 The Association for
Science Education,
School Science Review,
vol. 103, No. 382

単 2021.12.20 神戸女学院大学研究所
『神戸女学院大学論集』
第68巻第2号

単 2021.06.12 第23回近畿地区化学教
育研究発表会、オンライ
ン(Zoom)

単 2021.06.12 第23回近畿地区化学教
育研究発表会、オンライ
ン(Zoom)

化学概論 2021.09-2022.01 対面で実施した。授業資料を作し、Moodle
コースにアップロードした。随時問題演習を
導入し、学習者の理解の定着を図った。

物理学実習（講義を含む） 2021.09-2022.01 対面で実施した。授業資料を作成し
Moodleコースにアップロードした。講義以
外に、実験・実習を多く取り入れ、物理学に
対する興味・関心を高めるように工夫した。

地域活性化総合実習 2021.04-2022.01 対面および遠隔(Zoomによるオンライン)で
実施した。地域活性化総合実習は、地域
創りリーダー養成プログラムの中核となる科
目である。当該科目を受講する「こども班」
の学生の活動(こどもの学習支援、イベント
の実施など)に対する指導助言を実施し
た。

理科教育法II 2021.09-2022.01 対面で実施した。授業資料を作し、Moodle
コースにアップロードした。板書による中学
校理科に関する模擬授業を実施し、次年
度の教育実習に備えた。

学術論文

"Low-cost handmade well plates for

microscale experiments"（査読あり）

pp.23-26.

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

教職実践演習 2021.10-2022.01 対面で実施した。模擬授業やグループ討
議を実施し、模擬授業の学習指導案・板書
計画・コメントシートをMoodleコースにアッ
プロードした。模擬授業コメントシートを用
いたフィードバックも実施した。

大学祭実行委員会顧問 2021.04-2022.01 大学祭を実行するにあたり、実行委員会の
学生へ指導助言を実施した。

教育実習I・II 2021.04-2022.01 中学校・高等学校理科教員免許を取得す
るための教育実習に関する指導を実施した
(事前事後指導を含む)。具体的には、事前
指導、事後指導、実習ノートの点検とコメン
ト、評価等である。

地域活性化論 2021.09-2022.01 遠隔(Zoomによるオンライン)で実施した。
地域創りリーダー養成プログラム履修者に
対して、地域で活動する人々による講演を
実施した。

「ペットボトルのキャップと白板紙製容器で作
製したマイクロスケール実験用改訂版手作り
ウェルプレート」

pp.45-59.

「理科教科書に記載された塩化ナトリウムの
溶解度の値の不一致について」

「「化学概論」における国際周期表年2019に
向けた取り組み」

学会発表
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共 2021.06.12 第23回近畿地区化学教
育研究発表会、オンライ
ン(Zoom)

単 2021.
09.19-20

日本理科教育学会第71
回全国大会(群馬大会)、
オンライン(Zoom)

単 2021.
09.25-26

日本教科教育学会第47
回全国大会(大阪大会)、
オンライン(Zoom)

単 2021.11.27 2021年度日本理科教育
学会近畿支部大会、オン
ライン(Zoom)

共 2021.11.27 2021年度日本理科教育
学会近畿支部大会、オン
ライン(Zoom)

単 2021.12.11 2021年度日本理科教育
学会東海支部大会、オン
ライン(Zoom)

単 2021.
12.16-21

International Chemical
Congress of Pacific Basin
Societies (PACIFICHEM)
2021 (Online Conference
on Zoom)

単 2021.12.28 日本理科教育学会2021
年度北海道支部大会、要
旨提出による発表

共 2021.12.28 日本理科教育学会2021
年度北海道支部大会、要
旨提出による発表

共 2021.12.28 日本理科教育学会2021
年度北海道支部大会、要
旨提出による発表

単 2022.
03.23-26

日本化学会第102春季年
会、オンライン(Zoom)

代分
の別

支給額 支給年度

代 600千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

「生徒主体型学習による「化学反応の量的関
係」の実験のマイクロスケール化 III」

共同発表/平井俊男、青田鏡広、是澤日
向、山崎海空、板倉将志

「コハク酸脱水素酵素の実験 —出版社毎の
比較と検証—」

共同発表/青木千紗

「弱塩基の遊離に関するマイクロスケール実
験教材の開発 手作りウェルプレートの活用」

"Low-cost microscale experiment methods
using plastic bottle caps and Nakagawa's
white cardboard containers: They are useful
for elementary, middle, and high school
sciences"（査読あり）

「高等学校化学におけるマレイン酸とフマル
酸の物性や反応性に関する指導内容の検
討 (1) 分子構造模型の活用」

「高等学校化学におけるマレイン酸とフマル
酸の物性や反応性に関する指導内容の検
討 (2) マイクロスケール実験の導入」

「弱酸の遊離に関するマイクロスケール実験
教材の開発 手作りウェルプレートの活用」

「安価な手作りウェルプレートを使用した固体
と水溶液の電気伝導性に関するマイクロス
ケール実験法の改良」

「有機酸の検出に関するマイクロスケール実
験教材の開発 手作りウェルプレートの活用」

「中学理科におけるアンモニア噴水実験の教
材改良」

共同発表/太田加菜

「高校生物におけるコハク酸脱水素酵素実
験の検討 フマル酸ナトリウムの生成の確認」

共同発表/青木千紗

その他の研究発表、演奏

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

研究助成金の受給状況

生徒主体型学習に有用なマイクロスケール実験教
材の開発と改良

日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究
助成基金助成金)基盤研究(C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

学会役員

就任期間 学会役員名

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.04-現在　小学校・中学校・高等学校理科教員を対象に、マイクロスケール実験に関する指導助言を実施した。

2021.04-現在　中学校・高等学校理科教員を対象に、化学、とりわけ物理化学に関する指導助言を実施した。

2021.04-現在　科研費の研究協力者に対して、学会や研究発表会に関する情報を、電子メールで配信した。

2021.07.25　神戸女学院大学オープンキャンパス模擬講義「マレイン酸とフマル酸：共通点と相違点」（神戸女学院大学、対面）を実施し
た。

2022.02.02　神戸高校SSH特別講義「マレイン酸とフマル酸の共通点と相違点を、手作りウェルプレートを使用したマイクロスケール実験
で調べよう」(兵庫県立神戸高等学校、オンライン(Zoom))を実施した。

2021.04-現在　マイクロスケール実験容器作成用展開図(日本語版)を改良し、見本を関係者に送付した。また、オープンキャンパス模擬
授業で参加した生徒にも配布した。

その他社会活動上特記すべき事項
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.12 神戸女学院大学論集、
68(2):61-78

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

植物生態学特論, 環境科学演習 I(B), 環境科学特別研究 I

氏名／所属／職名　　　　　 野㟢　玲児 NOZAKI Reiji / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
農学士, 農学修士, 農学博士

専門分野
植物生態学

研究課題
東播磨における禿げ山の植生学的研究, 日本の植生帯の研究, ブナ科樹木の生態

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

教育活動
担当授業科目（大学）

自然観察入門, 地球生物圏の科学, 生態学実習 I(講義を含む), 生態学実習 II(講義を含む), 環境科学基礎実習(講義を含む), 植物生
態学, 地域活性化総合実習, プレゼンテーション演習, 演習 I, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学会発表

「神戸女学院岡田山キャンパスの脊椎動物
相」

共著/井坂真以美、奥谷絵梨子。

学術論文

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

植生学会功労賞 2021.10.21
その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

学院教職員、一般市民

学院教職員、一般市民

学院教職員、一般市民

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2021.09.07 『時局』10月号

代分
の別

支給額 支給年度

代 1,000千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

2021.04-現在　合気道凱風館運営委員。コロナ禍での合気道稽古実施について、医師として方針決定に関わっている。

2021.04-現在　合気道凱風館での稽古指導。学生（神戸女学院大学生を含む）、社会人を対象として合気道の指導を実施。

2021.05,06　介護施設での新型コロナワクチン接種業務（神戸市中央区）

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

社会貢献活動

「自分の体を整えることで高まる身体感覚と
共感力」

単著/佐藤友亮 pp.6-11。

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

造血細胞の増殖・分化における遺伝子発現の定量
的解析

人間科学部教育・研究助成

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

学会発表

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

ワクチン職域接種推進委員長としての業務 2021.07-10 ワクチン職域接種の運営統括

ワクチン接種に関する説明動画作成 2021.07-10 4年ゼミ生（ゼミ免疫班）を指導し、ワクチン
全般に関する説明動画を作成。大学HPお
よび、学院ワクチン職域会場で公開した。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

ワクチン職域接種推進委員長としての業務 2021.08-10 24時間体制で副反応相談電話対応

細胞生物学特論

学位
医学　学士（医学）, 博士（医学）

専門分野
血液学, 身体論

研究課題
造血細胞の増殖・分化におけるSATB1の機能解析, 身体とコミュニケーション, ジェンダーと医学

教育活動
担当授業科目（大学）

バイオサイエンス基礎実習(講義を含む), 人体の構造と機能, 生命の科学実習(講義を含む), 病気の細胞生物学, 健康医学, 演習I,  演
習II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　佐藤　友亮 SATOH Yusuke / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.08　神戸市新型コロナワクチン接種に担当医として参加（神戸市北区エコールリラ）
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対象者

1年生

2年生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.12.01 大学教育出版

共 2021.
10.27-29

第73回 日本生物工学会
大会  オンライン

代分
の別

支給額 支給年度

代 600千円
（総額）

2021年度

単共
の別

年月 場所

担当授業科目（大学）

生命科学概論, バイオサイエンス基礎実習(講義を含む), 微生物学実習(講義を含む), 食品環境学, バイオテクノロジー概論, 演習 I, 演
習 II,  卒業研究

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　塩見　尚史 SHIOMI Naofumi / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
工学士, 工学修士, 博士（工学）

専門分野
応用生命科学

研究課題

微生物を利用したバイオレメディエーション, メタボリックシンドロームの機構とその予防, 細胞の分化とその利用, 細胞の老化機構の解析
と若返り物質の探索

教育活動

（2）微生物学実習
  実習ビデオ作成

2021年度 微生物学実習で、対面でできない部分は、
ビデオを作成してオンライン学習を行った。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

(1)生命科学概論
テキスト「次世代バイオテクノロジーへの招
待」の出版

2021年度後期 オンラインで授業の復習ができるように生
命科学概論のテキストを出版した。

学術論文

「白色脂肪細胞の寒冷刺激とベージュ脂肪
細胞への分化」

共同発表/塩見尚史、冨士原由井貴

学会発表

『次世代バイオテクノロジーへの招待』 共著/塩見尚史、塩見晃史　174頁

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

最適なブライト脂肪細胞への分化方法の探索 人間科学部教育・研究助成

産官学連携の受給状況

特許取得：特許第7033318号　「多能性幹細
胞の製造方法」　発明者：塩見尚史・特許権
者：学校法人神戸女学院

2022.03.02 体細胞をポリアミンを用いて多能性幹細胞に変換ことによる多能性幹
細胞の製造方法

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

その他社会活動上特記すべき事項

2021.04-2022.03 InTech Book・Academic　Editor

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名
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国名

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.11.30 長野大学紀要第43巻

代分
の別

支給額 支給年度

代 500千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.11.06 神戸女学院大学

国名

2021.12.05　第11回武庫川流域圏ネットワーク活動報告会で活動報告（会場：さらら仁川）

海外での活動

期間 概要

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

朝日親と子の自然環境教室 神戸女学院大学において、小学生とその
保護者を対象とした自然観察教室を実施
（遠藤知二　神戸女学院大学名誉教授と共
同で講師を担当）。主催/NPOシニア自然
大学校。後援/朝日新聞、朝日小学生新聞

2021.12-現在 武庫川流域圏ネットワーク・運営委員

就任期間 機関名・委員名・役職名

学外機関委員等

講座名、講演タイトル 概要

その他社会活動上特記すべき事項

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

「外来植物コセンダングサの痩果が在来飛翔
性昆虫に与える影響」（査読なし）

共著/深沢和磨、高橋大輔。pp.57-62。

年月 概要

学会発表

その他の研究発表、演奏

産官学連携の受給状況

その他の著作、訳書等

公開講座

社会貢献活動
学会役員

その他研究活動上特記すべき事項

研究助成金の受給状況

雌の配偶者選択の柔軟性が性的二形の進化に及
ぼす影響の解明

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C)

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

著書・CD

学術論文

氏名／所属／職名　　　　　髙橋　大輔 TAKAHASHI Daisuke / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
博士号（理学）

専門分野
行動生態学, 保全生態学

研究課題
雌の配偶者選択の柔軟性が性的二形の進化に及ぼす影響の解明、里山の生物多様性の保全に関する研究

教育活動
担当授業科目（大学）

生物の適応と進化, 動物生態学, 生態学実習 I(講義を含む), 生態学実習 II(講義を含む), 入門ゼミ, 環境科学基礎実習(講義を含む),
環境保護論, 演習 I, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）
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対象者

学生

学生

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2022.03.31 八千代出版

共 2022.03.31 八千代出版

共 2021.06 香粧品学会 45(2)

共 2022.03 Indoor and Built
Environmen 3

共 2021.08 Fermentation　7(3)

共 2021.05.12
-14

第5回日本口腔科学会

共 2021.12.13
-15

第31回日本MRS大会

共 2021.11.03
-05

日本表面真空学会2021

共 2022.01.24
-26

The 39th Symposium on
Plasma Processing (SPP-
39) / The 34th
Symposium on Plasma
Science for Materials
(SPSM34)

単 2022.01.22
-29

日本穀物科学研究会

単 2022.01 大学時報

人間科学合同演習 I, 人間科学合同演習 II, 健康科学演習 I, 健康科学演習 II, 健康科学特別研究 I, 健康科学特別研究 II

氏名／所属／職名　　　　　高岡　素子 TAKAOKA Motoko / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
農学士, 農学修士, 博士（学術）

専門分野
食品科学

研究課題
教室内環境がアレルギーと喘息に対する影響, アミノ酸に対する身体の応答性について, 抗不安作用をもつ食品の探索, 発酵食品の機
能性, 紅茶、緑茶の機能性, 鶏肉の調理特性、高齢者の咀嚼評価

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

「食べ物と健康　食品学総論」の教科書を作
成

2021年度 編者として作成を取りまとめた

教育活動
担当授業科目（大学）

バイオサイエンス基礎実習(講義を含む), 栄養生理学, 食品学, 食品学基礎実習(講義を含む), 入門ゼミ, 演習 I, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

「食べ物と健康　食品学各論」の教科書を作
成

2021年度 執筆者として1章を担当した

大阪公立大学教授兼任 2022.01- クロスアポイントメント制度利用による

学会発表

「酒粕抽出液のチロシナーゼ活性阻害効果」
(査読あり)

共著/高岡素子, 久芳萌水, 齋藤麻友, 杉
本若菜, 本野由季。 pp.93-96。

“The home environment and current
dermatitis in Japanese junior high school
children in Kansai area ”(査読あり)

共著/Motoko Takaoka, Kyoko Suzuki,
Dan Norback. pp.1-7.

“Effect of Sake Lees on the Inhibition of
Lipid Accumulation in Adipocytes”(査読あり)

共著/Yuki Motono, Takeshi Imai, Takashi
Emi, Takafumi Iguchi and Motoko
Takaoka. pp.145-152.

学術論文

『食べ物と健康　食品学総論』(教科書) 共著/高岡素子(編著者)他7名　1、2章

『食べ物と健康　食品学各論』(教科書) 共著/下橋淳子(編著者)、高岡素子他7名
2章-4

その他の研究発表、演奏

“Plasma Depolymerization of Fucoidan from
Brown Algae ”
(Macrocystis pyrifera) Using a Plasma-
Liquid Interface Process

共同発表/Sayaka Yamamoto, Jun-Seok
Oh, and Tatsuru Shirafuji, Shiori Maezawa,
and Motoko Takaoka

 「コムギおよびソバアレルギーに関する研
究」

「咀嚼機能評価に用いられる食品の特性測
定と難易度判定基準の妥当性の検討」

共同発表/鹿間優子, 小林寛子, 堀部桃
子, 平井辰宜, 福島麻子, 森田麻希, 廣瀬
満理奈, 宮本大模, 菱田純代, 高岡素子,
渋谷恭之

“Preparation of Low-Molecular-Weight
Polysaccharides by Gas-Liquid Interface
Plasma”

共同発表/T. Shirafuji, S. Maezawa, M.
Takaoka, H. Nakatani, T. Kono, J.-S. Oh

「気液界面プラズマを用いたタンパク質の高
速分解」

共同発表/白藤 立, 呉 準席, 中谷大樹,
前澤詩織, 高岡素子

その他の著作、訳書等

「べにふうき紅茶の魅力を社会に届けたい
研究から始まる和紅茶の商品開発」
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単 2021.06 東京新聞

単 2022.03 Food style 21

代分
の別

支給額 支給年度

分 250千円 2021年度

分 200千円 2021年度

分 0千円 2021年度

代 273千円 2021年度

代 455千円 2021年度

代 455千円 2021年度

代 0千円 2021年度

代 0千円 2021年度

分 2,100千円 2021年度

単共
の別

年月 場所

単 2021.11.04 甲東公民会主催

単 2021.11.05 豊中

単 2022.01.26 ディオス北千里

国名

ソリューションプラズマを用いた天然物由来高分子
の低分子量化に関する研究開発

国立研究開発法人　科学技術振興機構

新規事業プロジェクトにおける美肌レシピの監修
(継続)

株式会社ポーラ

ヒハツ抽出物摂取による冷水負荷後の皮膚表面温
度に及ぼす影響の評価

丸善株式会社

ビーツを使った商品開発 ささ営農

産官学連携の受給状況

新規事業プロジェクトにおける美肌レシピの監修 株式会社ポーラ

腸内細菌叢と皮膚との関係　－腸内環境は
「美肌」のカギを握る－

「紅茶特集」豊富なポリフェノール　健康に効
果

天然化合物による細胞内脂質関連遺伝子の発現量
変動に関する研究2

兵庫県立工業技術センター

環境先進国の自然系博物館・動物園から探る生物
多様性教育の効果的展開を実現する要件

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）海外
調査研究

食品基礎科学を応用した新規咀嚼機能評価法の開
発とオーラルフレイルへの波及効果

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

SDGs世代市民のバイオリテラシーを育成する生物
多様性教育プログラム開発と評価

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

特許: 香り及び/又は濃さを調節した味噌製
品を生産する方法　第6991520号

2021.11 高岡素子　大谷勝
その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

「発酵食品の健康パワー」 内容/ 市民講演会　主催/甲東公民会主
催

「発酵食品と健康」 内容/市民講座　「9期05醸造カリキュラム」
主催/大阪府北部コミュニティカレッジ

2021.04-2022.03 神戸大学食資源教育研究センター・共同推進委員

2021.04-2022.03 日本穀物科学研究会・理事

2021.04-2021.12 発酵と酵素の機能食品研究会・理事

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 日本調理科学会近畿支部会・委員

「発酵食品と健康」 内容/市民講座　 　主催/大阪府北部コミュ
ニティカレッジ

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

共 2021.08.26
-27

令和3年度日本環境毒性
学会オンライン研究発表
会

共 2021.08.26
-27

令和3年度日本環境毒性
学会オンライン研究発表
会

共 2022.01.08 令和3年度水産学会九州
支部大会

共 2022.03.06 関西自然保護機構2022
年大会

共 2022.03.16
-18

第56回日本水環境学会
年会

単 2021.08.06 丹波篠山市味間地区まち
づくり協議会主催「あじま
修徳塾」講演

共 2021.12.22 第3回ひょうごユースeco
フォーラム

代分
の別

支給額 支給年度

代 800千円 2021年度

代 300千円 2021年度

環境分子生物学特論, 環境科学演習 II (E), 環境科学特別研究 II, 人間科学合同演習 I, 人間科学合同演習 II

氏名／所属／職名　　　　　横田　弘文 YOKOTA Hirofumi / 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 / 教授

学位
農学学士, 農学修士, 博士（農学）

専門分野
生態毒性学

研究課題
化学物質の環境生物に対する毒性影響, 野生メダカの保護・育成に関する研究

教育活動
担当授業科目（大学）

環境科学基礎実習(講義を含む), 環境科学実習(講義を含む), 生態毒性学概論, 生態毒性学, 入門ゼミ, 演習 I, 演習 II, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

試験困難物質二塩化酸化ジルコニウムの初
期生態リスク評価

共同発表/横田弘文・島田愛希・福本菜津
子・早川菜美・江口さやか・鈴木とも子

ジクロフェナク曝露メダカにおける 透明骨格
三重染色及び網羅的遺伝子発現解析による
 下顎欠損誘発機序の解明

共同発表/紙谷麻央・河原凌華・野村奈

央・大堀舞衣・井上傑士・⾼井優⽣・大嶋

雄治 ・横田弘文

ジクロフェナク曝露によるメダカ下顎の欠損
機構に関する研究

共同発表/井上傑士・佐藤萌子・高井優
生・赤坂泰輝・横田弘文・島崎洋平・大嶋
雄治

学会発表

兵庫県播磨地域に生息する野生メダカの遺
伝子型分布

共同発表/横田弘文・古谷友里恵・馬場紫
絵奈・新田友美・鈴木とも子

非ステロイド性抗炎症薬ジクロフェナク曝露
によるメダカ下顎の欠損機構に関する研究

共同発表/井上傑士・佐藤萌子・高井優
生・赤坂泰輝・横田弘文・島崎洋平・大嶋
雄治

その他の研究発表、演奏

「田松川周辺に生息する篠山メダカ」

「姫路市に生息する野生メダカの遺伝子型
分布及び遺伝的撹乱」

共同発表/大古瀬莉奈・古谷友里恵・馬場
紫絵奈・鈴木とも子・横田弘文

研究助成金の受給状況

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

兵庫県播磨地域に生息する野生メダカの遺伝子型
解析

神戸女学院大学研究所　研究助成

解熱鎮痛剤曝露による下顎欠損メダカの下顎部に
おける網羅的遺伝子発現（RNA-seq）解析

人間科学部教育・研究助成

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要
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単共
の別

年月 場所

国名

社会貢献活動

公開講座

学会役員

就任期間 学会役員名

講座名、講演タイトル 概要

2021.04-2022.03 化審法審査支援等検討会委員

2021.04-2022.03 西宮市環境審議会委員長

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

受講学生

受講学生

受講学生

体育学担当教員【教員へのケア】 2021.04-2022.03 授業形態については、活動レベルによる変
更や受講者数の制限など、対面授業を実
施する上でも制約や感染予防など配慮す
ることが多くなった。また、Moodleの利用な
ど担当教員の負担が多くなるため、授業形
態の変更についてのアナウンスやマニュア
ル作成、Moodleへの記載を代行するなど、
なるべく負担を軽減するように務めた。
コロナ対応については、必要に応じてその
都度、文書を作成し情報共有を図った。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

【教育内容・方法の工夫】
〇健康スポーツ科学（必修科目）

2021.04-2022.03 授業の予習復習が可能なように授業資料
をMoodleへ掲載し、毎時間、授業内容の
確認チェックや気づきを課題として提示し
た。また、授業内容については、学生の
ニーズにそうとともに体育学が目標とするコ
ミュニケーション能力や健康への理解が深
まるようスポーツ種目とフィットネス系の種目
をバランスよく提供した。さらに、女性特有
のからだについて生理や生理痛について
の情報提供を行ったり、体組成測定を実施
し、客観的に自身の身体について考える機
会を提供した。

【教育内容・方法の工夫】
〇生涯スポーツコース（選択科目）

2021.04-2022.03 講義科目については、前期は対面とオン
デマンド型の授業形態となった。健やかさ
再考では、体組成測定や骨密度の測定を
取り入れ、自分の健康状態についてより関
心が高まる工夫をした。後期については、
対面授業が実施でき、授業の最初に学生
とスポーツ・ニュースに関して意見交換をす
る時間を設け、少しではあるが対話型の授
業を目指した。
実技科目については、前期は対面授業が
できない期間や同時受講人数を半分にし
た形での対面授業、通常の対面授業と
様々な授業形態での授業を実施した。ま
た、マスク着用での実技のため、運動強度
が高くなりすぎないようにしたり、休憩を取り
入れるようにした。

【学生へのケア】 2021.04-2022.03 配慮の必要な学生や実技や健康に対して
不安を抱えている学生については、面談や
授業内容の確認を行い、安心して授業に
参加できるようにした。また、コロナ禍という
こともあり、授業内容も極力身体接触が少
ない種目や学生間の距離が近くなりがちな
内容は実施しないように気を付けた。

氏名／所属／職名　　　　　小坂　美保 OSAKA Miho / 体育研究室 / 准教授

学位
学士（教育学）, 修士（教育学）

専門分野
スポーツ社会学，体育学，体育科教育学

研究課題
身体の近代化に関する研究

教育活動
担当授業科目（大学）

健康スポーツ科学, 生涯スポーツコース(健やかさ再考[講義]), 生涯スポーツコース(ネット型スポーツ), 生涯スポーツコース(スポーツと社
会[講義]), 生涯スポーツコース(フィットネス)

担当授業科目（大学院）
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受講学生、体育学担当教
員

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2022.01 『体育科教育』1月号、大
修館書店

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

共 2021.11.14 兵庫県民会館

単 2021.12.20
-

2022.01.10

オンデマンド配信

国名

2020.04-現在　福祉レクリエーション・ネットワーク大阪　事務局長

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要

2021.09.01-2022.02.28 国庫補助事業　令和3年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業
地域スポーツ推進団体連絡会議　委員

2021.09.01-現在に至る 総合型地域スポーツクラブ育成委員会 委員

2021.09.01-現在に至る 総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会常任幹事会　委員

2020.06-現在に至る 西宮市スポーツ推進委員協議会・副委員長

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

令和3年度 日本スポーツ協会公認スポーツ
リーダー養成講習会、指導計画と安全管理
を担当

内容/スポーツリーダーを目指す方への講
義「指導計画と安全管理」を担当。主催/公
益財団法人兵庫県体育協会、兵庫県ス
ポーツ指導者協議会

部活動のミライ（部活動に関する講演） 内容/令和5年度以降に地域移行される休
日の部活動に関する講演。主催/西宮市教
育委員会

2020.11-現在に至る 全国体育学習研究協議会・広報委員長

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04.01－現在に至る 日本スポーツ社会学会・電子ジャーナル委員会

その他の著作、訳書等

「子どもの体力」はどのように語られてきたの
か

pp. 16-20。

社会貢献活動

公開講座

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

学術論文

コロナ禍での実技科目実施について 2021.04-2022.03 更衣室の同時利用人数の上限や、体育館
（教場）への消毒液・アルコールティッシュ
の配置など、新型コロナウイルス感染拡大
予防策をできる限り講じた。また、実技授業
を実施する上での注意事項等、文書を作
成し、学生への周知や担当教員への情報
提供を行った。

-135-



対象者

健康スポーツ科学履修者

氏名／所属／職名　　　　　 安田　友紀 YASUDA Yuki / 体育研究室 / 専任講師

学位
学士（体育学）, 修士（スポーツ科学）

専門分野
体育学, ダンス（ダンス・ムーブメント・セラピー）, アダプテッド・スポーツ

研究課題

インクルーシブダンスにおける実践研究～地域交流事業としての評価検討の試み～, インクルーシブな活動におけるダンスプログラムの
展開, 生徒主体型学習に有効な身体表現（ダンス）の教材開発

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

健康スポーツ科学 2021.04-2022.03 「自分の身体を知ろう」「身体運動について
理解しよう」「身体運動の実践」「スポーツの
実践」という4つのテーマを設け、生涯にお
いて健康な心身をもって生活することの重
要性について理解を深めるよう努めた。「自
分の身体を知ろう」においては、体組成測
定や体力測定の実施を行い、自らの身体
の状態を知る機会を設けた。測定結果をも
とに、心身ともに健康な学生生活を過ごす
にはどのような課題があげられるのか、自
身の生活習慣を振り返るとともに、自ら目標
を立てる学びの機会とした。また、女性特
有の心身の状態に関する理解についても
理解を深めた。学生自身の悩みやニーズ
に応えることができるよう資料を作成、各回
Moodleにて資料を掲示し、学生が適宜資
料を確認できるようにした。「身体運動につ
いて理解しよう」「身体運動の実践」におい
ては、健康なからだをつくるうえで必要な運
動に関する基礎知識の理解や、運動習慣
の重要性を理解できるようストレッチや、ス
テップ台やミニトランポリンを用いた多様な
運動実践を行い、身体を動かすことの楽し
さや重要性に気付く機会を設けた。「ス
ポーツの実践」においては、スポーツの発
祥地やルールに関するミニ講義をプロジェ
クター等使用した。また、授業の目的・到達
目標にも掲げている「コミュニケーション力」
に重点をおいた。毎授業において異なるグ
ループをつくり自己紹介等を実施し、試合
に出場する順や作戦等を相談する場を積
極的に設けた。試合前後の挨拶や試合中
の応援、得点係等、多様な役割を設けるこ
とで、スポーツの得意、不得意等に関わら
ず、自己理解や他者理解の力を養う活動
を積極的に取り入れた。

教育活動
担当授業科目（大学）

健康スポーツ科学, 生涯スポーツコース(レクリエーションスポーツ), 生涯スポーツコース(ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ･ｽﾎﾟｰﾂ科学[講義]), 生涯スポーツ
コース(ダンス入門[理論と実技]), 生涯スポーツコース(民族舞踊)

担当授業科目（大学院）
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ダンス入門履修者

レクリエーションスポーツ
履修者

アダプテッド・スポーツ科
学履修者

民族舞踊履修者

アダプテッド・スポーツ科学 2021.09-2022.03 アダプテッド・スポーツにおける起源や定
義、世界や日本おける取り組みについて理
解を深めるだけでなく、アダプテッド・ス
ポーツ体験や、ブラインドウォーク、接近実
験等を実施し、「スポーツや身体活動が持
つ可能性」と「身体が持つ潜在的可能性」
に関して学びを深めた。また、2020オリン
ピックパラリンピック等の視覚教材を多様に
用いて、「Sports for all & Sports for
everyone」の意義や、「ダイバーシティとイン
クルージョン」における必要性について、グ
ループワークを用いて多様な価値観を受
容する機会を毎授業設けるよう努めた。

民族舞踊 2021.09-2022.03 様々な国や地域の文化における知識の習
得や、グループワーク等を用いたコミュニ
ケーションをはかりながら、フォークダンス
（オクラホマミキサー、マイムマイム、コロブ
チカ）と民族舞踊（フラ、ベリーダンス、エイ
サー、よさこい）を実践した。グループワー
クにおいては、体系やポーズを創作発表す
ることを通して、コミュニケーションを図りな
がら多様性を学ぶ機会を設けた。また、フ
ラのスカートや、ベリーダンスにおいては
ヒップスカーフ、エイサーで用いるパーラン
クー、よさこいの鳴子を1人1つ用意し、身に
つけたり小道具を用いて踊る環境を整え、
より本格的に学べるようにした。

ダンス入門 2021.04-2021.07 ダンス入門は、理論と実技として、以下の3
つをテーマに、講義と実技が融合した形で
授業を進めた。「1．世界各国におけるダン
スの種類や歴史について学ぶ。」「2．ダン
スの特性を理解すると共に、実技において
ダンスの基礎を習得する。」「3．身体や動き
を介したコミュニケーションを通して、自らの
身体が潜在的に持つ可能性を開拓し、ダ
ンス本来の醍醐味を体験する。」毎授業の
資料はMoodleにて掲示し、学生が適宜確
認し、学びを深めることができるようMoodle
内容の環境を整えた。また、講義において
学んだ内容は実技にて更に学びを深め、
初心者の学生においても安心して体得で
きるようダンス基礎の修得ができるシラバス
の計画と実施に努めた。そして、ダンス入
門にて得た学びが学生のその後や日常生
活に活かすことができるよう、ダンス入門受
講者間のコミュニケーションをはかるグルー
プワークの実施や、ダンスが心身に与える
健康について学び、実践する機会も設け
た。

健康の維持増進に合わせ、日常生活にお
ける心身のセルフケアとしても効果的な多
様な運動やスポーツを含む身体活動として
以下の5つのテーマ「1.アウトドア」「2.ゆるス
ポーツ」「3.ニュースポーツ」「4.エクササイ
ズ」「5.リラクゼーション」を設定し、これらの
実践を通して自身に合った健康的なライフ
スタイルの習得を目指した。重要文化財を
含めた学内を散策しながら、本学の豊かな
自然を体感する「アウトドア」や、運動の得
意・不得意に関わらず、だれもが楽しめる
「ゆるスポーツ」「ニュースポーツ」、健康保
持などを目的とした「エクササイズ」や、心
身ともにリラックスした状態を目的とした「リラ
クゼーション」を実施した。また、学生同士
で企画発表する機会を設け、コミュニケー
ションを図ると共に、15回の授業を振り返る
映像を作成し、受講生らと共有する場も設
けた。

2021.04-2021.07レクリエーション・スポーツ
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単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2022.02.19 大阪体育大学（オンライン
開催に変更）

国名

海外での活動

期間 概要

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

2022.03 第11回ダンス・ガラOSAKA実行委員会

就任期間 機関名・委員名・役職名

2005.04-現在　障がい児・者を主としたダンスグループにおけるダンス指導

その他社会活動上特記すべき事項

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

地域公開講座　特別支援教育教育講演会
「共生社会の構築に向けてパラスポーツが果
たす役割を考える」

内容/ダンス発表　DanceAssembleアマカ
マ・ドゥによる創作ダンス。主催/大阪体育
大学

2016.04-現在 大阪女子体育連盟理事兼事務局長

産官学連携の受給状況

社会貢献活動

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

学外機関委員等

講座名、講演タイトル 概要

学会役員

公開講座

就任期間 学会役員名

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

著書・CD

学術論文

学会発表

研究活動
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対象者

GE100ab/GE101ab/GE2
00ab instructors

GE100a instructors and
students

GE100a instructors and
students

GE101a instructors and
students

GE101a instructors and
students

GE101a instructors and
students

GE100a/GE101a/GE200a
instructors

GE200ab E1 and
GE270(1) students and all
KC students in
attendance
GE100b instructors and
students

GE100b instructors and
students

GE101b instructors and
students

GE101b instructors and
students

GE100b/GE101b/GE200
b instructors

Adapted GE101b lesson plans and materials
for remote teaching

2021.09.01 Shared digital version of course text;
created and shared course Moodle
template including weekly plans and
evaluation rubrics

Led the GE100b/GE101b/GE200b Teaching
with Technology Meeting

2021.09.21 Meeting leader; provided detailed summary
of key points discussed

Adapted GE100b lesson plans and materials
for remote teaching

2021.09.01 Shared digital version of course text;
created and shared course Moodle
template including weekly plans,
midterm/final tests, and evaluation rubrics

Updated core course materials for GE101b 2021.09.01 Presentation Skils Coursepac k (with co-
author Kevin Ballou) , Coursepack Answer
Key, model presentation scripts,
presentation evaluation sheets

Coordinated the English Education Research
Center's Travel Talk Lunch  Series

2021.06.
02,09,16,23,30

Coordinated my second-year students'
Travel Talk Lunch  presentation series
held every Wednesday throughout June

Updated core course materials for GE100b 2021.09.01 Written tests, conversation evaluation
sheet, discussion evaluation sheet

Served as GE101ab EnglishCentral
adminstrator

2021.04.01-
2022.01.26

Set up student accounts, class sections,
and created orientation video and
handouts; served as liasion with
EnglishCentral

Led the GE100a/GE101a/GE200a Teaching
with Technology Meeting

2021.04.02 Meeting leader; provided detailed summary
of key points discussed

Updated core course materials for GE101a 2021.04.01 Pronunciation & Conversations Skills
Coursepack , listening quizzes (A-& B/C-
levels), pronunciation evaluation sheet,
conversation evaluation sheet

Adapted GE101a lesson plans and materials
for remote teaching

2021.04.01 Shared digital versions of course texts;
created and shared course Moodle
template including weekly plans, textbook
audio files, listening quizzes, midterm/final
tests, and evaluation rubrics

Updated core course materials for GE100a 2021.04.01 Conversation & Discussion Skills
Coursepack , GE100ab Teacher's Guide ,
written tests, conversation evaluation
sheet, discussion evaluation sheet

Adapted GE100a lesson plans and materials
for remote teaching

2021.04.01 Shared digital version of course text;
created and shared course Moodle
template including weekly plans,
midterm/final tests, and evaluation rubrics

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

Updated 2021 GE English Program
Instructor Handbook

2021.04.01 2021 GE English Program Instructor
Handbook

教育活動
担当授業科目（大学）

Communication in English, Communication in English(II), English Workshop, English Honors(II)

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　 Kurtis McDONALD / 共通英語教育研究ｾﾝﾀｰ / 教授

学位
B.A.Ed., B.A., M.A., M.L.I.S., Ph.D.

専門分野
Applied Linguistics

研究課題
L2 speaking development, language testing & assessment, Rasch measurement, vocabulary acquisition, TBLT, CALL, library and
information science
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First-year students

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

単 2022.02.06 The 23rd Temple
University Applied
Linguistics Colloquium,
Temple University Japan
Campus

単 2022.03.17 The Michigan Association
for Computer Users in
Learning (MACUL) 2022
Conference, DeVos
Place, Grand Rapids,
Michigan, U.S.A.

単 2022.03.24 The TESOL 2022
International Convention
& English Language Expo,
David L. Lawrence
Convention Center,
Pittsburgh, Pennsylvania,
U.S.A.

単 2021.06.26 Temple University Japan
Campus, Osaka Center

代分
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

その他社会活動上特記すべき事項

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

社会貢献活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2021.06-07 Proposal reviewer, TESOL International Convention & English Language Exposition

2021.07-08 Proposal reviewer, MITESOL Conference

2022.03 Proposal reviewer, JALT International Conference on Language Teaching and Learning

学会役員

就任期間 学会役員名

2021.04-2022.03 Proofreader, JALT Journal

その他の著作、訳書等

産官学連携の受給状況

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

その他の研究発表、演奏

Guest Lecture "The development of interactive English
speaking abilities in a Japanese university
context" guest lecture for TESL 8643:
Researching Listening and Speaking

"Technological tools for assessing and
addressing vocabulary load"

"Tracking interactive L2 speaking
development in an EFL context"

学会発表

"Tracing the interactive English speaking
development of first-year Japanese
university students"

学術論文

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

Oversaw 2022 GE200ab English Workshop
Section Preferences Survey

2022.01.19-28 Created and shared introduction video and
syllabi pamphlet; emailed select students
to promote Advanced sections
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国名

U.S.A.2021.04.16-17 Attended the Bowling Green State University Japanese Club's 2021 Cherry Blossom Festival virtually

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

期間 概要
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対象者

GE152(1)受講生・担当教
員

GE153(1)受講生・担当教
員

GE231(1)受講生・担当教
員

GE131(2)受講生・担当教
員

全学科・全学年

全学科・全学年

ある一定の条件を満たし
た希望者

2022年度GE科目邦人担
当教員

単共
の別

発行又は
発表の
年月

発行所、発表雑誌等又は
発表学会等の名称

代分
の別

支給額 支給年度

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

研究助成金の受給状況

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

産官学連携の受給状況

著書・CD

学術論文

学会発表

2022年度GE科目担当者対象　GEハイフレッ
クス授業体験会

2022.03.24 対面授業時に遠隔申請学生に対応してい
ただけるよう、(1) ハイフレックス授業各種紹
介 (2) 必要となる機材について (3) Q&A
セッションという内容で担当教員の方々に
実際にハイフレックス形式を体験いただく
機会を設けた(2時間)。

IELTS対策講座(IPC主催)の運営調整 2021.04-2022.02 週2回x10週にわたるIELTSスコアアップを
目的とした講座について、外部英語教育機
関とオンラインカリキュラムと遠隔授業運営
の調整を行った。

研究活動

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

留学に必要な英語検定試験情報のMoodle
掲載

2021.04-2022.03 共通英語教育研究センターのMoodleコー
ス上にTOEFLやIELTSの受験情報や役立
つサイトの情報をまとめたトピックを作成し
た。

GE131(2)各種テストや資料のMoodle上での
準備

2021.09-2022.01 コーディネーターとして統一テストや資料を
準備して各Moodleクラスに配置した。

留学のための英語資格検定
(TOEFL/IELTS)についての説明会

2021.05.14 留学する際に必要とされる英語検定試験
TOEFLとIELTSについてその違いや準備
の仕方について説明会を行った。

GE153(1)各種テストや資料のMoodle上での
準備

2021.04-2021.07 コーディネーターとして統一テストや資料を
準備して各Moodleクラスに配置した。

GE231(1)各種テストや資料のMoodle上での
準備

2021.04-2022.07 コーディネーターとして統一テストや資料を
準備して各Moodleクラスに配置した。

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

GE152(1)各種テストや資料のMoodle上での
準備

2021.04-2021.07 コーディネーターとして統一テストや資料を
準備して各Moodleクラスに配置した。

教育活動
担当授業科目（大学）

English for International Communication(I), Reading and Writing English, Reading and Writing English A, Reading and Writing English
B, English in Practice(I), English Honors(I), Pre-English Honors: Reading and Writing, Academic English for TOEFL and IELTS,
Advanced TOEIC Preparation,

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　田岡　千明 TAOKA Chiaki / 共通英語教育研究ｾﾝﾀｰ / 専任講師

学位
学士（文学）, 修士（英文学）, M.A., Ph.D.

専門分野
認知言語学, 英語教育

研究課題
英語検定試験対策・指導法の研究, モチベーション研究
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単共
の別

年月 場所

単 2021.04.24 オンライン(Zoom)による実
施

単 2021.05.15 オンライン(Zoom)による実
施

単 2021.06.19 オンライン(Zoom)による実
施

単 2021.06.26 オンライン(Zoom)による実
施

単 2021.08.03 オンライン(Zoom)による実
施

単 2021.09.14 オンライン(Zoom)による実
施

単 2021.10.23 オンライン(Zoom)による実
施

国名期間 概要

内容/受験予定・経験者向けに、テストに関
する基本情報、スコアアップのためのより効
果的な学習方法についての解説と指導を
行った。主催/ETS Japan、大学コンソーシ
アム京都

「TOEFL iBTテストスキルアップセミナー（大
学コンソーシアム京都）」

2017.09-現在 米国Educational Testing Service 公認トレーナー (TOEFL ITPテスト)

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

「関西学院大学TOEFL iBTテスト　ポイント解
説セミナー」

内容/関西学院大学大学生希望者を対象
に、TOEFL iBTテスト問題を用いて学習方
法を充実させ英語力を向上させることによ
るスコアアップ達成法について解説と指導
を行った。主催/関西学院大学　国際教
育・協力センター

「関西学院大学TOEFL ITPテスト　ポイント解
説セミナー」

内容/関西学院大学大学生希望者を対象
に、TOEFL ITPテスト問題を用いて学習方
法を充実させ英語力を向上させることによ
るスコアアップ達成法について解説と指導
を行った。主催/関西学院大学　国際教
育・協力センター

「関西学院大学TOEFL ITPテスト　ポイント解
説セミナー」

内容/関西学院大学大学生希望者を対象
に、TOEFL ITPテスト問題を用いて学習方
法を充実させ英語力を向上させることによ
るスコアアップ達成法について解説と指導
を行った。主催/関西学院大学　国際教
育・協力センター

「関西学院大学TOEFL ITPテスト　ポイント解
説セミナー」

内容/関西学院大学大学生希望者を対象
に、TOEFL ITPテスト問題を用いて学習方
法を充実させ英語力を向上させることによ
るスコアアップ達成法について解説と指導
を行った。主催/関西学院大学　国際教
育・協力センター

2016.08-現在 米国Educational Testing Service 公認トレーナー (TOEFL iBTテスト)

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

「広島大学TOEFL iBTスキルアップセミ
ナー」

内容/受験予定・経験者向けに、テストに関
する基本情報、スコアアップのためのより効
果的な学習方法についての解説と指導を
行った。主催/国際教育交換協議会(CIEE)
日本代表部、広島大学

「関西学院大学TOEFL iBTテスト　ポイント解
説セミナー」

内容/関西学院大学大学生希望者を対象
に、TOEFL iBTテスト問題を用いて学習方
法を充実させ英語力を向上させることによ
るスコアアップ達成法について解説と指導
を行った。主催/関西学院大学　国際教
育・協力センター

学会役員

就任期間 学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会貢献活動
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