
 
 
 
 
 

２０１１年度 
 

神戸女学院大学 専任教員 

教育・研究業績報告集 

 

 

 

 

 

 

 
 

神戸女学院大学 

FD センター 

 

 



 



2011 年度教育・研究業績報告書の発刊にあたって 
 

 2011 年度の報告集を発行いたします。昨年から編集業務負担を軽減するため、フォーマ

ットをエクセルに統一しております。よって従来とは形式が異なっておりますが、公表す

る項目については例年通り、大学基準協会の定めるところに準拠しつつ、本学が独自に設

定した 2007 年度版を踏襲しております。 
 ここには、本学の専任教員の教育、研究、社会活動の内容が集約されております。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。 
また、この教育・研究業績報告書は神戸女学院大学のホームページに掲載いたしており

ます。 
 
2013 年 2 月                      
                           FD センター・ディレクター 
                                    溝口 薫 
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凡 例 

 
▷ 掲載対象は 2012 年 4 月 1 日現在の在職教員とした（職名は、2011 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、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 
 
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 
 
注）*原則、音楽学部と体育研究室のみ記載 
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対象者

全学学生

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 2011.１2.20 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

単 2011.06.04 ディケンズ・フェロウシップ
日本支部春季大会、神戸
女学院大学

単 2011.11.18 神戸女学院大学専門研
究会

単 2011.11.26 ヴィクトリア朝研究会　大
手前大学

単 2011.10.20 ディケンズフェロウシップ
日本支部年報　34号

単共
の別

支給額 支給年度

単 5万円 2011年度

単 5万円 2011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

2010.10 - 2011.06 ディケンズフェロウシップ日本支部春季大会運営委員

2011.04 - 2012.03 公益法人神戸女学院教育文化振興めぐみ会奨学金委員会委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

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

社会活動

ディケンズフェロウシップ日本支部年次大会 神戸女学院大学学会補助

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

19世紀イギリス文学研究（専門研究会補助） 神戸女学院大学研究所研究助成金研究補助

助成金タイトル、支給元研究タイトル

pp.43-54

司会

研究助成金の受給状況

報告：ディケンズフェロウシップ春季大会田
邊洋子氏講演

p.96

その他の著作、訳書等

Tollopeの自叙伝から

共通英語問題ワーキンググループ活動 2011年 共通英語機構やカリキュラムに関する検
討

学術論文

「ディケンズとアンデルセン―友情の躓き」
（松村昌家氏講演）

司会

その他の研究発表、演奏

学会発表

田邊洋子氏、ディケンズ長編全訳刊行記念
公演

「“George Silverman’s Explanation”：ディケ
ンズの意匠」

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

研究活動

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             溝口　薫　MIZOGUCHI　Kaoru / 英文学科 / 教授

専門分野

英文学

担当授業科目（大学院）

研究課題

ヴィクトリア朝小説, ヴィクトリア朝文化, イギリス小説、文化

教育活動

担当授業科目（大学）

Intensive Reading for Research, Critical Reading for Research, Research Skills for College Students, Thematic Studies in Literature,
Career Profiles, British Literature and History, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis
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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 2011.07 A.K.Peters

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2012.
03.23-24

神戸女学院大学

国名

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

専門分野

言語学

研究課題

言語理論の哲学的評価, 言語学的知識の教育的有用性, メディアと言葉の関連性

教育活動

担当授業科目（大学）

Introduction to Japanese Culture, The Structure of the English Language(Ⅰ), Research Skills for College Students, Science of the
English Language & Communication Ⅰ, Articulatory and Acoustic Phonetics, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis

担当授業科目（大学院）

言語学特論(Ⅰ), English Linguistics(Ⅰ), English Linguistics(Ⅱ)

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

学術論文

Origami^5 編/Patsy Wang-Iverson, Robert J. Lang,
Mark Yim pp.13-28

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

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

社会活動

学会役員

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

就任期間 学会役員名

2007.04 - 現在 日本英語学会評議員

2003.08 - 2012.03 日本折紙学会評議員

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

日本折紙学会後援折紙探偵団関西友の会
第12回コンベンション主催、企画、運営

折紙に関する研究発表会と講習会

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

日本折紙学会主催・後援コンベンション等における通訳、翻訳業務

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

期間 概要

海外での活動
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対象者

Students

Students

Teachers

Students

Students

Teachers

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 2011.05.02 Roundtable Conference on
Women and Migration,
Miriam Coｌlege

共 2011.05.21 2011年度年次大会,日本
移民政策学会

単 2011.12.13 Kobe College

共 2011 KobeYWCA

単 2011.11 Ministry of Health

単 2011.05,
2011.08,
2011.09

Ministry of Justice and
High Courts in Tokyo and
Osaka

単共
の別

支給額 支給年度

共 1,000US$ 2011.05

共 180,000 2011
～2012

2011

Fieldwork 2011.09.20 Fieldwork to the Philippines

Teaching methods, research, class
management and syllabus making

Production of study materials 2011 Reading, writing, speaking and listening
materials

Lecture 2011.12.13

For graduate school, internships and study
abroad

Assistance to other faculty members 2011-2012

Lecture on Fieldwork

References

M. Tsuda, A. de Dios,

Yukari ANDO, Muge DANE, Mika
HASEBE

"Women and Migration in Japan"

Transnational Issues in Migration,
International Panel

学会発表

学術論文

“Education for What?Formulating
Fieldwork Programs to Understand Global
Problems and Local Solutions."

英文学科専門部会

女性の教育と社会貢献Joint Lecture

Documents related to Court Cases

Migration Issues in Japan Miriam College

Public health-related materials

Associate in Research, Harvard University Reischauer Institute for Japanese Studies

2011.04 -

2011.06 -

2009.04 - Member, Asiatic Society

理事、日本移民政策学会

社会活動

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

総合研究Kobe College Research InstituteGlobal Citizenship Fieldwork
"Learning from Asia, Learning from the Phiippines"

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

その他の研究発表、演奏

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

Poster Session 2011.10.15 Poster Presentation of Research and
Fieldwork Actiities

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

教育活動

担当授業科目（大学）

Research Skills for College Students, Lecture and Discussion(Ⅱ): Global Studies, Advanced Writing(A), Advanced Writing(B), English
Workshop, Introduction to Global Studies, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　Yolanda　TSUDA / 英文学科 / 教授

専門分野

女性学, 移民学, 人間安全保障, グローバリゼーション

研究課題研究課題
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単共
の別

年月 場所

共 2011.04.02 Osaka

共 2011.
11.03-05

Kobe

国名

Philippines

Ireland

Health and Migration Issues in Japan

女性の教育と社会貢献

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

AOTS Osaka

Kobe YWCA

Radio Community Presentor, FMYY Kobe

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

公開講座

2011.12.03 - 07 Attended Conference on"Language, Migration and Diaspora," Royal Irish Academy, Dublin.

2011.08.25 Lecture on Issues Filipinos in Japan, Assumption College Phillippines.

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

Volunteer work for international communities, Tohoku area (Iwate, Fukukushima, Miyaji, Sendai).2011.09 and 2012.03
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対象者

英文学科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 2011.12 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

共 2011.10 思潮社

単共
の別

支給額 支給年度

単 299万円 2011～
2013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

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2010.04 - 現在 日本英文学会関西支部・大学代表委員

2010.09 - 現在 The Emily Dickinson International Society / Board member

2011.01 - 現在 The Society for the Study of American Women Writers / Advisory Board Member

1994.04 - 現在 日本エズラ・パウンド協会・理事、編集委員長（2011.4-現在）

2005.04 - 現在 日本アメリカ文学会関西支部・評議員

2009.04 - 現在 日本英文学会・大学代表委員

社会活動

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

エミリ・ディキンスンと日本 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

研究助成金の受給状況

Immortal Monuments: 16 Modern Japanese
Poets

共訳/鵜野ひろ子、Sue Herbert。pp.109-
24.

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

"Emily Dickinson's Seclusion and Japan" pp.129-50.

学術論文

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

研究活動

英文学科１年生用の新教材を同僚と共に作
成

2011.11.01

担当授業科目（大学院）

American Poetry

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

2011.04 - 現在 日本エミリィ・ディキンスン学会理事

氏名／所属／職名　　　　　鵜野　ひろ子　UNO　Hiroko / 英文学科 / 教授

専門分野

アメリカ文学

研究課題

エミリ・ディキンスンの詩における宗教と科学の葛藤, エズラ･パウンドとウィリアム･バトラー・イェイツとの影響関係, エミリ・ディキンスンと
東洋

教育活動

担当授業科目（大学）

Intensive Reading for Research, Research Skills for College Students, Thematic Studies in Literature, Special Lecture in Literary
Studies, American Literature and History, Critical Reading for Research, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis
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国名

アメリカ

アメリカ2012.01-現在 The Society for the Study of American Women WritersにおいてEdition Awardsの審査委員（国内で
作業）

2011.07.30 The Emily Dickinson International Society Annual MeetingにおいてMaster ClassのLeader

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

海外での活動
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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

単共
の別

支給額 支給年度

共

単共
の別

年月 場所

国名

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

専門分野

International Relations

研究課題

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

教育活動

担当授業科目（大学）

Extensive Reading for Research, Listening Skills for College Students, English Workshop, Introduction to Global Studies, Current
Issues in Japan, Lecture and Discussion(Ⅳ): Global Studies, Issues in International Relations, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior
Project/Thesis

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

学術論文

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

その他の研究発表、演奏

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

就任期間 機関名・委員名・役職名

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

期間

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

Kobe College Research Instituteアジアにおけるグローバル問題とそれに対する、社
会・経済・文化的取り組みの現状と展望についての
総合的研究

Associate Editor 2012 Spaces and Flows: International Jouranl of Urban and ExtraUrban
Studies

概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
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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 2011 Japanese/Korean
Linguistics 18

単 2011 Proceedings of the North
East Linguistic Society
39

単 2011.04.09 The 47th annual meeting
of the Chicago Linguistic
Society

単 2011.04.24 The 29th meeting of the
West Coast Conference
on Formal Linguistics

単 2011.06.17 日本音韻論学会

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

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

学会役員

就任期間 学会役員名

社会活動

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

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

Visibility of covert feature in serialism

Nested derivedness in Ponapean
morphophonology

その他の研究発表、演奏

Global optimality in Japanese mimetic
voicing

Lexical indexation in Sino-Japanese
exceptionality

学会発表

Cophonology in Sino-Japanese vowel
harmony

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

研究活動

学術論文

著書・CD

教育活動

担当授業科目（大学）

Grammar for Writing Ⅰ, Grammar for Writing Ⅱ, The Structure of the English Language(Ⅱ), Contrastive Linguistics: Japanese and
English, Junior Seminar

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

氏名／所属／職名　　　　　栗栖　和孝　KURISU　Kazutaka / 英文学科 / 准教授

専門分野

理論言語学 (音韻論・形態論）

研究課題

- 9 -



国名

備考 2011.9～2012.8 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

- 10 -



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 2012.03.31 University of Bangor

共 2012.03.31 University of Bangor

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

イギリス2012.03.17-26 シェフィールド大学バーリー教授との共同研究

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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

"Frequency effects in “within-language”
translation tasks. Poster Presentation to
Bilingual and Multilingual Interaction"

学会発表

Anna Ibrahim and Rosemary Varley

その他の研究発表、演奏

研究活動

学術論文

Frequency effects in “within-language”
translation tasks. Poster Presentation to
Bilingual and Multilingual Interaction

Anna Ibrahim and Rosemary Varley

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

担当授業科目（大学）

Research Skills for College Students, Academic Essay Writing Ⅰ, Science of the English Language & Communication Ⅰ, The
Structure of the English Language(Ⅰ), Contrastive Linguistics: Japanese and English, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior
Project/Thesis

担当授業科目（大学院）

Special Lecture on the English Language

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             松尾　歩　MATSUO　Ayumi / 英文学科 / 准教授

専門分野

言語学

研究課題

第1言語習得

教育活動

- 11 -



対象者

Students, other faculty

Megumi kai members

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 2011.09.21 大阪市立大学国際都市
文化論発表原稿集

単 2011.09.20 Osaka City University
Conference on Urban
Society

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

教育活動

担当授業科目（大学）

Extensive Reading for Research, Listening Skills for College Students, English Workshop, Introduction to Global Studies,
Introduction to Japanese Culture, Lecture and Discussion(Ⅲ): Global Studies, Advanced Writing(A), Advanced Writing(B), Special
Lecture in Global Studies, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis

担当授業科目（大学院）

氏名／所属／職名　　　　　David　George　McCULLOUGH / 英文学科 / 准教授

専門分野

Language Education, Media Studies

研究課題

Comparative Television Studies, New Media, Leadership Education

I led an English literature dicussion class for
the Megumi-kai alumni association.

2011.04-12 discussion of American literature in
English

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

I provided extensive training in visual
production technique and presentation.

2011.04-12 Editing systems, sound recording proce-
dures.

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

研究活動

“A Close Up View of Discussion: The Talk
of Language Learners and the Structure of
Interaction”

an overview of the interaction between
language support in collaborative groups
and language learning

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

“A Close Up View of Discussion: The Talk
of Language Learners and the Structure of
Interaction”

an overview of the interaction between
language support in collaborative groups
and language learning

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

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

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 2012.02.17 ウェスティンホテル大阪

単 2012.03.13 『学報』第164号、神戸女
学院

共 2011.03.23 みすず書房

単共
の別

支給額 支給年度

共 100万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

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

専門分野

通訳学・通訳教育学, 神経生物学

研究課題

Multimodalな相互作用としての通訳、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, 三叉神経の運動感覚
に関する解剖・生理学的研究

教育活動

担当授業科目（大学）

Interpreting: Theory and Technique Ⅰ, Current Issues in Japan, Science of the English Language & Communication Ⅱ, Junior
Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis

担当授業科目（大学院）

Interpreting Practicum, 逐次通訳演習Ⅰ, 逐次通訳演習Ⅱ, 同時通訳演習Ⅰ, 同時通訳演習Ⅱ

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

学術論文

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

演奏会・発表会

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

温情会での余興 共演/榎田雅祥。曲目/ドップラー「アンダ
ンテとロンド」。

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

アジアにおけるグローバル問題とそれに対する、社
会・経済・文化的取り組みの現状と展望についての
総合的研究

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

エッセイ＜私の研究＞：「Multimodalな相互
作用としての通訳」

単著/中村昌弘。p.53。

『通訳翻訳訓練ー基本概念とモデル』 共訳/田辺希久子、中村昌弘、松縄順子。
pp.62-95、翻訳チェック、全体校正。

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

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
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国名

オーストラリ
ア

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

2011.
08.24,09.24,10.05

オーストラリア国立大学音楽学部との遠隔授業の準備と通訳実施（国内で作業）

- 14 -



対象者

院生

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

共 2012.01.15 第十六屆口筆譯教學國
際學術研討會

共 2012.03.12 みすず書房

単共
の別

支給額 支給年度

単 96万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

国名

オーストラリ
ア

2012.03.01-18 クインズランド大学との遠隔授業（18日に実施）の準備と実施(国内で作業）

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

2011.04 - 2012.03 NPO法人語らいの家理事

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2011.04 - 2012.03 日本通訳翻訳学会関西支部幹事

社会活動

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

"Multiple Translation Communities in
Contemporary Japan"の編集

2011.04-2012.03 海外出版のための企画（共編）

『通訳翻訳訓練』 神戸女学院大学研究所出版助成

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

『通訳翻訳訓練』 共訳／中村昌弘、松縄順子

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

共同発表/南津佳広

学会発表

Bridging the Motivational Gap: Research on
translation classes in Japan

学術論文

著書・CD

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

Mona Baker教授講演会共催(愛知淑徳大・
立命館大）

2011.11.01 演題”Translation as an Alternative Space
for Political Action”（会場・立命館大）、通
訳OJT兼ねる

担当授業科目（大学院）

修士論文（翻訳プロジェクト）のための原著
者との打ち合わせ

2011.05.10 院生とともに梅田にて面談

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

翻訳の理論と実践Ⅱ

氏名／所属／職名　　　　　田辺　希久子　TANABE　Kikuko / 英文学科 / 准教授

専門分野

翻訳理論, 翻訳教育

研究課題

順送り・逆送りの訳の言語学的・歴史的考察, フレーズ表現と翻訳, 翻訳に対する翻訳者・読者の心的態度, ボランティア翻訳

教育活動

担当授業科目（大学）

Introduction to Japanese Culture, Translation: Theory and Technique Ⅰ, Science of the English Language & Communication Ⅱ,
Translation(English to Japanese), Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis
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対象者

ケンブリッジ日本人会

院生

英文3，4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 2011.
07.16-18

Coleridge, Romanticism,
and he Orient: Cultural
Negotiations

単共
の別

支給額 支給年度

共 15万円 2011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

2011.09～　日本英語検定面接委員

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

公開講座

社会活動

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

他文化＝多文化への眼差しーコールリッジとロマン
主義文学における異文化間交渉の位相

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

研究助成金の受給状況

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

メール、面談

研究活動

欠席が多い学生へのケア

Friends of Coleridge 主催国際学会

学会発表

"On Artistic Disinterestedness: Coleridge,
Kant and Schopenhauer Compared"

学術論文

講演 2011.07.03 奴隷貿易廃止法案とJohn Newton のかか
わり

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

院生へのアドバイス 留学期間中夏休
み

担当授業科目（大学）

Research Skills for College Students, Critical Reading for Research, Academic Essay Writing Ⅲ, Poetry in English, Mythology and
Literature, Junior Seminar

担当授業科目（大学院）

English Poetry

11年度後期 学生主事として、電話相談や面談。

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　　　  　　和氣　節子　WAKE　Setsuko / 英文学科 / 准教授

専門分野

イギリスロマン派文学

研究課題

S.T.Coleridgeとプラトニズム, ドイツ観念論哲学との関係, 英文学と神話、聖書, イギリスロマン派文学と環境文学, エコロジー

教育活動
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国名

イギリス

備考 2011.4～2011.8 海外留学

2011.04-08 Cambridge Lucy Cavendish College 留学（visiting fellow)

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 2011.06 神戸女学院大学論集第
58巻第1号 pp. 1-11

単 2011.06.19 2011 Osaka Tech Day
Plus

単 2011.
11.18-21

JALT 2011 Conference

単共
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

年月 概要

社会活動

学会役員

学会発表

"Understanding imitation in second
language acquisition"

著書・CD

学術論文

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

助成金タイトル、支給元

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

学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項

就任期間

公開講座

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

"An analysis of EFL writers' JACET 8000
lexical use"

"Online textual analysis tools useful for
working with EFL writing"

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

Extensive Reading for Research, English Pronunciation, Listening Skills for College Students, Public Speaking, Academic Essay
Writing Ⅱ, Research Presentation in English, Communication in English

担当授業科目（大学）

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

氏名／所属／職名　　　　　Nathaniel　CARNEY / 英文学科 / 専任講師

専門分野

研究課題

TESOL

TESOL

教育活動
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対象者

International students

International 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

単共
の別

支給額 支給年度

共 1.000.000 2011～
2012

単共
の別

年月 場所

単 2011.10.13 Nishinomiya

国名

氏名／所属／職名　　　　　FUKUSHIMA　Marcelo / 英文学科 / 専任講師

専門分野

研究課題

International Economics, Global Business

International Trade and Migration, International Trade and ICT

教育活動

担当授業科目（大学）

Listening Skills for College Students, Lecture and Discussion(Ⅰ): Global Studies, Advanced Writing(A), Advanced Writing(B),
Special Lecture in Global Studies, English Workshop, Introduction to Global Studies, Current Issues in Japan, Extensive Reading for
Research, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis

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

Current Issues (lecture) 2011.06.01-08 International Management

Current Issues (lecture) 2011.10.05-09 International Management

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

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

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会活動

就任期間 学会役員名

学会役員

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

Kobe College Research InstituteComprehensive Research Grant (Sogo Kenkyu
Josei)

概要

西宮市大学交流センターWomens' Institute Extension Course

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

学術論文

その他の著作、訳書等

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
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対象者

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 2011.07 The JALT CUE 2011
Conference, Toyo
Gakuen University

単共
の別

支給額 支給年度

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

その他の著作、訳書等

学術論文

年月 概要

助成金タイトル、支給元研究タイトル

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

機関名・委員名・役職名就任期間

学外機関委員会等

概要

公開講座

講座名、講演タイトル

学会役員名就任期間

Received an M.L.I.S. degree (Master's in
Library and Information Science)

2011.12 Graduated from the University of Wisconsin-Milwaukee

学会役員

社会活動

研究助成金の受給状況

その他の研究発表、演奏

"Are English majors in Japan motivated to
use academic libraries?"

学会発表

Managed the English Zone and its related
activities.

All year

研究活動

著書、CD

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD・論文・学会発表・演奏会等
の名称

Volunteered over 3 hours per week during
spring term tutoring and talking with
students in the English Zone. In fall term,
I managed the work of the American
exchange student in the English Zone and
helped organize the Halloween and
Christmas parties.

教育活動

担当授業科目（大学）

English Pronunciation, Communication in English, Public Speaking, Research Presentation in English, Academic Essay Writing Ⅱ

担当授業科目（大学院）

その他の教育活動上特記すべき事項 年月 概要

氏名／所属／職名　　　　　Kurtis　Allen　McDONALD / 英文学科 / 専任講師

専門分野

研究課題

TESOL

CALL, Meaningful communication, Library and information science
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対象者

英文学科教育実習生

教員採用試験一次試験
合格者

英文学科3、4年生

英語科教育法履修中の3
年生

英文学科教職履修中の3
年生

2012年3月英文学科卒業
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 2012.03 JACET第2次授業学研特
別委員会、『高等教育に
おける英語授業の研究－
学習者の自律性を高める
リメディアル教育」

単 2011.04.24 JALT大阪支部年次大会

2011.08 教員採用試験一次合格者を対象に二次
試験の面接や模擬授業の対策指導を
行った。その結果、兵庫県教員採用試験
二次試験（中学）に一名合格した。

教員採用試験一次試験合格者への二次試
験対策講座

概要

研究課題

英語科教授法, 誤答分析、早期英語教育

教育活動

担当授業科目（大学）

Grammar for Writing Ⅰ, Grammar for Writing Ⅱ, Junior Seminar, Senior Seminar, Senior Project/Thesis, 英語科教育法Ⅰ, 英語科
教育法Ⅱ,  Academic Essay Writing Ⅰ, 教育実習Ⅰ, 教育実習Ⅱ

担当授業科目（大学院）

英語科教育法における模擬授業のための
指導

2011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、よりより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。

氏名／所属／職名　　　　　白井　由美子　SHIRAI　Yumiko / 英文学科 / 専任講師

専門分野

英語教育

教員志望の学生へのケア 2011年度

その他教育活動上特記すべき事項 年月

研究活動

教育実習事前指導、反省会 2011.
05.11, 07.29

2011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ている。

英国大学院志望の卒業生に対するアドヴァ
イス

2012.03 英国大学院を志望する卒業生に対して、
自分の体験等もまじえながら、アドヴァイス
を行った。また、大学院と奨学金のための
推薦状を作成した。

OG教員を招いての「教員採用試験合格体
験談の会」

2012.03 卒業生の方で、教員採用試験に合格して
教員として活躍していらっしゃる方にお越
し頂き、採用試験対策をお話しして頂く会
を催した。その結果、兵庫県中学校教員
採用試験に1名が合格し、教諭として教壇
にたつことになった。また、4名が常勤講
師、非常勤講師として、公立中学校で
2012年4月より教えることになった。

学術論文

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

査読有。pp.117-118。

学会発表

"Drawing Pictures - To Encourage and
Check Students' Understanding "

その他の研究発表、演奏

「スタンプポイント制度を利用した授業－中
学・高校で英語をきちんと勉強してこなかっ
た学生に対して」（実践報告）

教員志望学生に対して、講師登録の仕方
など、指導した。（実際に4名の学生が
2012年4月から講師として教壇に立つこと
になった。）また、私学の登録の仕方など
も指導した。
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単 2011.10.12 神戸女学院大学教員研
修会『提言』

単 2011.12 神戸女学院『学報
No.163』

単 2012.03 神戸女学院大学女性学
インスティチュート『ニュー
ズレター No.52』

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.08.02 神戸女学院大学

単 2011.10.06 西宮大学交流センター

国名

その他の著作、訳書等

報告書：「Bogard先生の目指された神戸女
学院の英語」

pp. 8-9。

新刊紹介：「はじめての海外出張・留学・赴
任で使える英会話フレーズブック」

p.15。

報告書：「なぜつまずいてしまうのか？－Be
動詞-」

p.3。

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

学会役員

就任期間 学会役員名

社会活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

神戸女学院大学女性学インスティチュート学
外講演会　「なぜつまずいてしまうのか？－
Be動詞－」

短大生の英作文をもとに、そこに見られる
Be動詞の間違いを分析し、解説した。

英語教員免許更新講習「教授法」 中学、高校の英語教師を対象に、英語教
授法の講義を行った。

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

1997.04 - 現在 日本英語検定協会英語検定試験面接委員

西宮市立山口小学校と浜小学校において、学生が英語活動の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、校長先生からも高い評価を頂いている。また、児童も「また英語を習いたい」と言っていると
伺っている。そのような活動を通して、学生は意識を高め、そこで学んだことも多く、卒業後、活動に携わった学生3名は、全て教職の
道を歩むこととなった。職業につながることになった社会活動、社会貢献である。

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

単 2011.08.31 第4回初年次教育学会、
久留米大学

単 2011.10.10 日本経済新聞、教育欄

単共
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　　　　　古庄　高　FURUSHO　Takashi / 総合文化学科 / 教授

専門分野

教育学, 人間形成論

研究課題

アドラー心理学による人間形成論, 現代における学校教育と協同学習, クリシュナムルティの思想と教育

教育活動

担当授業科目（大学）

総合演習, 教育原理, 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）

国際文化論(Ⅱ)

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

学術論文

その他の研究発表、演奏

学会発表

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

「ＬＴＤ話し合い学習法」

研究助成金の受給状況

その他の著書、訳書等

新聞記事「『話し合い学習』学生に意欲」

社会活動

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

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

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

R200, R386 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 2012.02.20 世界思想社

単 2012.03.30 『明治学院歴史資料館
資料集』第9集

単 2011.04.17 『メサイア・プログラム』メ
サイアを歌い続ける会

単 2011.05 日本キリスト教団出版局

単 2011.09.01 『SOWER』No.38 日本聖
書協会

単 2011.11.01 パンフレット『神戸女学
院創立者　初代校長　タ
ルカット先生』神戸女学
院史料室

単 2011.12.13 『学報』No.163 神戸女
学院

単 2012.01.13 『Doshisha Spirit Week
講演集 2010 春学期』同
志社大学キリスト教文化
センター

単共
の別

支給額 支給年度

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

2011.04 - 2012.03 日本基督教学会理事

2011.04 - 2012.03 日本旧約学会委員

pp.1-2

イライザ・タルカット（1836-1911）――その歩
みと志に学ぶ

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

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

J.F.D.クリーチ『詩編』

メサイア演奏会に寄せて

詩編を読む――最近の研究を参考に pp.8-9

アメリカンボード・神戸女学院・同志社 pp.165-187

創立者イライザ・タルカット先生召天100年に
よせて

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

担当授業科目（大学院）

学会発表

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

『旧約聖書を学ぶ人のために』 共著/荒井章三、並木浩一他。pp.205-
221

安部正義オラトリオ『ヨブ』――台本の神学
的検討

pp.35-47

著書・CD

学術論文

研究活動

講義資料、講義予稿の配布 2011年度前後期 全ての講義でハンドアウトと講義予稿を配
布した。

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　　　　　飯　謙　II　Ken / 総合文化学科 / 教授

専門分野

キリスト教学, 旧約聖書学

キリスト教学

研究課題

旧約聖書詩編の編纂史, ヘレニズム期ユダヤ教の教派, ユダヤにおける古代オリエントおよびギリシアからの思想的影響

教育活動

担当授業科目（大学）

初期神戸女学院, キリスト教学(旧約学), 宗教史特講, 専攻ゼミ(Ⅰ), 専攻ゼミ(Ⅱ), 卒業論文
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単共
の別

年月 場所

単 2011.06.06 大阪水上隣保館

単 2011.09.17 宮城学院

単 2011.09.18 甲東教会

単 2011.11.22 神戸女学院大学

単 2012.
01.24,

02.14,03.13

神戸女学院めぐみ会館

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

その他社会活動上特記すべき事項

期間 概要

2011.04 - 2012.03 社会福祉法人真生塾評議員

機関名・委員名・役職名

2011.04 - 2012.03 学校法人頌栄保育学院評議員

学外機関委員等

就任期間

2011年度関西同神会

C.B.デフォレスト先生の歩みを覚えて

震災・生徒・学生、地域、建学の精神 宮城学院第6回建学の精神研修会

預言者エリヤ（全3回） めぐみ会2011キリスト教セミナー

甲東教会特別講演会

創立者個人史探究の意義 全国大学史資料協議会

講座名、講演タイトル 概要

創立者イライザ・タルカット

公開講座
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対象者

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 2011.10.25 和泉書院

単 2012.03.31 日本近代文学会東海支
部　第43回研究会

単 2012.01.21 一橋大学

単 2011.04.03 『神戸新聞』『信濃毎日新
聞』他

単 2012.03.30 『女性学評論』26

単共
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　　　　　飯田　祐子　IIDA　Yuko / 総合文化学科 / 教授

専門分野

日本近代文学, ジェンダー研究

研究課題

語りにおける身体性, ジェンダーと日本近代の文化規範, 夏目漱石研究

教育活動

担当授業科目（大学）

キャリアを考える（人生編）, 日本近現代文学研究, 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）

日本文学特殊講義, 比較文化学総合演習(Ⅰ), 比較文化学総合演習(Ⅱ)

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

和合亮一講演会「詩と福島」開催 2012.03 講演会の企画・開催等の指導

学会発表

「男」と暴力

著書・CD

学術論文

『兵庫近代文学事典』 執筆項目/「円地文子」「初井しづ枝」「内
田樹」「池内紀」「池内了」「上村多恵子」
「座古愛子」「荷宮和子」。

書評：『大正女性文学論』 pp.171-177。

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

「生表象の動態構造」シンポジウム 研究発表/書くことと〈告白〉

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

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

書評：『女が国家を裏切るとき』

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2011.04 - 2012.03 日本近代文学会評議員

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

単 2011.08.01 自治体研究社

共 2011.08.20 ほるぷ出版

共 2011.12.15 日本機関紙出版センター

共 2012.02.01 学習の友社

単 2011.04.20 保育研究所『保育情報』
2011年4月号

単 2011.09.01 部落問題研究所『人権と
部落問題』2011年9月号

共 2011.11.01 新日本出版社『経済』
2011年11月号

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.04.10 新宿農協会館

単 2011.07.23 奈良県文化会館

単 2011.08.29 平和と労働センター

単 2011.10.22 神戸朝日ホール

単 2011.11.10 東京グランドホテル

資本主義とはどういう社会か

人間の復興か、資本の論理か

主催/全日本民主医療機関連合会。

内容/映画『キャピタリズム』を見て。主催/
映画鑑賞団体全国連絡会議。

内容/全日本民医連トップ幹部研修会。

その他の研究発表、演奏

pp.6-14。

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

氏名／所属／職名 　  　　　 石川　康宏　ISHIKAWA　Yasuhiro / 総合文化学科 / 教授

専門分野

経済理論, 経済政策

研究課題
「構造改革」と総称される政府の経済政策の検討, 現代日本経済のジェンダー視角からの検討, 東アジアの経済共同に対する「慰安婦」問
題・歴史問題の影響の検討, マルクスの社会・経済思想の検討

『女性白書2011』 共著/牛久保秀樹他。pp.10-15。

3・11後の日本社会

教育活動

担当授業科目（大学）

キャリアを考える（人生編）, キャリアを考える（仕事編）, Current Issues in Japan, 経済学(国際経済を含む), 現代社会と経済学, 比較経済
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）

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

『人間の復興か、資本の論理か　3・11後の日
本』

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

『原発ゼロ 自然エネルギーへの転換』 共著/和田武、松崎保実他。座談会司会。

『マルクスの思想を今に生かす』 共著/鰺坂真、牧野広義他。pp.13-47。

学会発表

学術論文

その他の著書、訳書等

論文「民主党政権の下で何が起きているか」 pp.4-12。

論文「『慰安婦』問題を学び、社会に出て行く
学生たち」

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

座談会「3・11で露呈した日本資本主義の矛
盾」

米田貢・岡田知弘・鳥畑与一・増田正人。
pp.10-38。

他、詳細は個人ブログに掲載。

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

大学時代の学びと『資本論』 内容/学生向け。主催/同実行委員会。

憲法どおりの日本をつくる 内容/地方議員向け。主催/自治体問題研
究所。

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

他、合計47回。詳細は個人ブログに公開。
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国名

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

2001.12 - 現在 関西勤労者教育協会・常任理事

2002.09 - 現在 総合社会福祉研究所・理事

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

2007.03 - 現在 兵庫県自治体問題研究所・理事

その他社会活動上特記すべき事項

期間 概要

2007.09 - 現在 関西唯物論研究会・委員
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対象者

2年生と3年生

教員

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 2012.01 相川書房

単 2012.01 相川書房

単共
の別

支給額 支給年度

単 190万円 2011～
2012年度

単 200万円 2011～
2012年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.06.05 大阪府こころのセンター

単 2011.07.20 神戸市夢野

単 2011.11.10 東大阪市民センター

単 2011.11.25 伊丹iccc

2002.04 - 現在 浅香山記念会監事

2006.04 - 現在 神戸市障がい者施策推進協議会副会長

2006.04 - 現在 しののめハウス評議員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

1994.04 - 現在 やなぎの里評議員

事例検討の方法 事例の書き方と検討の方法

セルフヘルプグループの在り方 セルフヘルプ運動の方法

家族会の在り方 アルコール症の家族会のありかた

講座名、講演タイトル 概要

面接の技法 面接の技術

公開講座

1998.04 - 現在 精神科救急学会・評議員

社会活動

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

私の教育実践2の出版助成 神戸女学院大学研究所　出版助成金及び総合文
化学科

私の教育実践1の出版助成 神戸女学院大学研究所　研究助成金及び総合文
化学科

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

その他の研究発表、演奏

学会発表

2012.01 授業の方法

著書・CD

私の教育実践2

学術論文

私の教育実践1

精神保健福祉論のテキストの作成 2012.01 精神保健福祉

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

研究活動

私の教育実践1 2012.01 授業の方法

私の教育実践2

担当授業科目（大学）

人間福祉学入門, 社会福祉援助技術現場実習指導, 精神保健福祉援助技術総論, 精神保健福祉援助演習, 精神保健福祉援助基
礎実習, 社会福祉援助技術現場実習指導, 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）

社会福祉学演習(Ⅱ), ソーシャルワーク実習

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　　　　　岩田　泰夫　IWATA　Yasuo / 総合文化学科 / 教授

専門分野

社会福祉学

研究課題

セルフヘルプ運動と新しいソーシャルワーク実践, ソーシャルワーカーの機能, ソーシャルワーク実践とその方法

教育活動
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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

単 2011.07.05 『学報』No.162

単共
の別

支給額 支給年度

単 30万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

国名

備考 特別研究制度期間2011.9～2012.3

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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

1995.04 - 2012.03 新修彦根市史現代史部会執筆委員

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

地域社会と原子力発電所 神戸女学院大学研究所研究助成金

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

新刊紹介：村上直之著『改訂版 近代ジャー
ナリズムの誕生』

研究助成金の受給状況

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究活動

学術論文

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

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）

社会学特殊講義(Ⅰ)

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）

氏名／所属／職名　　　　　小松　秀雄　KOMATSU　Hideo / 総合文化学科 / 教授

専門分野

社会学

研究課題

現代の地域社会の諸問題、原子力発電所の社会学的調査研究 生政治論の社会学的再考
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対象者

大学生対象

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 2011.11.15 青簡舎

単 2011.07.31 全国大学国語国文学会
『文学・語学』第200号

単 2011.09.17 陽明文庫虎山荘

単 2011.09.19 中国・広東外語外貿大学

単 2011.12.15 神戸女学院大学

単 2012.02.10 神戸女学院大学

単 2011.10 『神戸女学院大学女性学
インスティチュート
ニュースレター』№51

単 2012.03 『古今和歌六帖研究Ⅱ』

単共
の別

支給額 支給年度

単 182万円 2011年度

代 100万円 2011年度

共 147840円 2011年度

単共
の別

年月 場所

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

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題詠のあり方, 中古中世和歌文学と漢籍との関連性, 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, 日本文学講読(Ⅰ), 日本語教育実習(国外), 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）

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

大学生のための日本語表現実践ノート改訂
版

2012.03 前刷に修正加筆をおこない初版第３刷を
刊行

学会発表

歌題集成書『明題古今抄』の伝本・構成とそ
の資料的価値

pp.1-12。

著書・CD

学術論文

新注和歌文学叢書10　頼政集新注　上 共著/中村文、兼築信行、黒田彰子他。

その他の研究発表、演奏

2011年度後期総合文化学科専門部会 題/中世自撰家集のかたち

2011年度総合研究成果報告 題/陽明文庫「宋雅百首」をめぐって―薩
摩時代の信尹（信輔）の関与―

2011中日文化フォーラム「東洋文化の行方」 題/中国漢詩から和歌へ

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

科研成果報告書「諸本解題：田林義信氏蔵
本」

研究代表者/黒田彰子  科研費補助金基
盤研究（Ｃ）「古今和歌六帖の本文と享受
に関する総合的研究」

第13回陽明文庫古典資料研究会 題/頓阿日次家集（貞和二年部分）をめ
ぐって

その他の著作、訳書等

エッセイ「平安時代の女性の中にも…」

新注和歌文学叢書10　頼政集新注　上 神戸女学院大学研究所　研究成果配付補助

教養伝播、その実相の解明 神戸女学院大学研究所　総合研究助成

中世歌題集成書類の生成と展開 日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）（2）

社会活動

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

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2011.04 - 2012.03 中古文学会関西部会委員

2011.04 - 2012.03 和歌文学会委員・関西例会委員
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国名

中国

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

2010.12 - 2011.11 日本学術振興会科学研究費委員会専門委員

2011.09.18-20 2011中日文化フォーラム「東洋文化の行方」（於、広東外語外貿大学）にコメンテーター、発表者とし
て参加。（発表題目「中国漢詩から和歌へ」、大学院生とともに参加し、両校の交流を深めた）

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
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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

単共
の別

支給額 支給年度

共 30万円 2011年度

共 80万円 2011年度
～12年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名 　　　 　　真栄平　房昭　MAEHIRA　Fusaaki / 総合文化学科 / 教授

専門分野

日本史

研究課題

東アジア海域世界の交流史, 海運・流通ネットワーク史, 近世日本の境界領域論

教育活動

担当授業科目（大学）

史料で探る日本の歴史, 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）

日本史特殊講義, 比較文化学総合演習(Ⅰ), 比較文化学合同研究A

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

歴史教育上、特に学院史に関わる近現代
史のオーラルヒストリー（聞き取り調査）と、
授業実践に生かす取り組みを進めてい
る。

著書・CD

学術論文

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

その他の研究発表、演奏

学会発表

研究助成金の受給状況

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

戦後沖縄における教育実践史研究 日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

実データ（史資料）に基づく海域アジア交流ネット
ワークの時空間分析

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

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

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

全学の学生

全学の学生

心理・行動科学科の新入
生

寮生

英文学科新入生

全学の卒業生

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 2011.06.30 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第1号

単 2011.12.20 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

単 2011.09.20 『華蔵界』34号、大本山建
仁寺

単 2011.11.12 『図書新聞』3037号、図書
新聞

単共
の別

支給額 支給年度

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

2011.04 - 2012.03 日本キリスト教文化学会会計監査役

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

社会活動

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

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

書評「愛の思想史」

エッセイ「千光会の活用方法」

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

「ジョン・ロックの自由の概念（その１）」

「ジョン・ロックの自由の概念（その2）」

卒業記念礼拝 2012.03.15 司会と説教

著書・CD

学術論文

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

心理・行動科学科のフレッシュマンキャンプ 2011.04.15 開会礼拝を担当した。

研究活動

チャペルアワーニュース 毎月1回 毎月の聖句の解説

読書会 毎月1回 ヨハネ福音書の解説

学生寮の夕拝 2011.04.21,
2012.01.1１

説教を2回担当した。

英文学科のフレッシュマンキャンプ 2011.04.22 開会礼拝を担当した。

担当授業科目（大学）

キリスト教概説, キリスト教思想史, 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

氏名／所属／職名             松田　央　MATSUDA　Hiroshi / 総合文化学科 / 教授

専門分野

キリスト教神学, 宗教哲学

研究課題

キリスト教と日本の宗教との比較, キリスト教的修道, キリストの復活の使信

教育活動
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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

2011.07.24に日本キリスト教団世光教会において礼拝の説教

2011.10.16に日本キリスト教団京都教会において礼拝の説教
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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 2012.03 『もうひとつのモダニズ
ムー1920年～1930年代
の女性詩人たち』　神戸
市外国語大学　『外国学
研究』　81 もうひとつのモ
ダニズム　研究班　編著
（神戸市外国語大学外国
学研究所）

単 2011.12.01 『英文学研究』88巻

単 2011.12.13 『学報』 163号

単 2012.03.25 『北海道新聞』

単共
の別

支給額 支給年度

共 20万円 2011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

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2011.04 - 2012.03 日本アメリカ文学会関西支部評議員

社会活動

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

もうひとつのモダニズム　 神戸市外国語大学外国学研究所　研究班

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

書評　筒井正明著『真なる自己を索めてー
現代アメリカ文学を読む』、南雲堂、2009
年。

pp.200-04

書評　スーザン・ソンタグ著『夢の賜物』木幡
和枝訳　河出書房新社刊、2012年

p.14

「世界女子教育教職員会議報告」 p.35

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

概要

「エドナ・セント・ヴィンセント・ミレイにおける
女性性とジャンルの問題」

pp.87-100

著書・CD

学術論文

担当授業科目（大学）

アメリカ研究, 外国語セミナー(英語Ⅰ), 基礎ゼミ, 専攻ゼミ(Ⅱ), 卒業論文

担当授業科目（大学院）

国際文化論(Ⅰ)

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月

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

専門分野

20世紀アメリカ小説

研究課題

多文化社会におけるマイノリティの諸相, 語りの技法、ジェンダー

教育活動
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国名

アメリカ

備考 2011.9～2012.8 海外留学

2011.05.31-06.03 Women's Education Worldwide Faculty Conference　出席

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

教職員・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 2011.12.25 『ドイツ文学論攷』53号
阪神ドイツ文学会

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

ドイツ

教育活動

担当授業科目（大学院）

担当授業科目（大学）

対話‐音楽から広がる知の世界, ドイツ文学, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(Ⅰ), 専攻ゼミ(Ⅱ), 卒業論文

図書館主催読書会のチューター 2011.11.24

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

専門分野

ドイツ文学

研究課題

ヘルマン・ブロッホ, klassisch-Moderneの長編小説, 田園都市の思想と運動

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・CD

比較文化・文学(Ⅱ), 比較文化学総合演習(Ⅰ), 比較文化学総合演習(Ⅱ), 比較文化学合同研究B

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究活動

学術論文

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

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

書評：「北島玲子著『終わりなき省察の行
方』」

pp.77-79

研究助成金の受給状況

学会役員名

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

2011.04 - 2012.03 日本独文学会編集委員

社会活動

学会役員

就任期間

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

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

期間 概要

2011.08.15-17 ベルリン、ブルーノ・タウトの田園都市調査

その他社会活動上特記すべき事項
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対象者

総合文化学科1回生用の
レポート書式教材

主に1～2回生用の読書
教材（冬弓舎）

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 2012.03.20 冬弓舎

単 2012.03.31 神戸女学院大学、女性学
インスティチュート『女性
学評論』第26号

単 2012.03.13 神戸女学院「学報」
NO.164

単共
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

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

公開講座

社会活動

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

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

書評：「ソプラノとハープのための　宮古島の
二つの歌謡」

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

「『容疑者Xの献身』--セクシュアリティの言
説という罠」

pp.113-143

著書・CD

学術論文

『思考のリフォーム』

「基礎ゼミ　レポートの書き方」 2011.04.01

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

研究活動

『思考のリフォーム』 2012.03.20

担当授業科目（大学）

対話‐音楽から広がる知の世界, 英米文化・文学入門, Introduction to Japanese Culture, Current Issues in Japan, メディアコミュニ
ケーション演習, イギリス研究, 外国語セミナー(英語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）

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　　　　　難波江　和英　NABAE　Kazuhide / 総合文化学科 / 教授

専門分野

英米文学, 批評理論, 文化学

研究課題

生きるための思想, 文学作品の文化学的構造分析

教育活動
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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 2012.01 丸善出版

共 2012.01.30 新世社

共 2012.02.24 日本キリスト教団出版局

単共
の別

支給額 支給年度

単 70万円 2011年度

共 77万5千円 2011年度

共 20万円 2011年度

共 100万円 2011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

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

プラトン正義論の解釈と受容に関する欧文包括研
究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

教養伝播、その実相の解明 神戸女学院大学研究所　総合研究助成

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

プラトン後期対話篇における問答法と倫理的・政治
的知のあり方

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｃ）

哲学と宗教の対話―ヘブライズム・キリスト教とヘレ
ニズムの交錯

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

その他の著作、訳書等

『フィロカリアⅧ』 共訳/大森正樹、宮本久雄、北垣創、高橋
雅人。pp.92-169。

『アブラハムのイサク献供物語：アケダー・ア
ンソロジー』

共訳/関根清三、石瀬博、佐藤隆、高橋雅
人、高橋優子、竹内裕、田島卓、手島勲
矢、中野裕考、福島揚。pp.31-37;43-
48;73-79。

『科学・技術・倫理百科事典』 科学･技術･倫理百科事典翻訳編集委員
会　監訳。pp. 580-592; 2348-2352。

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究活動

学術論文

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

担当授業科目（大学）

哲学, 倫理学, ギリシャ語(Ⅰ), ギリシャ語(Ⅱ), ラテン語(Ⅰ), 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）

比較思想(Ⅱ), 比較文化学総合演習(Ⅰ), 比較文化学総合演習(Ⅱ)

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　　　　　高橋　雅人　TAKAHASHI　Masahito / 総合文化学科 / 教授

専門分野

倫理学

研究課題

古代ギリシア倫理思想, ヨーロッパ中世倫理思想, 現代応用倫理学

教育活動
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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 2011.12 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

共 2012.03 神戸女学院大学女性学
インスティテュ―ト『女性
学評論』26巻

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

共 2011.11.08 フルブライト委員会東京
事務局

国名

氏名／所属／職名             横田　恵子　YOKOTA　Keiko / 総合文化学科 / 教授

専門分野

福祉社会学

研究課題
労働のグローバル化・女性化と日本女性の国際移動, 滞日アジア女性の支援に資する多文化ソーシャルワークの方法論の構築, 医療
現場における価値・倫理規範と医学部教育にかかわる問題

教育活動

担当授業科目（大学）

社会調査入門, 社会調査計画法, 社会調査実習, 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）

社会学演習(Ⅰ), 日本の環境とその保全(Ⅰ)

学術論文

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

著書・CD

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

学会発表

多胎育児の社会的困難：母親へのインタ
ビュー調査から

共著/越智祐子。pp.65-78。

女子大生の進路選択自己効力感：進路選
択に影響を与える大学での「学び」とは

共著/小池芙実代。Pp.23-42。

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

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

日米教育委員会（フルブライト委員会）奨学
生審査最終パネル

主催/日米教育委員会

コンクール等の審査

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

特定非営利活動法人　CHARM(Center for Health and Rights of Migrants)において、滞日外国人らに医療カウンセリングを実施。

2011.11 - 2012.03 日本学術振興会・科学研究費審査委員（社会福祉領域）

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

一般

精神保健福祉士養成課
程学生4年

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 2012.02.01 中央法規

単 2012.02.19 龍谷大学

単 2011.05.15 『メンタルヘルスマガジン
─こころの元気プラス』第
5巻第5号

単共
の別

支給額 支給年度

代 120万円 2011年度

共 50万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

共 2011.06.10 神戸女学院大学

単 2011.10.24 西宮市保健所

単 2011.11.26 神戸女学院大学神戸女学院秋季公開講座
「つながり合って生きる─アフリカでのフィー
ルドワークより─」

内容/西アフリカのリベリアとシエラレオネ
でのフィールドワークを通して、生存戦略
としての「つがり合い」について話をした。

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

女性学連続セミナー
「エチオピア体験学習での学び、そして今
─子どもの教育と女性の生活を中心に─」

内容/ゼミで企画したエチオピア体験学習
での学びを元ゼミ生（南佳枝、石井亜紀
子）と発表した。

西宮市精神保健福祉ボランティア講座
「共に支え合う社会を目指して─精神障害
者の地域生活の現状と課題―」

内容/精神保健福祉ボランティア養成のた
めの講座。主催/西宮市保健所、共催/西
宮市社会福祉協議会

社会活動

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

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

紛争後のリベリアにおける薬物汚染の実態調査と
薬物依存症者のリハビリテーション促進

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（B）
研究代表者

リベリアとシエラレオネにおける産科瘻孔（フィス
チュラ）の疫学状況と社会問題の研究

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（B）
研究分担者

その他の著作、訳書等

龍谷大学国際社会文化研究所叢書『ドラッ
グとアフリカ（仮題）』第2回研究会

「ドラッグと生きる ─リベリアのドラッグユー
ザーたちの実態─」

「分かち合い、支え合って、生きる─シエラレ
オネ共和国の精神障害者たち─」

pp.30-33.

研究助成金の受給状況

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究活動

精神保健福祉士国家試験対策 2011.07 精神保健福祉士養成課程の4年生を対象
に国家支援対策模試およびその評価を
行った。

学術論文

『精神保健福祉援助演習』 共著/栄セツコ、住友雄資他,pp.50-65.

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

社会福祉学特殊講義(Ⅰ), ソーシャルワーク実習

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）

社会福祉援助技術現場実習指導, 精神保健福祉論, 精神保健福祉援助基礎実習, 精神保健福祉援助演習, 精神保健福祉援助実
習, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(Ⅰ), 専攻ゼミ(Ⅱ), 卒業論文

女性学連続セミナーでの卒業生との合同発
表

2011.06 卒業生（元ゼミ生）とエチオピア体験学習
の学びについて女性学連続セミナーで発
表をした。

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

専門分野

社会福祉学

研究課題

アフリカの精神保健福祉, イギリスのソーシャルワーク

教育活動

担当授業科目（大学院）
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国名

リベリア・シ
エラレオネ

リベリア・シ
エラレオネ

2011.08-09 リベリアの薬物汚染の実態調査・シエラレオネにおけるフィスチュラ調査

2012.02-03 リベリアの薬物汚染の実態調査・シエラレオネにおけるフィスチュラ調査

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

2011.04 - 2012.03 兵庫県精神保健福祉士協会　阪神ブロック役員

2008.04 - 現在　芦屋メンタルサポートセンターにてメール相談員

2011.04 - 2012.03 公益社団法人神戸女学院教育文化振興めぐみ会理事

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

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 2011.07.21 神戸女学院、専門部会発
表

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

研究課題

近代中国の市場構造・上海の社会構造

教育活動

担当授業科目（大学）

アジア史研究, 日本アジア関係史, 日本語教育実習(国外), 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）

文化基礎論(Ⅰ)

その他教育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

著書・CD

研究活動

学会発表

学術論文

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

「幕末における日中交流の一齣‐幕府の上
海派遣船の事例‐」

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

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

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

氏名／所属／職名　　　　　　宮田　道昭　MIYATA　Michiaki / 総合文化学科 / 准教授

専門分野

中国近代史

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
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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 2011.06.18 日本キリスト教教育学会、
関西学院大学

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.11.15 神戸YWCAチャペル

国名

神戸YWCA-YMCA合同祈祷週講演会 講演題「影響を与える声〜若者は権利と
正義を呼び求める〜」世界YWCA・YMCA
共通テーマ

奈良YMCA理事・常議員

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

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）

キリスト教概説, 現代社会と宗教, キリスト教学(キリスト教思想), 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

研究活動

学術論文

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

「キリスト教教育における『生と死の教育』の
広がり」    -ドイツの宗教教育を手がかりにし
て-

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

社会活動

学会役員

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2010.04 - 現在 社会福祉法人イエス団理事

2001.04 - 現在

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

単 2011.10.20 ひつじ書房、森篤嗣・庵
功雄編『日本語教育文法
のための多様なアプロー
チ』

単 2011.12.18 国立国語研究所プロジェ
クト「複文構文の意味」

単 2011.12.23 国立国語研究所プロジェ
クト「学習者コーパスから
見た日本語の習得の難
易度に基づく語彙・文法
シラバスの構築」

単 2011.07.01 神戸女学院大学

単 2011.07 中国語話者のための日
本語教育研究会編『中国
語話者のための日本語
教育研究』第2号、日中言
語文化出版社

単共
の別

支給額 支給年度

共 26万円 2010年度
～2013年
度

単共
の別

年月 場所

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

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

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

中国国内における日本語学習者の縦断的中間言
語コーパスの構築と動詞の習得過程の解明

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学研究所総会研究発表会 題名/「現代日本語の数について」

その他の著作、訳書等

授業に必要な中国語の豆知識―第２回  テ
ンス・アスペクト―

pp.68-72

「非現場指示のア系と結びつく名詞の特徴」 pp.189-208

学会発表

「「～たばかり」と「～たところ」の意味・用法の
広がり―コーパスを用いた複文研究に向け
て―」

「データに基づいた類義語分析の方法―
「～たばかりだ」と「～たところだ」を例に」

研究活動

学術論文

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

日本語教員養成課程教育実習見学の際の
訪問

2011.08 教育実習中に大阪日本語教育センターと
神戸YWCA学院を訪問

日本語教員養成課程日本語教育実習（国
外）における事前指導

2011.06-08 日本語教育実習（国外）の受講生に対し
て事前指導を行った。

担当授業科目（大学）

日本語学入門, 言語習得論, 日本語教授法(Ⅰ)(日本語教育概論 ), 現代日本語論, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(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

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

専門分野

日本語学・日本語教育学

研究課題

教育活動
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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

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

学外機関委員等
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対象者

比較文学特殊研究（ＩＶ）

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

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

研究課題

ユートピア文学, イギリス･ロマン派

教育活動

担当授業科目（大学）

English Workshop, Introduction to Japanese Culture, 女性学(理論編), 外国語セミナー(英語Ⅰ), 比較文化特殊研究(Ⅳ), ワーク
ショップⅣ(クリエイティブライティング), 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

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

専門分野

イギリス文学

学内ライブの実施 2012.01.25 授業内容（ＵＫロックの歩み）に即して、学
外からアーティスト（バンド）を招きライブを
実施した。

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

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

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

2011.04 - 2012.03　大学基準協会　大学評価分科会第15群委員として活動した。

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 2011.05 ヒューライツ大阪

単共
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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

1994.04 - 現在に至る （財）世界人権問題研究センター嘱託研究員

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

社会活動

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

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

その他の研究発表、演奏

学会発表

著書・CD

学術論文

Law,Jurisprudence and Human Rights in
Asia

共著／Wanhong Zhang,Pend Ding Wei
Gao,ChongYiu Kwong,Vipin Mathew
Benjamin, AsepYunanFirdaus,Yance
Arizona, 伊藤和子、米田眞澄、jiWoong
Park, Jieun Lee.pp.149-172

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

研究活動

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）

女性学(実践編), 家族と法, 現代社会と法, 女性と司法, 法律学, 法律学（国際法を含む）, 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）

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

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
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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 2011.06.18 京都大学人文科学研究
所・近代古都研究班

単 2012.01.07 象徴天皇制研究会、東京
大学

単 2012.03.24 象徴天皇制研究会、東京
大学

単 2011.12.18 京都大学

単 2011.09.30 『史林』94巻5号

単 2011.11 『ニューズレター』No.51
（神戸女学院大学女性学
インスティチュート）

単 2012.03.13 『学報』No.164（神戸女学
院）

単共
の別

支給額 支給年度

共 30万円 2011年度

単 30万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

氏名／所属／職名             河西　秀哉　KAWANISHI　Hideya / 総合文化学科 / 専任講師

専門分野

日本史

研究課題

象徴天皇制、近現代日本における合唱運動

教育活動

担当授業科目（大学）

歴史学入門, 日本史(Ⅰ), 近代日本思想史, 基礎ゼミ, 文献ゼミ, 専攻ゼミ(Ⅰ)

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

学会発表

「大正・昭和期における京都御所・御苑」

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

京都大学天皇事件について考える 天皇事件60周年を語るつどい

「象徴天皇制研究のあゆみと課題」

「戦後皇族論－弟宮の役割とイメージ」

研究助成金の受給状況

書評：冨永望『象徴天皇制の形成と定着』 pp.110-115

女性誌を読むこと pp.3

新刊紹介：石川康宏著『人間の復興か、資
本の論理か　3・11後の日本』

pp.16

空間認識から検討する象徴天皇像－皇居前広場と
京都御苑を中心として－

神戸女学院大学研究所　研究助成

倉富勇三郎日記研究－IT応用新ツールの導入に
よる全文翻刻と注釈

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

社会活動

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

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2005.10 - 現在に至る 近現代史研究会・編集委員

2011.12 - 現在に至る 同時代史学会・理事

- 52 -



国名

その他社会活動上特記すべき事項

2011.04 - 現在に至る 愛知県史現代史部会特別調査委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2007.05 - 現在に至る 新修豊田市史近代史部会執筆委員

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
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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 2011.09.20 龍谷大学現代インド研究
センター・第4回ユニット１
研究会

単共
の別

支給額 支給年度

代 78万円 2011年度

共 65万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

国名

イギリス

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

2011.03.20-28 タミル系移民のコミュニティ調査

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

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

学外機関委員等

社会活動

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

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

南インド農村のマイクロファイナンスと女性の政治
意識に関する基礎研究

日本学術振興会研究費補助金若手研究（Ｂ）

南アジア系移民の政治動員における宗教の役割 日本学術振興会研究費補助金基盤研究（Ｂ）

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

「パンチャーヤット制度の展開―カルナータ
カ州における2006年頃までの動き」

学会発表

科研・若手研究（B）「南インド農村のマイク
ロファイナンスと女性の政治意識に関する
基礎研究」（代表；北川将之）との共催

その他の研究発表、演奏

研究活動

学術論文

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

担当授業科目（大学）

Current Issues in Japan, 国際関係論, 現代国際社会論, 市民のための現代社会・政治, 人権論, 現代アジア地域研究(Ⅳ)(南アジア),
質的調査法, 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）

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　　　 　　 北川　将之　KITAGAWA　Masayuki / 総合文化学科 / 専任講師

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

教育活動
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対象者

本学「フランス文化論」受
講者、および学内一般

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 2012.03.31 『百科全書』・啓蒙思想研
究論集』

単 2011.11.12 表象文化論学会　第6回
研究発表集会

単 2011.07.29 第13回国際十八世紀学
会（13th International
Congress of 18th

単 2011.06.11 UTCP・ヨンセ国学研究院
ワークショップ「批評と非-
人間」

単 2012.03.05 グローバルCOE・UTCP
ファイナルシンポジウム
「カタストロフィーと共生の
哲学」

単 2012.01.27 第8回神戸スイーツ学会
定例研究会

単 2011.09.13 『週刊　読書人』2011年9
月13日号

単 2011.12.09 『週刊　読書人』2011年12
月9日号

単 『思想』2011年第4号、岩
波書店、

単共
の別

支給額 支給年度

代 104万円 2011年度

共 100万円 2011～
2012年度

教養伝播、その実相の解明 神戸女学院大学研究所　総合研究助成

ビュフォン『一般的個別的博物誌』に見られる自然
概念と自然記述の形成について

日本学術振興会　科学研究費補助金　若手研究
（B）

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

リピット・水田尭「スペクトラル・ライフ――幽
霊的生についての考察」

単独訳、pp.79-98。

書評『啓蒙の地下文書』

書評『暇と退屈の倫理学』

「味覚から見る西洋近代」 神戸女学院大学にて行われた神戸スイー
ツ学会第8回定例研究会における講演（招
待講演）

その他の著作、訳書等

学術論文

その他の研究発表、演奏

「非-人間の哲学はいかに可能か？」

パネル発表/他の発表者は田口卓臣（宇
都宮大学）、國分功一郎（高崎経済大学）

「「非人間の哲学」序説」

"Hoe Buffon Historicized Nature in his
Natural History  in Relation to his Treatise
on Style ?"

7月25日-29日までオーストリア・グラーツ
大学で行われた国際十八世紀学会にお
ける口頭発表（査読あり・英語発表）

概要

招待講演　エリーズ・ドムナク（フランス・リヨン
高等師範学校）准教授　講演会「"Regards
croisés sur Hiroshima : Resnais / Suwa, ou
comment filmer la catastrophe”「ヒロシマ、交
差するまなざし：アラン・レネと諏訪敦彦、あ
るいは、いかにしてカタストロフを映画にする
か」」を開催。担当科目である「フランス文化
論」の補講という位置づけ。

2011.10.31 フランス語、フランス文化論の実践的な応
用として本講演を企画した。大橋は講演
者及び会場の通訳を務め、質疑応答にお
いてもコーディネーションをおこなった。フ
ランス文化、映画に興味ある学生や職員
の方の出席が見られた。

学会発表

「来たるべき啓蒙のヴィジョン――大橋完太
郎『ディドロの唯物論』を読む」

『百科全書』項目「動物」読解――動物論か
らみるディドロとビュフォンの差異

単著／p.115-148.

著書・CD

担当授業科目（大学）

フランス語(Ⅰ)文法, 比較文化特殊研究(Ⅲ), フランス文化論, 基礎ゼミ, 文献ゼミＩ, 専攻ゼミ(Ⅰ)

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月

氏名／所属／職名             大橋　完太郎　OHASHI　Kantaro / 総合文化学科 / 専任講師

専門分野

十八世紀フランス哲学・思想・文学、表象文化論

研究課題

近代における「人間」概念の成立について（とりわけフランスの古典期・啓蒙期以降を対象に）

教育活動
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単共
の別

年月 場所

国名

フランス2011.10.30-11.01 リヨン高等師範学校准教授エリーズ・ドムナク氏と今後の提携可能性についての打ち合わせ（国内で
作業）

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

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2011.04 - 2012.03 表象文化論学会　編集委員

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

学会シンポジウム通訳（日仏・仏日） 2012.03 京都大学で行われた日仏哲学会シンポジウム「レヴィ＝ストロースとそ
の哲学」において講演通訳、および会場の質疑に際しての通訳を務
めた。

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

表象文化論学会　学会賞授与 2012.03 著書『ディドロの唯物論』が表象文化論学会によって当該年度の学会
賞に選出された。
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対象者

高校全学年および希望
保護者

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 2011.08.15 マザーアース

共 2011.05.15 きのくに志学館メディア・
アート・ホール

共 2011.05.17 川口市リリア音楽ホール

共 2011.05.29 京都会館第2ホール

共 2011.
08.06,07

昭和女子大学人見記念
講堂

共 2011.08.24 ハーモニーホールふくい

共 2011.08.28 アクロス福岡シンフォニー
ホール

単 2011.10.16 幡ヶ谷アスピアホール

共 2011.12.28 カワイ出版Website

共 2012.03.03 栗東芸術文化会館さきら
大ホール

共 2011.07.27 カワイ出版ONLINE

単 2011.10.16 幡ヶ谷アスピアホール

単共
の別

支給額 支給年度

専門分野

研究課題

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）

対話‐音楽から広がる知の世界, 和声学(Ⅱ), 対位法(Ⅰ), 対位法(Ⅱ), 管弦楽法, 作・編曲基礎実技(Ⅰ), 作・編曲基礎実技（Ⅱ）, Ｄ．
Ｔ．Ｍ．基礎演習, 楽器論, 作曲実技, 作曲Minor(Ⅰ), 作曲Minor(Ⅱ)

担当授業科目（大学院）

学術論文

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

研究活動

学会発表

演奏会・発表会

作曲・編曲・振付

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

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

主催/Hi's Opera Company。曲名/「一日
（ひとひ）巡り」ほか。

日本中に歌声を「歌おうNIPPON」プロジェク
ト～東日本大震災の被災者の皆様へ～

主催/河合楽器製作所。曲名/「一日巡り」
（演奏/栗東カレンヂュラ）

第42回レディースコーラスフェスティバル

主催/全日本合唱連盟。曲名/「ほっぺた
のはらに」

日本中に歌声を「歌おうNIPPON」プロジェク
ト～東日本大震災の被災者の皆様へ～

主催/河合楽器製作所。曲名/「一日（ひと
ひ）巡り」（カワイ出版委嘱）

「オペラみすゞ」第二回試演会 主催/Hi's Opera Company。曲名/「オペラ
みすゞ」第2幕よりNo5,6,7,8,9

主催/関西合唱連盟。曲名/「一日巡り」
（演奏/アンサンブルポルト）

第34回全日本おかあさんコーラス全国大会

第48回京都合唱祭 主催/京都府合唱連盟。曲名/「扇めでた
し」

サマー・ハープコンサート2011　音の色彩 主催/福井県文化振興財団。曲名/「宮古
島の二つの歌謡」

「オペラみすゞ」第二回試演会

〜盲導犬育成のための〜チャリティーコン
サート

主催/グループ・アンダンテ。曲名/「つきの
ひかり」

こどもコーラス・フェスティバル 主催/全日本合唱連盟。曲名/「わらべうた
のカタログ」より

女声合唱団千早第17回定期演奏会 主催/女声合唱団千早。曲名/「ハッシャバ
イ・ソングス」全曲

氏名／所属／職名             石黒　晶　ISHIGURO　Sayaka / 音楽学科 / 教授

作曲

雲雀丘学園高等学校「I Day College −出前
講義」

2011.07.16 講座タイトル「音楽と言葉の出会い」

『ソプラノとハープのための　宮古島の二つ
の歌謡』

著書・CD
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単共
の別

年月 場所

共 2011.06.05 御坊市民文化会館大
ホール

共 2011.
08.16,17

NHK大阪ホール

共 2011.12.28 和歌山市役所

国名

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

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

公開レッスンでの指導

コンクール等の審査

期間 概要

第34回全日本おかあさんコーラス関西支部
和歌山大会

主催/全日本合唱連盟関西支部ほか

NHK全国学校音楽コンクール大阪府コン
クール予選

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

主催/NHK大阪放送局ほか

平成23年度和歌山市児童生徒文化奨励賞
審査

主催/和歌山市

2006.04 - 現在

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

学校法人みどり学園理事(非常勤)
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対象者

合唱ⅠⅡ履修者(担当山
本哲也非常勤講師）

合唱ⅢⅣ履修者(担当中
村健）

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 2011.05.01 兵庫県立芸術文化セン
ター　神戸女学院小ホー
ル

共 2011.06.03 ヴィラ・フェリーチェ

共 2011.06.18 兵庫県立芸術文化セン
ター　神戸女学院小ホー
ル

共 2011.06.28 宝塚ベガホール

共 2011.08.09 神戸栄光教会中村 健・徹 父子の ピアノ連弾と
神戸中央合唱団(有志)による
ジョイントコンサート

主催/神戸栄光教会
共演/神戸中央合唱団、中村徹
曲目/チャイコフスキー：｢胡桃割り人形｣序
曲、ﾓｰﾂｧﾙﾄ：｢連弾のためのソナタ K-
186c｣,
フォーレ："Dolly"より,  中村徹：ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞
曲
連弾伴奏：｢小さな喫茶店｣､ﾊﾚﾙﾔ(ﾒｻｲｱ)
ｱﾝｺｰﾙ："Harvest Dance",   「ｻﾘﾏﾗｲｽﾞ」
【指揮・編曲・ピアノ・話】

管打合奏(Ⅰ), 管打合奏(Ⅱ), 管打合奏(Ⅲ), 管打合奏(Ⅳ), 合唱(Ⅲ), 合唱(Ⅳ), 教会音楽, 指揮法, 演奏・指揮演習, オペラ実習

担当授業科目（大学院）

教材の制作 2011年度後期 A.ドヴォルザーク：「自然の歌」の女声合唱
版の新編曲版の作成。

その他教育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

演奏芸術特論Ⅰ, 演奏芸術特論Ⅱ, オーケストラ特別実習Ⅱ

氏名／所属／職名             中村　健　NAKAMURA　Ken / 音楽学科 / 教授

専門分野

指揮, 作曲

研究課題

指揮, 作曲, 19世紀の洋楽導入

教育活動

担当授業科目（大学）

演奏会・発表会

教材の提供 2011年度後期 J.ブラームス：「ネニエ」の女声合唱編曲版
の提供。

研究活動

学術論文

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

宝塚ベガホール　｢オーケストラがやってき
た｣　Vol.2
第18回神戸女学院大学音楽学部サマーコ
ンサート

主催/(財)宝塚文化振興財団、神戸女学
院大学音楽学部
共演/神戸女学院大学音楽学部オーケス
トラ、辻井淳、榎田雅祥、糀谷栄里子
曲目/ヴェルディ：「運命の力｣序曲、ドニ
ゼッティ：歌劇「ラ・ファヴォリータ」より「お
お、私のフェルナンド」、グノー：歌劇「ファ
ウスト」より｢7つのバレー音楽」他　　【指
揮】

IPD兵庫ゆめ(IPD日本障害者ピアノ指導者
研究会兵庫支部)
第3回「みんなの楽しいコンサート｣

主催/IPD兵庫ゆめ　　共演/中村徹。
曲目/中村徹：「連弾のためのスケルツォ」
【ピアノ】

頌栄同窓会東京支部総会
「音楽の喜び｣　― 高機能自閉症の場合 ―
　　　　　　　― 講演と演奏会 ―

主催/頌栄同窓会東京支部、共演/中村
徹。
曲目/フォーレ：「ドリー」より 1,4,6、チャイ
コフスキー：「くるみ割り人形」より「序曲」
「花のワルツ」、モーツァルト：｢連弾のため
のソナタ K-186c｣､中村徹「連弾のための
スケルツォ」他　【講演・ピアノ】

アンサンブル・カプリス　10th コンサート
～ マリンバアンサンブルへの招待 ～

主催/アンサンブル・カプリス　　共演/国
塚貴美・岡野享子・山根亜美子
曲目/中村 健：「2つのカプリッチオ」(委嘱
初演)　【作品発表】

- 59 -



共 2011.11.22 神戸市立西灘小学校
体育館

共 2011.11.29 神戸国際会館　こくさい
ホール

共 2011.12.01 神戸栄光教会

2011.12.04 日本フリーメソジスト
加古川キリスト教会

共 2011.12.10 宝塚市立
宝塚文化創造館

共 2012.01.17 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ
神戸女学院小ﾎｰﾙ

共 2012.01.29 はぴねす滝野

共 2012.02.03 芦屋学園短期大学音楽
ホール

共 2012.02.04 青養須磨特別支援学校
主催:神戸大学大学院 保
健学
研究科地域連携センター

共 2012.02.１4 灘 区民ホール 会議室
主催:神戸大学大学院 保
健学
研究科地域連携センター

クリスマス コンサート 主催/日本フリーメソジスト加古川キリスト
教会
共演/中村徹、
曲目/チャイコフスキー：｢胡桃割り人形｣序
曲,フォーレ："Dolly"より 1.2. 3. 6.,
未知瑠："Harvest Dance",　ジョプリン：
"Ragtime Dance", 　"こうもり"序曲(中村徹
編曲：初演),　中村徹：ハンガリー舞曲、
オッヘンバック：｢天国と地獄｣序曲 他
【講演・ピアノ】

平成23年度
灘区小学校PTA連合会　合同研修会
｢自閉症のあるピアニスト･
徹(てつ)さんと家族の歩みから」
― お話とミニコンサート ―

神戸女学院大学音楽学部定期演奏会　'11 主催/神戸女学院大学音楽学部
共演/神戸女学院大学音楽学部
曲目/ドヴォルザーク：「自然の歌」（中村
健編曲)、ドビュッシー：｢牧人の午後への
前奏曲｣、ストラヴィンスキー：｢火の鳥｣
(1812年版)　【指揮】

 クリスマスコンサート
キリスト保育連盟
主催：兵庫基督教保育協議会

主催/兵庫基督教保育協議会、共演/中
村徹、　曲目/｢胡桃割り序曲｣,　｢きらきら
星｣., 　Dollyより 1.2. 3. 6.,
未知瑠："Harvest Dance",　　"Ragtime
Dance", 　"こうもり"序曲(中村徹序曲：初
演),　徹:：｢音の手紙｣,  徹：ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲、
ｱﾝｺｰﾙ：｢天国と地獄｣序曲 他 　【ピアノ】

チャイコフスキー：｢胡桃割り人形｣序曲、
フォーレ："Dolly"より 1,2,3,4,  未知瑠：
"Harvest Dance",　S.ジョプリン：
"Ragtime Dance", ドヴォルザーク：｢スラブ
舞曲｣より　op.72-2, 中村徹：連弾のため
のソナタ(2.-3,mvt.)、　ｱﾝｺｰﾙ：｢天国と地
獄｣序曲

「中村徹の世界」・作品展 主催/中村徹、共演/中村徹、曲目/中村
徹：「連弾のためのソナタ」 (初演)、中村
徹：「連弾のためのハンガリー舞曲」 　【ピ
アノ】

バリアフリーコンサート
“ハッピークリスマス”
～ 音楽のおくりもの ～

主催/呉市教育委員会、呉市文化振興財
団、広島県、(財)自治総合センター
共演/だがっきスィッチ他
演目/くるみわり序曲
「きらきら星」
ディズニー･スーパー･ベスト･メドレー
中村徹：ハンガリー舞曲
ジョプリン："Ragtime Dance" 　【ピアノ】

はぁとネット音楽会２０１２
親子のハーモニー　トーク＆コンサート

主催/NPO法人はぁとネット、共演/中村
徹、　曲目/胡桃割り序曲、　Dollyより
1,2,3,4,    未知瑠："Harvest Dance",
"Ragtime Dance",
徹：連弾のためのソナタ(2.-3,mvt.)、　ｱﾝ
ｺｰﾙ：｢天国と地獄｣序曲他【講演・ピアノ】

すまいるぽっとらっく
｢自閉症スペクトラムのある音楽家･徹(てつ)
さんと家族の歩み｣

チャイコフスキー：｢胡桃割り人形｣序曲、
Dollyより 1,2,3,4, 未知瑠："Harvest
Dance",　　"Ragtime Dance",
中村徹：連弾のためのソナタ(2.-3,mvt.)

｢指導上特別の配慮を要する子どもの理解｣
｢自閉症のある音楽家･徹君と家族の歩みか
ら｣
 ～ 講義とミニコンサート ～

すまいるぽっとらっく
｢自閉症スペクトラムのある音楽家･徹(てつ)
さんと家族の歩み｣

チャイコフスキー：｢胡桃割り人形｣序曲、
ドビュッシー｢小組曲｣(全4曲),  未知瑠：
"Harvest Dance",　　"Ragtime Dance",
中村徹：連弾のためのハンガリー舞曲

主催/灘区小学校PTA連合会、　共演/中
村徹
曲目/ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ 1.mvt., 　ｼｮ
ﾊﾟﾝ：ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞop.26-1
Dollyより 1,2,3,4,6,  未知瑠："Harvest
Dance",　　"Ragtime Dance", 　"胡桃割り
"より｢序曲｣,｢花のﾜﾙﾂ｣,
徹:：｢音の手紙｣,  徹：ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲、　ｱﾝ
ｺｰﾙ：｢縁の糸｣
【ピアノ・講演】
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2011.06.18 兵庫県立芸術文化セン
ター　神戸女学院小ホー
ル

共 2011.08.09 神戸栄光教会

2011.11.19 松方ホール

共 2011.11.29 神戸国際会館　こくさい
ホール

共 2011.12.17 神戸女学院講堂

共 2011.12.17 神戸女学院講堂

共 2012.02.10 神戸女学院講堂

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

共 2011.06.03 ヴィラ・フェリーチェ

共 2011.11.22 神戸市立西灘小学校
体育館

共 2011.12.01 神戸栄光教会

社会活動

学会役員

平成23年度
灘区小学校PTA連合会　合同研修会
｢自閉症のあるピアニスト･
徹(てつ)さんと家族の歩みから」
― お話とミニコンサート ―

講座名、講演タイトル 概要

学会役員名就任期間

年月 概要その他研究活動上特記すべき事項

主催/神戸新聞・神戸新聞文化財団
演奏/竹本節子、青柳いづみこ
曲目/M.Monoot："Hymne a l'amour"(委
嘱初演)

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

神戸女学院大学音楽学部定期演奏会　'11
【編曲】

主催/神戸女学院大学音楽学部
共演/神戸女学院大学音楽学部
曲目/ドヴォルザーク/二宮尊堂詩：「自然
の歌」（女声合唱版編曲初演)

神戸女学院クリスマス礼拝

研究助成金の受給状況

主催/神戸女学院大学。　共演/神戸女学
院大学中等部、同高等学部、同大学音楽
学部、金岡伶奈
曲目/C.フランク："Panis Angelicus"、中村
健:｢4声フルートのための"いざ歌え、いざ
祝え"｣、クリスマスキャロル他【編曲・指揮】

主催/神戸女学院大学。　共演/神戸女学
院大学音楽学部、金岡伶奈
曲目/C.フランク："Panis Angelicus"、中村
健:｢4声フルートのための"いざ歌え､いざ
祝え"｣、クリスマスキャロル他【編曲・指揮】

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学クリスマス礼拝

神戸女学院大学音楽学部「オペラ実習｣履
修生によるオペラ公演

モーツァルト：「コシ・ファン・トゥッテ」抜粋
共演/「オペラ実習」履修生、同スタッフ
【指揮・チェンバロ】

その他の著作、訳書等

「愛の讃歌」　歌とピアノの語らい
【編曲】

内容/神戸市灘区の市立小学校全校の
PTA連合会による企画。自閉症少年と向
き合った体験を、コンサートを交えて講
演。
主催/灘区小学校PTA連合会

神戸栄光教会創125周年記念
中村 健・徹 父子の ピアノ連弾と
神戸中央合唱団(有志)による
ジョイントコンサート
【編曲】

アンサンブル・カプリス　10th コンサート
～ マリンバアンサンブルへの招待 ～
【作曲】

作曲・編曲・振付

主催/アンサンブル・カプリス
演奏/国塚貴美・岡野享子・山根亜美子
曲目/中村 健：「2つのカプリッチオ」(委嘱
初演)

主催/神戸栄光教会
共演/神戸中央合唱団、中村徹
曲目/レイモント：｢小さな喫茶店｣､ヘンデ
ル：｢ハレルヤ｣，オランダ民謡 「サリマライ
ズ」　（伴奏連弾譜編曲）

内容/兵庫県のキリスト教保育に携わる教
師、運営者の協議会による企画。幼稚園
時代をドイツで過ごした自閉症少年と音楽
の関わり方を、演奏を交えて講演。
主催/兵庫基督教保育協議会

頌栄同窓会東京支部総会
「音楽の喜び｣　― 高機能自閉症の場合 ―

内容/幼稚園、保育教師養成の短大同窓
会による委嘱講演。音楽によって喜びを
見出した子どもの例を挙げ、演奏を交えて
講演。
主催/頌栄同窓会東京支部

 クリスマスコンサート

公開講座
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共 2011.12.04 日本フリーメソジスト
加古川キリスト教会

共 2012.01.29 はぴねす滝野

共 2012.02.03 芦屋学園短期大学音楽
ホール

共 2012.02.04 青養須磨特別支援学校

共 2012.02.１4 灘 区民ホール 会議室

共 2011.08.10 明石市民会館・アワーズ
ホール

共 2011.08.18 紀南文化会館

共 2011.08.19 紀南文化会館

国名

主催/NHK

その他社会活動上特記すべき事項

2011.04 - 現在　障害者施設、特別支援学校、他大学、市民講座などにおける自閉症・発達障害に関わる講演・演奏活動

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

海外での活動

主催/NHK

コンクール等の審査

クリスマス コンサート

内容/自閉症スペクトラムのある作曲科・ピ
アニストの歩みと家族や理解者の支援の
様子をコンサートを交えて講演。
主催/神戸大学大学院 保健学研究科地
域連携センター（高田研究室発達支援モ
デル教室・ぽっとらっく）

第70回なだぽっとらっく
｢自閉症スペクトラムのある音楽家･徹(てつ)
さんと家族の歩み｣

内容/自閉症スペクトラムのある作曲科・ピ
アニストの歩みと家族や理解者の支援の
様子をコンサートを交えて講演。
主催/神戸大学大学院 保健学研究科地
域連携センター（高田研究室発達支援モ
デル教室・ぽっとらっく）

2011.04 - 2012.03 学校法人　頌栄保育学院　理事・評議員

学外機関委員等

第78回NHK全国学校音楽コンクール和歌
山県大会　高等学校の部

第46回すまいるぽっとらっく
｢自閉症スペクトラムのある音楽家･徹(てつ)
さんと家族の歩み｣

就任期間 機関名・委員名・役職名

第78回NHK全国学校音楽コンクール和歌
山県大会　小・中学校の部

第78回NHK全国学校音楽コンクール兵庫
県大会　中学校の部

主催/NHK

公開レッスンでの指導

はぁとネット音楽会2012
親子のハーモニー　トーク＆コンサート
(兵庫県「子育て元気アップ活動助成」助成
事業）

内容/地域の子育て支援、社会的弱者へ
の理解をサポートする団体の主催。音楽
によって喜びを見出した自閉症児の例を
挙げ、演奏を交えて講演。
主催/NPO法人はぁとネット

｢指導上特別の配慮を要する子どもの理解｣
｢自閉症のある音楽家･徹君と家族の歩みか
ら｣
 ～ 講義とミニコンサート ～

内容/芦屋学園短大「養護原理Ⅱ(永崎久
雄講師)の特別授業。自閉症少年と向き
合った体験を、コンサートを交えて講演。
発達障害児の直面する諸問題にも言及。
主催/芦屋学園短期大学

内容/
主催/日本フリーメソジスト加古川キリスト
教会
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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

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

国名

教育活動

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

専門分野

研究課題

氏名／所属／職名　　　　　西　明美　NISHI　Akemi / 音楽学科 / 教授

声楽

イタリアバロックの歌い方

担当授業科目（大学）

オペラ実習, 対話‐音楽から広がる知の世界, 声楽Second Major(Ⅱ), 声楽Minor(Ⅱ), 声楽Minor(Ⅲ), 声楽Minor(Ⅳ), 声楽
Major(Ⅰ), 声楽Major(Ⅱ), 声楽Major(Ⅲ), 伴奏実習(Ⅰ), 伴奏実習(Ⅱ), 伴奏実習(Ⅲ)

担当授業科目（大学院）

演奏芸術特論Ⅰ, 演奏芸術特論Ⅱ, 声楽実技Ⅱ

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

学会発表

演奏会・発表会

作曲・編曲・振付

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

公開レッスンでの指導

助成金タイトル、支給元

研究助成金の受給状況

研究タイトル

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

社会活動

学会役員名就任期間

学会役員

学外機関委員等

概要

公開講座

講座名、講演タイトル

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

機関名・委員名・役職名就任期間

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

著書・CD

学術論文

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動
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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 2011.06.09 大阪倶楽部

共 2011.07.06 大阪いずみホール

共 2011.09.27 神戸オリエンタルホテル

共 2011.10.09 高槻現代劇場

共 2011.11.08 大阪いずみホール

単 2011.10.19 千里阪急ホテル

共 2011.11.29 大阪いずみホール

共 2011.12.03 宝塚ベガホール

単 2011.12.19 夕陽丘高校音楽ホール

共 2012.02.05 神戸芸術センター・芸術
劇場

氏名／所属／職名　　　　　斉藤　言子　SAITO　Kotoko / 音楽学科 / 教授

専門分野

声楽

研究課題
オペラ, 歌曲, 宗教曲

オペラ「トスカ」
「トスカ」主演

主催/芦屋オペラ　　曲目/プッチーニ

教育活動

担当授業科目（大学）

Introduction to Japanese Culture, キャリアを考える（人生編）, キャリアを考える（仕事編）, 音楽科教育法Ⅱ, 教育実習Ⅰ, 声楽
Major(Ⅰ), 声楽Major(Ⅱ), 声楽Major(Ⅲ), 声楽Major(Ⅳ), 伴奏実習(Ⅰ), 伴奏実習(Ⅱ), 伴奏実習(Ⅲ), 伴奏実習(Ⅳ)

担当授業科目（大学院）

声楽実技Ⅰ

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

学生部長として、多数の学生の問題に対応

著書・CD

学術論文

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

学会発表

演奏会・発表会

主催/大阪ロータリークラブ　　曲目/「美し
い日本の歌」メドレー　小林秀雄「落葉松」
プッチーニ「ある晴れた日に」　他

ＤＵＥ　ＳＴＥＬＬＥ 主催/ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ　ｉｎｃ．　曲名/小林
秀雄「すてきな春に」「落葉松」　スカルラッ
ティ「すみれ」　プッチーニ「歌に生き、恋
に生き（トスカ）」　レオンカヴァッロ「愛の
歌」　ヴェルディ「ああそは彼の人か（椿
姫）」　他

Ｍｕｓｉｃ　Ｗｉｎｅｒｙ 主催/ORIENTAL HOTEL  共演/西本智
美　曲目/ドナウディ「ああ、愛する人よ」
「美しき愛の巣」　プッチーニ「ある晴れた
日（蝶々夫人）」　他

12ｔｈ　大阪国際コンクール審査員によるチャ
リテコンサート

主催/大阪国際音楽振興会　共演/acc.田
中修二　曲名/マスカーニ「アヴェ・マリア」

想いでのあの歌 主催/関西二期会　曲名/中田喜直「夕方
のお母さん」　馬場ひろふみ「ＳＡＣＨＩＫ
Ｏ」　、「ふるさと」、「君の名は」　他

作曲・編曲・振付

主催/夕陽丘高校音楽科　曲目/小林秀
雄「すてきな春に」　プッチーニ「歌に生
き。恋に生き」　ヴェルディ「ああ、そは　彼
の人か」　ロジャース「すべての山に登れ」
他

クラブ　ファンタジーの夕べ 主催/クラブファンタジー　指揮/戸山雄三
曲目/ドニゼッティ「夜のとばり静かに（ルチ
ア）」　　ヴェルディ「ああ、そは彼の人か
（椿姫）」

素晴らしき音楽仲間達 主催/宝塚演奏家連盟　共演/井上ひろ
ふみ　プッチーニ「ラ・ボエーム」（ミミ役）ハ
イライト

イタリア歌曲の流れ 主催/関西二期会　ドナウディ歌曲全曲演
奏

歌うこと

秋を愛でる午後のひととき
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共 2012.03.03 ザ・フェニックスホール

単 2012.03.31 エジリオ

単共
の別

支給額 支給年度

共 10万円 2011～
2012年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.05.06 神戸女学院講堂

単 2011.09.22 西宮市大学交流センター

単 2011.12.09 神戸女学院講堂

単 2011.09.08 二期会グリーンホール

単 2011.09.13 二期会グリーンホール

共 2011.05.20 西宮ブレアホール

共 2011.06.26 粉川ふるさとセンター大
ホール

共 2011.07.17 マリーホール

共 2011.07.25 紀南文化会館

共 2011.08.10 長岡京市民会館

共 2011.08.13 伊丹アイフォニックホール

共 2011.08.17 兵庫芸術文化センター
（小）

共 2011.08.18 さざんかホール

共 2011.08.24 和歌山市民会館

共 2011.08.27  たんば篠山田園ホール

共 2011.09.24 粉川ふるさとセンター
（大）共 2011.10.09 高槻芸術劇場

共 2011.11.10 浪速少年院

共 2011.05.08 グリーンホール

共 2011.0７.12 グリーンホール

共 2011.08.05 協同学苑

共 2011.12.08 グリーンホール

共 2012.02.19 グリーンホール

共 2012.03.17 グリーンホール

共 2012.03.24 ピッコロシアター

その他の研究発表、演奏

関西二期会オペラスタジオ予科試演会審査 関西二期会

関西二期会オペラスタジオ本科修了オペラ
審査

関西二期会

関西二期会オペラスタジオ試演会審査 関西二期会

関西二期会オペラスタジオ本科試演会 関西二期会

関西二期会オペラスタジオ本科ソロ試験 関西二期会

大阪国際音楽コンクールグランドファイナル 大阪国際音楽財団

管内少年コーラス大会審査 大阪矯正管区

関西二期会会員オーディション 関西二期会

関西二期会キャストオーディション 関西二期会

主催/大澤資料プロジェクト　曲目/｢桜に
寄す」「便り（組詩曲）」

桜の下で 主催/エジリオ　曲目/「春の歌」メドレー
小林秀雄「すてきな春に」　プッチーニ「あ
る晴れた日に」　いずみたく「夜明けの歌」
「メモリー」「マイ・ウェイ」　他

大阪国際音楽コンクール地区予選 大阪国際音楽振興財団

東京国際声楽コンクール地区本選 東京国際芸術財団

社会活動

学会役員

奈良県高校独唱コンクール 奈良県教育委員会

大澤スペクタルⅢ

その他の著作、訳書等

関西二期会 2011-2012 副理事長として、定期公演（オペラ、歌曲演奏会）、各種演奏会の立
案、構成、指導などを行う。

想いでのしらべ 神戸女学院大学研究所　研究補助

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

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

公開講座

～現在 和歌山文化事業アドバイザー

～現在 宝塚演奏家連盟運営委員

2010.04 - 現在 関西二期会副理事長

～現在 関西二期会オペラ愛好会評議員

関西二期会「イタリア歌曲」講座（1） 古典イタリア歌曲

講座名、講演タイトル 概要

インターカレッジ西宮「大学共同講座」 内容/Let’s　ｓｉｎｇ　♪私の夢、あなたの
夢、いろんな夢♪

賛美歌を歌おう 内容/賛美歌21より

日本演奏家協会

和歌山高校独唱コンクール 和歌山教育委員会

ＮＨＫ全国音楽コンクール京都大会

公開レッスンでの指導

キャロルを歌おう 内容/クリスマス賛美歌

関西二期会「イタリア歌曲」講座（2） 近代イタリア歌曲

コンクール等の審査

大阪国際音楽振興財団

和歌山新人演奏会審査

ＮＨＫ

日本演奏家コンクール近畿本選 日本演奏家協会

和歌山県文化振興財団

大阪国際音楽コンクール地区予選

日伊声楽コンクール予選 主催/日伊音楽協会

和歌山新人オーディション 和歌山県文化振興財団

日本演奏家コンクール予選
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国名

インドネシ
ア

機関名・委員名・役職名

～現在　法務省大阪矯正管区でのコーラス審査、講評、演奏

学外機関委員等

就任期間

その他社会活動上特記すべき事項

2012.03.21-23

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

ぺリタ・ハラパン大学とのＭＯＵ提携

- 66 -



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 2011.05.05 岸和田市立自泉会館

共 2011.05.21 神戸女学院講堂

共 2011.07.22 和歌山県きびドーム

共 2011.07.23 和泉市立久保惣ホール

共 2011.07.24 久保サロン(芦屋）

単 2011.08.28 ザルツブルグ
Gollhammer宅

単 2011.09.11 貝塚市立浜手地区公民
館

単 2012.02.09 ホテル阪神

共 2011.06.17 神戸オリエンタルホテル

共 2012.02.17 音楽館ホール

共 2012.02.17 ホテル阪急インターナショ
ナル

単共
の別

支給額 支給年度

東日本大震災チャリティコンサート
トリオ フオンターナ2011夏

温情会総会での演奏 共演/榎田雅祥、中村昌弘
曲目：ドップラー　アンダンテとロンド

後期室内楽発表会 共演/榎田雅祥、中村昌弘
曲目：ドップラー　アンダンテとロンド

春季公開講座　「食と音楽」 ショパン　ノクターン遺作、変奏曲、モー
ツァルト　フルートソナタ　他　共演/榎田雅
祥

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

トリオ フオンターナ2011夏

トリオ フオンターナ2011夏

ホームコンサート

Sigeru Kawai　新モデル発表のレセプション
ミニコンサート

浜手ピアノクラブ10周年記念
佐々由佳里ピアノコンサート

温情会総会での演奏 共演/榎田雅祥　　曲目　宵待草　他

音色とタッチの関わりについて, 2011年生誕200年を迎えるリストの作品について

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

自泉チャリティコンサート 受付、舞台進行など（スタッフ）

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

学術論文

ベートーヴェン　ピアノトリオ「大公」、リスト
「愛の夢」、フォーレ「エレジー」他

学会発表

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

室内楽クラスの発表会を前期 7月27日と後
期 2月17日に音楽館ホールで開催。　第
一線で活躍するチェリストを要員として招
き、発表回前2日間に亘って共演していた
だき、またアドヴァイスを受けた。学生達に
とって室内楽の愉しさを知る貴重な体験と
なった。

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

専門分野

研究課題

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), ピアノMajor(Ⅳ), ピアノMinor(Ⅱ), ピアノ重奏Ⅰ, 室内楽(Ⅰ), 室内楽(Ⅱ)

ピアノ

ベートーヴェン　ピアノトリオ「大公」、リスト
「愛の夢」、フォーレ「エレジー」他

ベートーヴェン　ピアノトリオ「大公」、リスト
「愛の夢」、フォーレ「エレジー」他

D.スカルラッティ　ソナタ　他

主催：浜手ピアノクラブ。ベートーヴェン　ソ
ナタ「月光」　リスト　ﾊﾝｶﾞﾘｰ狂詩曲No.8
他

J.S.Bach　トッカータBWV912、ドビュッシー
前奏曲集第Ⅱ巻より「水の精」「花火」

作曲・編曲・振付
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単共
の別

年月 場所

単 2011.12.03 JTB朝日カルチャー梅田
教室

単 2012.
02.18ｰ

インターネット

単 2011.07.25 大阪府立夕陽丘高校

共 2011.06.04 泉佐野市泉の森ホール

共 2011.07.26 紀南文化会館

共 2011.
10.14-16

摂津市民ホール

共 2011.１ 摂津市民ホール

共 2011.
11.19-20

神戸女学院大学音楽館
ホール

共 2011.12.11 門真市立ルミエールホー
ル

共 2012.01.14 岸和田市立自泉会館

共 2012.03.04 岸和田市立自泉会館

共 2012.03.11 千里ヤマハホール

共 2012.03.17 岸和田市立マドカホール

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

海外での活動

公開講座

期間 概要

モーツァルト生誕の地、ザルツブルグの紹
介

ベートーヴェン　ピアノソナタ　他

コンクール審査：泉の森フレッシュコンサート 主催/泉佐野市文化振興財団

講座名、講演タイトル 概要

JTB朝日ｶﾙﾁｬｰ1日講座　リスト生誕200年 ピアノでたどる名曲。演奏とお話。
演奏：リスト　リゴレットパラフレーズ、ハンガ
リー狂詩曲No.8、愛の夢　他

JTB　インターネット講座

その他社会活動上特記すべき事項

主催/岸和田市文化事業協会

2011.07.24のトリオ フォンターナ2011夏・東日本大震災チャリティコンサートでは、11万円をこどもの音楽再生基金に寄付

コンクール審査：摂津音楽祭　予選 主催/摂津市施設管理公社

コンクール等の審査

2011.04 - 2012.03 岸和田市文化事業協会理事

2011.04 - 2012.03 日本ピアノ教育連盟関西支部運営委員

2011.04 - 05 岸和田文化財団評議員（2011.5に財団解散）

コンクール審査：自泉ジュニアオーディション
本選

コンクール審査：自泉ジュニアオーディション
予選

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

アドヴァイザー：日本ピアノ教育連盟本選出
場者の為の試演会

主催/日本ピアノ教育連盟

コンクール審査：マドカプレミアムフレッシュ

コンクール審査：摂津音楽祭　本選

コンクール審査：ピアノ教育連盟オーディ
ション　主任

コンクール審査：大東楽器ピアノフェスティバ
ル

コンクール審査：和歌山県高等学校ピアノコ
ンクール

主催/和歌山県高等学校教育研究会音楽
部会

主催/摂津市施設管理公社

主催/日本ピアノ教育連盟

主催/大東楽器

大阪府立夕陽丘高校音楽科での公開レッス
ン

2011.08.20-31 モーツァルテウム音楽大学　国際交流センターディレクター､　Paul Roczek教授と打ち合わせ（2012年
5月のモーツァルテウム＆神戸女学院大学Friendship Weekの準備）、及び夏期国際アカデミーディレ
クター、Muellenbach教授と面会

2011.04.22 モーツァルテウム音楽大学とインターネット会議システムを使ったオーディション実施（夏期国際アカデ
ミー推薦学生の実技審査） （国内で作業）

2011.06.24,
16～19時

モーツァルテウム音楽大学とインターネット会議システムを使ったピアノレッスンを実施 （国内で作業）

2011.07.01,
16～19時

モーツァルテウム音楽大学とインターネット会議システムを使ったピアノレッスンを実施 （国内で作業）

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 学会役員名

公開レッスンでの指導

社会活動

学会役員

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

主催/岸和田市文化事業協会

主催/岸和田市文化事業協会
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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

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

専門分野

研究課題

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), 和声学(Ⅲ), 和声学(Ⅳ), 楽式論, 作・編曲基礎実技（Ⅱ）, 作曲Minor(Ⅰ), 作曲
Minor(Ⅱ), 作品制作

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

学術論文

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

演奏会・発表会

作曲・編曲・振付

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

社会活動

学会役員

氏名／所属／職名　　　　　澤内　崇　SAWAUCHI　Takashi / 音楽学科 / 教授

作曲, 音楽理論, ソルフェージュ

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

就任期間 学会役員名

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

学外機関委員等

コンクール等の審査

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

文科省採択三大学連携プログラム運営委員

西宮市大学交流協議会監査

「ピアニスト小倉末子と東京音楽学校展」実行委員
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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 2011.10.14 芦屋ルナ･ホール

単 2012.
03.08-09

兵庫県立芸術文化セン
ター

単 2012.03.17 エミリーブラウン記念館

単 2012.03.25 熊本市文化会館

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

2011.
12.27-30

相模湖アトリエヨシノ舞踊
スタジオ

2012.
03.28-31

相模湖アトリエヨシノ舞踊
スタジオ

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

専門分野

舞踊

研究課題

振り付け, 演出

教育活動

担当授業科目（大学）

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

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

学術論文

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

演奏会・発表会

作曲・編曲・振付

日本音楽教育学会依頼公演 Album, Here We Are!

舞踊専攻第6回公演 Album, Here We Are!, Bardo

Here We Are!

その他の研究発表、演奏

舞踊専攻第3回卒業公演 Voices

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

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

2011年度熊本市ネーミングライﾂ特定地域
文化創造事業

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

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

公開レッスン 舞踊レッスン

公開レッスン 舞踊レッスン
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2011.
11.23-27

尼崎アルカイックホール

2012.
02.01-05

スイスローザンヌヴォー
リュー劇場

国名

コンクール審査：ローザンヌ国際バレエコン
クール

Fondation en faveur de l'Art choré
graphique

コンクール審査：Youth America Grand
Prix2012

YAGP2012日本予選実行委員会

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

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 2011.10.09 高槻現代劇場

共 2011.10.21 大阪市中央公会堂

共 2011.10.22 大阪市中央公会堂

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.05.08 菅波楽器西明石店ホー
ル

単 2011.05.19 ヤマハ神戸店ホール

単 2011.05.25 豊岡市岡楽器店ホール

単 2011.08.26 豊中中央公民館

単 2012.03.04 難波市民学習センター

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), ピアノMajor(Ⅳ)

担当授業科目（大学院）

著書・CD

学術論文

氏名／所属／職名　　　　　田中　修二　TANAKA　Shuji / 音楽学科 / 教授

専門分野

ピアノ

研究課題

研究活動

器楽実技Ⅰ, 器楽実技Ⅱ

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

演奏会・発表会

咲くやこの花芸術祭 主催/大阪符　リスト小品他

学会発表

作曲・編曲・振付

咲くやこの花芸術祭 主催/大阪符　千住明：源氏物語など

大阪国際音楽コンクールガラコンサート 主催/大阪国際音楽コンクール　声楽伴
奏

研究助成金の受給状況

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

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

第21回兵庫県学生音楽コンクール課題曲講
座

演奏と講義

第21回兵庫県学生音楽コンクール課題曲講
座

演奏と講義

公開レッスンでの指導

～現在 全日本ピアノ教育連盟関西支部運営委員

第21回兵庫県学生音楽コンクール課題曲講
座

演奏と講義

2008.10 - 現在 大阪国際音楽コンクール理事

才能教育研究会公開レッスン 演奏指導

才能教育研究会公開レッスン すずきチルドレンコンサート出演者指導
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共 2011.05.15 姫路パルナソスホール

共 2011.07.17 太子町あすかホール

共 2011.07.23 神戸女学院大学ホール

共 2011.
07.26-27,

11.13

豊中市ゆやホール

共 2011.08.11 神戸産業振興センター

共 2011.08.20 高松市テルサ

共 2011.08.24 和歌山市民会館小ホー
ル

共 2011.
09.11,12,
17,18,19

大阪フェニックスホール

共 2011.10.23 大阪フェニックスホール

共 2011.10.09 高槻現代劇場

単 2012.01.09 クレオ大阪中央

共 2012.
01.28,29

クレオ大阪中央

共 2012.03.29 池田市民会館

国名

2007.06 - 現在 西宮市大学交流センター市民対象講座委員会委員長

コンクール等の審査

才能教育研究会オーディション 主催/才能教育研究会関西

大阪国際音楽コンクール 主催/大阪国際音楽コンクール

兵庫県学生ピアノコンクール審査 主催/神戸新聞社

期間 概要

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

全日本学生音楽コンクール本選 主催/毎日新聞社

ベーテンピアノコンクール 主催/ベーテンピアノコンクール

全日本芸術協会コンクール 主催/全日本芸術協会

香川県ジュニアコンクール

海外での活動

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

主催/毎日新聞社

姫路パルナソス新人オーディション 主催/姫路市文化振興財団

ヤマハヤングピアニストコンサート大阪大会 主催/ヤマハミュージック大阪

来音会ピアノコンクール 主催/来音会

主催/香川県音楽連盟

大阪国際音楽コンクール 主催/大阪国際音楽コンクール

大阪国際音楽コンクールグランドファイナル 主催/大阪国際音楽コンクール

全日本学生音楽コンクール予選
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対象者

アウトリーチ実習履修生
（来場者729名）

アウトリーチ実習履修生

フルート専攻生（来場者
135名）

アウトリーチ実習履修生

アウトリーチ実習履修生

アウトリーチ実習履修生

ミュージック・コニュニケー
ション講座受講生と院生
（来場者400名）

アウトリーチ既習生（来場
者794名）

アウトリーチ実習履修生

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 2011.10.30 東京芸術大学出版会

単 2011.12 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

共 2011.11.03 東京都台東区立旧東京
音楽学校奏楽堂

共 2011.11.23 東京都台東区立旧東京
音楽学校奏楽堂

西宮市立春風幼稚園アウトリーチ 2011.10.21 会場/春風幼稚園講堂。担当/指導・引
率。

雲雀丘学園小学校アウトリーチ 2011.12.15

国立療養所兵庫中央病院アウトリーチ

特別展「ピアニスト小倉末子と東京音楽学
校」展記念コンサート第2回「弦楽とピアノの
アンサンブル」

主催/台東区芸術文化財団、東京藝術大
学音楽学部、神戸女学院大学音楽学部。
出演/山上明美、植田克己、辻井淳、林
裕。担当/企画・制作・解説・司会。

作曲・編曲・振付

学会発表

演奏会・発表会

特別展「ピアニスト小倉末子と東京音楽学
校」展記念コンサート第１回「2台のピアノ」

主催/台東区芸術文化財団、東京藝術大
学音楽学部、神戸女学院大学音楽学部。
出演/山上明美、江口玲、白石光隆。担当
/企画・制作・解説・司会。

学術論文

『ピアニスト小倉末子と東京音楽学校』 共著/橋本久美子、大角欣矢。担当頁
/pp.2-9, 24-57, 72-81, 94-95, 108-119,
122-123.

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

「『神戸女学院仕込み』のピアニスト小倉末
子」

pp.113-128.

著書・CD

西宮市立夙川幼稚園アウトリーチ 2011.11.10 会場/夙川幼稚園講堂。担当/指導・引
率。

神戸市立医療センター中央市民病院アウト
リーチ

2011.11.17 会場/中央市民病院講堂。担当/指導・引
率。

公共ホール連携プロジェクト「ピアノの名器
たち：ベーゼンドルファーとスタンウェイ」

2011.12.05 会場/福岡県八女市文化会館。担当/企
画・制作・指導。

研究活動

子どものためのコンサート・シリーズ第33回
「子どものためのクリスマス・コンサート」

2011.12.11 会場/神戸女学院講堂。担当/企画・制
作・指導。

会場/雲雀丘学園小学校音楽室。担当/
指導・引率。

子どものためのコンサート・シリーズ第31回
「子どものための七夕コンサート」

2011.07.03 会場/神戸女学院講堂。担当/企画・制
作・指導。

子どものためのコンサート・シリーズ第32回
「子どものためのスペシャル・コンサート」

2011.10.16 会場/神戸女学院講堂。担当/企画・制
作・助言。

2011.09.28 会場/兵庫中央病院ロビー。担当/指導・
引率。

担当授業科目（大学）

初期神戸女学院, 音楽史(Ⅰ)(諸民族の音楽を含む), ミュージック・コミュニケーション講座, 音楽によるアウトリーチ(講義), 音楽による
アウトリーチ(実習)

担当授業科目（大学院）

副論文制作Ⅰ, 副論文制作Ⅱ, 楽書講読Ⅱ

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             津上　智実　TSUGAMI　Motomi / 音楽学科 / 教授

専門分野

音楽学

研究課題

ピアニスト小倉末子（1891-1944）の再評価, 初期神戸女学院の音楽教育, 社会における音楽の役割

教育活動
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単 2011.06.26 東京藝術大学大学史史
料室

単 2011.12.11 台東区立旧東京音楽学
校奏楽堂

共 2012.03 『音楽系3大学による共同
プロジェクト、音大連携に
よる教育イノベーション、
音楽コミュニケーション・
リーダー養成に向けて、
平成23年度活動報告』
（東京音楽大学連携セン
ター）

単共
の別

支給額 支給年度

代 117万円 2011年度

代 100万円 2011年度

共 50万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

国名

2011年度第3回小倉末子研究会 発表タイトル/「『淑女画報』に見る閨秀音
楽家たち〜婦人雑誌の資料的価値を巡っ
て〜」

海外での活動

2011.04 - 2012.03 日本学術振興会・科学研究費審査委員

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

シンポジウム「ワークショップで社会が変わる」（2011年10月2日、於：青山学院大学、主催/青山学院大学社会情報学部ワークショップ
デザイナー育成プログラム事務局）に、苅宿俊文、五島朋子、斎藤啓子、武石みどり、茂木一司、蓮行と共にパネリストとして招致。

シンポジウム「音楽コミュニケーションの未来を語る」（2012年2月26日、於：昭和音楽大学、主催/東京音楽大学・神戸女学院大学・昭
和音楽大学）に、田村緑、横山邦雄、茂木一司、武石みどり、武濤京子と共にパネリストとしての参加。

2011.04 - 2012.03 国立音楽大学大学院博士論文審査委員

学外機関委員等

2011.04 - 2012.03 文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会音楽専門委員

コンクール等の審査

その他社会活動上特記すべき事項

就任期間 機関名・委員名・役職名

講座名、講演タイトル 概要

公開レッスンでの指導

日本音楽学会機関誌『音楽学』編集委員

社会活動

学会役員

就任期間

公開講座

学会役員名

2011.04 - 2012.03

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

特別展「ピアニスト小倉末子と東京音楽学
校」展

2011.
10.30-12.11

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂における展示の企画・構成・制作・
解説執筆。

「ピアニスト小倉末子と東京音楽学校展」記念、室
内楽コンサート

「ピアニスト」の誕生を考える：明治末期から昭和初
期の本邦洋琴家事情の解明

日本学術振興会研究費補助基盤研究（C）

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

神戸女学院大学研究所　体育芸術助成

「ピアニスト小倉末子の活動および業績の総合的
研究」

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

2011年度第1回小倉末子研究会 発表タイトル/「小倉末子のベルリン留学
時代」

「３大学連携の実践報告：学生たちが大きな
成長を見せた公共ホールとの共同プロジェ
クト」

共著/武石みどり、武濤京子他。pp.42-
43。

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

その他の研究発表、演奏
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対象者

卒業生一般

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 2011.11.03 東京上野旧奏楽堂

共 2011.11.23 東京上野旧奏楽堂

共 2011.12.03 宝塚ベガホール

共 2011.11.14 音楽館ホール

単共
の別

支給額 支給年度

共 50万円 2011年度

共 100万円 2011年度

学術論文

「ピアニスト小倉末子と東京音楽学校展」2台
のピアノコンサート

作曲・編曲・振付

演奏会・発表会

氏名／所属／職名　　　　　山上　明美　YAMAGAMI　Akemi / 音楽学科 / 教授

シューマンとロマン主義の時代

ブラームスの室内楽

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

著書・CD

ショパン国際ピアノコンクールインアジア　組織委員会常任委員

ショパン全国大会・アジア大会　副実行委員長

日本ショパン協会　関西支部　理事

2003.04 -

2005.04 -

2011.04 -

宝塚演奏家連盟　委員

（公財）日本ピアノ教育連盟　関西支部運営委員

1994.04 -

1995.04 -

社会活動

学会役員名就任期間

学会役員

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

体育芸術活動助成金「ピアニスト小倉末子と東京音楽学校」

「ピアニスト小倉末子の活動および業績の総合的
研究」

総合研究助成

研究タイトル

研究助成金の受給状況

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

Tschaikousky Piano Trio Op.50後期専門部会　演奏会

学会発表

Mozart Sonatefur 2 Klavier KV448

Tschai Kowsky Piano Trio Op.50室内楽コンサート

「すばらしき音楽仲間たち」コンサート

神戸女学院から上野へ

研究活動

ソロリサイタル、リサイタルで可能な限り演奏
を聴き、アドヴァイスしている

器楽実技Ⅰ, 器楽実技Ⅱ, 室内楽特別実習Ⅰ, 室内楽特別実習Ⅱ

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

共著者、共同発表者、共演者の名前
曲名、担当頁など

Saint Saens

専門分野

研究課題

教育活動

担当授業科目（大学）

対話‐音楽から広がる知の世界, ピアノMajor(Ⅰ), ピアノMajor(Ⅱ), ピアノMajor(Ⅲ), ピアノMajor(Ⅳ)

担当授業科目（大学院）

「100年前の神戸女学院卒業生　ピアニスト
小倉末子展」展示

2011.10-11
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単共
の別

年月 場所

共 2012.03.29 池田アゼリアホール

共 2011.04.03 大阪　クレオ大阪東

共 2011.
06.04-05

宝塚ベガホール

共 2011.06.25 宝塚ベガホール

共 2011.07.17 灘区民会館マリーホール

共 2011.07.23 神戸女学院　音楽館ホー
ル

共 2011.08.13 伊丹アイフォニックホール

共 2011.
08.17-18

宝塚ベガホール

共 2011.08.21 東灘区民会館　うはら
ホール

共 2011.10.02 東灘区民会館　うはら
ホール

共 2011.10.09 宝塚ベガホール

共 2011.10.13 横浜みなとみらいホール

共 2011.
10.22-23

名古屋芸大ホール

共 2011.11.19 豊中ゆやホール

共 2011.
11.26-27

相愛大学

共 2011.12.04 神戸ヤマハホール

共 2011.
12.17-18

名古屋　電気文化会館

共 2012.
01.10-12

東京　昭和音楽大学　ラ・
サーラ・スカラ

国名

ショパン国際ピアノコンクール in Asia アジア
大会

ショパン国際ピアノコンクール in Asia 実
行委員会

愛知ピアノコンクール 愛知ピアノ指導者協会

バッハ　コンクール バッハ協会

ショパン国際ピアノコンクール in Asia 名古
屋地区大会2011

ショパン国際ピアノコンクール in Asia 実
行委員会

ショパン国際ピアノコンクール in Asia 大阪
地区大会

ショパン国際ピアノコンクール in Asia 実
行委員会

日本ピアノ教育連盟オーディションD部門 （公財）日本ピアノ教育連盟

大阪国際コンクール　ファイナル 大阪国際音楽振興会

宝塚ベガ　学生コンクール　本選 宝塚演奏家連盟

日本演奏家コンクール　東京本選 日本演奏家協会

大阪国際音楽振興会

日本演奏家コンクール　2次予選 日本演奏家協会

宝塚ベガ　学生コンクール　予選 宝塚演奏家連盟

大阪国際コンクール　地区本選 大阪国際音楽振興会

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

その他社会活動上特記すべき事項

宝塚演奏家連盟に於て、震災寄付の為のチャリティコンサートに参加

機関名・委員名・役職名就任期間

学外機関委員等

宝塚市、宝塚市文化振興財団

カワイピアノコンクール関西地区　本選

宝塚ベガコンクール　予選

宝塚ベガコンクール　本選

日本演奏家コンクール　第一予選

宝塚市、宝塚市文化振興財団

日本演奏家協会

カワイ音楽振興会

大阪国際コンクール　地区本選

コンクール等の審査

ワンポイント　アドヴァイス来音会コンクールでの個別アドヴァイス

概要

公開講座

講座名、講演タイトル

公開レッスンでの指導
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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 2012.03.31 ISODA-TECHNOLOGY

2011.
05.05,30,
 06.18,

08.15,18

兵庫県芸術文化セン
ター他

2011.
10.22,12.25

佐倉聖書バプテスト教
会
他2011.05.12 おふぃすべが

2011.
07.19,12.23

洛陽教会

2011.07.26 浜松ヤマハホール他

2011.
07.22,24,

11.20,
12.13,14

広島東区民文化セン
ター他

2011.09.11 ベガホール

2011.10.03 広島国際会議場

2011.10.07 宗次ホール

2011.11.23 旧奏楽堂

2011.
12.04,10

長久手文化の家

2012.
01.04-08

兵庫県芸術文化セン
ター他

2012.02.12 広島恵みバプテスト教会

2012.
03.11,28,30

フィリアホール他

2012.03.27 京都コンサートホール

辻井淳ヴァイオリンコンサート 主催/各教会。共演/森本。曲名/ブルッフ
「ロマンス」他

マイハート弦楽四重奏団 主催/マイハート。曲名/モーツアルト「狩
り」他

辻井淳ヴァイオリンコンサート 主催/各教会。共演/森本。曲名/ブルッフ
「ロマンス」他

京都バッハゾリステン 主催/京都バッハゾリステン。共演/福永。
曲名/バッハ「ヨハネ受難曲」

辻井淳ヴァイオリンリサイタル 主催/トリオブリランテ。共演/藤井。曲名/
ブルッフ「ロマンス」他

マイハート弦楽四重奏団

アンサンブル･ベガ 主催/兵庫県。共演/宮川彬良。曲名/ブリ
テン「シンプルシンフォニー」他。

主催/宝塚市。共演/宮川彬良。曲名/「悪
魔のトリル」他。

演奏会・発表会

アンサンブル･ベガ 主催/兵庫県。共演/宮川彬良。曲名/ブリ
テン「シンプルシンフォニー」他。

作曲・編曲・振付

学会発表

学術論文

研究活動

ＣＤ「Le Coq　ｄ’Or」（ヴァイオリン小品集） 辻井淳、藤井由美

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

池田リサイタル

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), 伴奏実習(Ⅲ), 室内楽(Ⅰ), 室内楽(Ⅱ), 弦楽合奏(Ⅰ), 弦楽合
奏(Ⅲ), 弦楽合奏(Ⅳ), 弦楽器Major(Ⅰ), 弦楽器Major(Ⅲ), 器楽Minor(ヴァイオリン)(Ⅳ)

担当授業科目（大学院）

室内楽特別実習Ⅱ

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

アンサンブル･ベガ

京都バッハゾリステン 主催/京都バッハゾリステン。共演/福永。
曲名/バッハ「カンタータ集」他

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

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）

ブラームス　ホルントリオ他

室内楽

愛知県芸オペラ

小倉末子展

主催/広島市。共演/マイハート。曲名/コ
ルンゴルト「弦楽四重奏曲第二番」他

主催/宗次ホール。曲名/イザイ「トリオ」
他。

マイハートコンサート 主催/広島市。共演/マイハート。曲名/
モーツアルト「ヴァイオリン協奏曲第3番」
他

主催/台東区。曲名/「フランクのソナタ他。

主催/愛知県立芸術大学。曲名/「こうもり」
他。
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単共
の別

支給額 支給年度

共 50万円 2011～
2012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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

公開レッスンでの指導

コンクール等の審査

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

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

ＣＤ「Le Coq　ｄ’Or」（ヴァイオリン小品集） 神戸女学院大学研究所体育芸術活動助成金

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等
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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 2011.04.02

共 2011.05.12

単 2011.06.24

単 2011.07.04

単 2011.07.26

単 2011.09.23

単 2011.09.30

単 2011.10.14

単 2011.10.22

共 2011.11.23

単 2011.12.04

単 2011.12.18

単 2011.12.20

単 2011.12.21

単 2012.01.21

単 2012.01.22

共 2012.01.28

共 2012.02.11

単 2012.02.19

単 2012.03.11

単 2012.03.24

単共
の別

支給額 支給年度

ピアノリサイタル

デュオリサイタル（チェロ+ピアノ） 共演：ルイス・クラレット

ピアノリサイタル

公開レッスン（ピアノ教育連盟）

リスト生誕200年アニバーサリーコンサート

コンチェルト

花房　晴美

公開講座+ピアノリサイタル

ジョイントコンサート

TV収録「題名のない音楽会」

ピアノリサイタル

ピアノリサイタル

ピアノリサイタル

九州交響楽団定期演奏会

ピアノリサイタル

ピアノリサイタル

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

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

その他の研究発表、演奏

作曲・編曲・振付

ピアノリサイタル

アウトリーチ

ピアノリサイタル

公開講座+ピアノリサイタル

ピアノリサイタル

ピアノリサイタル

学会発表

演奏会・発表会

著書・CD

学術論文

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

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(Ⅱ), ピアノMinor(Ⅲ), ピアノMinor(Ⅳ), リサイタル(Ⅰ), リサイタル(Ⅱ),
リサイタル(Ⅲ), ピアノ重奏Ⅰ

担当授業科目（大学院）

器楽実技Ⅱ, 副専攻特別実習

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

公開講座等

氏名／所属／職名             岡田　将　OKADA　Masaru / 音楽学科 / 専任講師

専門分野

ピアノ

研究課題

教育活動
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単共
の別

年月 場所

共 2011.
05.03-05

福岡県飯塚市

共 2011.
10.08-10

佐賀県鳥栖市

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

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

飯塚新人コンクール

フッペル鳥栖ピアノコンクール

公開レッスンでの指導

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名
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対象者

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

単共
の別

支給額 支給年度

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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

学会発表

その他の研究発表、演奏

研究活動

学術論文

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

2011年度夏ITシステムリプレース 2011.04-2012.03 業者打合、導入準備、導入、検証、説明
会

Sc181(2)・Sc182(2)授業用Web教材全面改
訂

2011.09- OS,Office等ソフトVerUPに対応

担当授業科目（大学）

文系のための数学入門, 情報科学基礎演習, 情報科学演習, 地域活性化総合実習, 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

氏名／所属／職名             出口　弘　DEGUCHI　Hiroshi / 心理・行動科学科 / 教授

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
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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 2011.05.31 ヒューマンサイエンス
No.14

単 2011.05.31 神戸親和女子大学心理相
談研究紀要

共 2011.07.01 学生相談研究vol.32 No.1

単共
の別

支給額 支給年度

単 18万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.06.24 神戸女学院大学講堂

単 2011.
11.07.14

神戸市民文化センター

国名期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

海外での活動

海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること

ひょうご講座　「ＴＡＴ」 各種心理テストを講師がリレー式で講演

大学研究所講演会「災害と心」 主催/大学研究所　大災害での心理的支
援について

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

「Doll Play Techniqueを用いた幼児との遊戯的関わ
り」

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

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

｢心理教育と発達支援を連動させる試み」 pp.4-7

『大学における不登校・ひきこもりに対する支
援の実態と今後の課題」

共著/水田一郎、安住伸子pp.23-35

｢感情のコントロールを困難とする小4男児と
のプレイセラピー過程へのコメント」

pp.99-102

学会発表

研究活動

学術論文

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

担当授業科目（大学）

心理学入門ゼミ, キャリアを考える（人生編）, 臨床心理学と人間, 臨床心理学, 発達臨床心理学, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

臨床心理査定演習, 臨床心理基礎実習, 臨床心理地域実践実習, 臨床心理実習,  臨床心理学特論, 臨床心理学特別研究ⅠＡクラス,
臨床心理学特別研究ⅡＡクラス

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

専門分野

臨床心理学

研究課題
間主観性の観点から見た乳幼児期の自己形成, 乳幼児期の発達的知見の心理療床場面への応用による面接過程の研究, 発達臨床の
視座から見た、環境への想像的認知と関わり

教育活動
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対象者

学生、保護者、教職員

小学校、中学校教諭

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 2012.01.27 金子書房

共 2011.06.22 幼稚園保護者

単共
の別

支給額 支給年度

共 146059円 2011年
12月04日

単共
の別

年月 場所

2011.05.09 - 05.14　　　　日本臨床心理士会派遣の岩手県学校支援カウンセラー（現地でのスクールカウンセラー）

2012.03.05 - 03.10　　　　京都府教育委員会派遣の福島県の学校支援（現地でのスクールカウンセラー）

2009.07 - 現在に至る

その他社会活動上特記すべき事項

2009.04 - 現在に至る　京都市教育委員会スクールカウンセラースーパーバイザー

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

(社)葵橋ファミリーークリニック理事2004.05 - 現在に至る

2007.08 - 現在に至る 京都市教育委員会学校問題解決支援チーム

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

社会活動

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

シンポジウム「地域サポートステーションとしての学
校～臨床心理士による教育現場での危機対応～」

神戸女学院大学研究所　研究補助

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

その他の研究発表、演奏

学会発表

心理相談室アウトリーチ活動（院生を伴う） 2011.08.23 香櫨園小、浜脇小、浜脇中の教員研修の
講師

研究活動

学術論文

「学校臨床」 共著/本間友巳他12名。Pp.154-169。

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

臨床心理基礎実習, 臨床心理実習, 臨床心理地域実践実習, 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

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

全日本私立幼稚園ＰＴＡ連合会の震災パン
フレット

震災での子どもの心のケアに関する注意
事項をまとめたパンフ。心のケアについ
て。

カウンセリングルームのディレクター 2011年度 カウンセリングルームの運営、連携

京都市青少年活動推進協議会専門委員

氏名／所属／職名　　　　　小林　哲郎　KOBAYASHI　Tetsuro / 心理・行動科学科 / 教授

専門分野

臨床心理学

研究課題

スクールカウンセリングの実践的研究, 文章完成法による心理査定, 被害者支援

教育活動

担当授業科目（大学）

臨床心理学, 臨床心理学実習Ⅲ(臨床中級実習)(講義を含む), スクールカウンセリング論, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）
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国名

イギリス

期間 概要

201１.09.18-09.24 イギリスの幼稚園視察と文部省での評価制度の研修

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
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対象者

大学院生

大学院生

大学院生、地域

臨床心理学実習Ⅲ受講学
生

大学院生（M1)

大学院生

地域機関、大学院生

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 2011.06.30 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学大学論
集』第58巻第1号

単 2011.12.20 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学大学論
集』第58巻2号

単 2011.09.10 第11回日本音楽療法学
会学術大会

2011.11.01-12.04

教育活動

担当授業科目（大学）

大学院事例検討合宿みつば会の開催と指導 2011.05.01-06.25 大学院修了生をも交えた事例検討合宿の
指導（開催準備・運営についての進行プロ
セスに応じた実務指導もおこなった）

大学院「震災支援無料相談」のための特別講
義

2011前期 大学院心理相談室において東日本大震災
被災者対象無料相談を実施するにあたり、
院生を対象にトラウマケアの勉強会を実施
した

臨床心理学, 臨床心理学実習Ⅲ(臨床中級実習)(講義を含む), 家族臨床心理学, 音楽療法とコミュニケーション, 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              國吉　知子　KUNIYOSHI　Tomoko / 心理・行動科学科 / 教授

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，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, インナーチャイルドとトラウマケア

2011.07.29-08.04 大学院心理相談室による無料相談と講演
会の実施と院生への指導（マネジメントも含
む）

大学院　心理面接ロールプレイ補講 2011.09.13 心理相談室で心理相談を初めて担当する
M1対象に、直前の補講指導のための心理
面接のための実習をおこなった

一人1時間の授業外での、心理学的個別
フィードバックとフォロー

シンポジウム開催にあたってのマネジメント
および事前準備の実務指導

大学院心理相談室シンポジウムにおける実
務指導

臨床心理基礎実習, 臨床心理実習, 臨床心理地域実践実習, 臨床心理学特別研究Ⅰ, 臨床心理査定演習

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

臨床心理学実習Ⅲにおいて、実習による個
人の変化、改善が理解できるよう、個別に一
人1時間の時間をとり、実習内容についての
フィードバックとフォローをおこない自己理解
を促進をはかった

2011.08.01-04

大学院「心理相談室ウィーク」の運営と実施

研究活動

大学院心理相談室アウトリーチ活動の運営と
実施

2012.01.28 地域機関（小学校、幼稚園）の要請を受
け、教員が院生を引率して、講演やコンサ
ルテーションの地域支援活動を実施した。

４大学院合同事例検討合宿の引率と指導 2012.02.18-02.19 鳴門教育大学大学院、徳島文理大学大学
院、甲子園大学大学院の臨床系院生が一
同に会しての合同事例検討合宿への本学
院生の引率と事例検討会における指導、コ
メント

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

pp.1-17

学会発表

調整的音楽療法（RMT)による自己没入尺度
の変化について

臨床心理士がおこなう親への支援－子どもの
感情の社会化と親のかかわり－

pp.69-83

米国における新しいトラウマ治療の動向－子
どもの複合的トラウマ治療のための枠組
ARC理論－

その他の研究発表、演奏
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共 2012.03 神戸女学院大学大学院心
理相談室紀要　第13号

単 2012.03 神戸女学院大学大学院心
理相談室紀要　第13号

共 2011.05.14 『日本EMDR学会　地震津
波被害者へのEMDR適用
（資料）』

単共
の別

支給額 支給年度

単 36万円 2011年度

代 146,059円 2011年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.05.16 ハートピア京都

単 2011.06.04 日本クリスチャンアカデ
ミー関西セミナーハウス

単 2011.06.06 ハートピア京都

単 2011.07.09 東梅田学習ルーム

単 2011.07.29 尼崎市立福祉厚生セン
ター

単 2011.08.05 尼崎市立福祉厚生セン
ター

単 2011.08.12 尼崎市立福祉厚生セン
ター

単 2011.08.27 高槻市地域センターひま
わり

単 2011.09.24 東梅田学習ルーム

単 2011.11.17 神戸女学院大学

単 2011.11.17 東梅田学習ルーム

共 2011.12.04 西宮市大学交流センター

単 2011.12.10 東梅田学習ルーム

単 2012.01.28 東山ぽぽ保育園

単 2012.03.31 東梅田学習ルーム

国名

アウトリーチ活動報告 共著/児玉佳子、須藤春佳、小林哲郎
pp.165-167

巻頭言 pp.1

「アチェにおける津波被害者のトラウマ治療プ
ログラム」

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

助成金タイトル、支給元

その他の著作、訳書等

「地域サポートステーションとしての学校　～臨床心
理士による教育現場での危機対応～」第5回臨床心
理士による地域実践を考えるシンポジウムの開催

神戸女学院大学研究所　研究補助

調整的音楽療法（RMT)の心身への効果について～
生理学的指標を用いて～

共訳/上田英一郎、榎日出夫、緒川和代、
加藤澄江、南和行 pp.17-98

研究助成金の受給状況

研究タイトル

2010.12 - 2013.03 関西学院大学人間福祉学部研究会　査読委員

2011.05 - 2013.05 日本EMDR学会　編集委員

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

シンポジウム　「サポートステーションとしての
学校」（総合司会・コーディネーター）

主催/神戸女学院大学心理相談室

不登校のカウンセリング 主催/京都府保育協会カウンセリングセミ
ナー

内容/ホログラフィートーク

CIFカウンセリンググループ研究会③

CIFカウンセリンググループ研究会⑤

ストレスとうまくつき合う－ストレス・マネジメント
－

つながる～からだ・こころ・しぜん～

いじめのカウンセリング

CIFカウンセリンググループ研究会①

音楽療法－音楽といやし－①

音楽療法－音楽といやし－②

音楽療法－音楽といやし－③

CIFカウンセリンググループ研究会④

神戸女学院大学　秋季公開講座

CIFカウンセリンググループ研究会⑥

主催/親と子のこころの電話　相談員一泊
研修

主催/京都府保育協会カウンセリングセミ
ナー

内容/ナラティブ　症状と語る①

主催/尼崎市, 尼崎カウンセリング協会

主催/尼崎市, 尼崎カウンセリング協会

主催/尼崎市, 尼崎カウンセリング協会

内容/ホログラフィートーク　フォローセッショ
ン

職員研修会

内容/システミック・コンステレーション

就任期間 機関名・委員名・役職名

海外での活動

その他社会活動上特記すべき事項

CIFカウンセリンググループ研究会②

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

内容/スクイグル＋MSSM実習

内容/ナラティブ　症状と語る②

内容/わたしの中の子ども－内なる絆の回
復－　主催/神戸女学院大学　生涯教育委
員会

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 2011.10.15 弘文堂

単 2011.04.01 『児童青年精神医学とそ
の近接領域』第52巻2号

共 2011.07.31 『学生相談研究』第32巻1
号

共 2011.
05.21-22

第33回日本生物学的精
神医学会、東京（グラン・
パシフィック）

単 2011.
07.01-02

第8回日本うつ病学会総
会、大阪（大阪国際交流
センター）

単 2011.12.03 第29回日本青年期精神
療法学会、埼玉（川越市
民会館）

単 2012.03.03 第47回近畿児童青年精
神保健懇話会、大阪（関
西医科大学）

単 2012.03.17 第13回日本サイコセラ
ピー学会、大阪（大阪国
際会議場）

単共
の別

支給額 支給年度

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

その他の研究発表、演奏

その他の著書、訳書等

「集中内観中の『夢』の意義とその効果」「緩
和医療チームのサイコロジスト―つなぎ手と
して―」「もの忘れ外来における患者家族へ
の病名説明とその後の障害受容について」
「児童期統合失調症のロールシャツハ・テス
トの特徴」（司会）

「学校災害とトラウマ」（司会）

共同発表/石井良平、補永栄子、栗本龍、
カヌエト・レオニデス、高橋秀俊、中鉢貴
行、岩瀬真生、水田一郎、武田雅俊

「青年期のうつとその対応」（シンポジウム4：
ライフステージに即したうつ病へのアプロー
チ）

「コンテインメントの失敗―治療者が患者を
置き去りにする時―」（座長）

「脳磁図による自閉症スペクトラム障害のミ
ラーニューロンシステムの機能異常の解析」

「広汎性発達障害と摂食障害の
comorbidity」

pp.162-177.

「大学における不登校・ひきこもりに対する支
援の実態と今後の課題」

共著/水田一郎、石谷真一、安住伸子。
pp.23-35.

学会発表

研究活動

学術論文

『現代精神医学事典』 共著/加藤敏・他（編）p.139, p.163,
pp.357-358, p.374, p.489, p.506, p.531.

著書・ＣＤ・論文・学会発表・演奏会等の
名称

著書・CD

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）

キャリアを考える（仕事編）, 精神医学総論, 精神医学各論, 精神保健福祉援助実習, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

臨床心理地域実践実習, 精神医学特論, 臨床精神医学特論, 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

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　　　　　水田　一郎　MIZUTA　Ichiro / 心理・行動科学科 / 教授

専門分野

精神医学

研究課題

青年期精神医学, 精神療法

教育活動
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単共
の別

年月 場所

単 2011.11.29 アサコム小ホール（大阪）

単 2012.01.06 奈良市保健所・教育総合
センター

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

パーソナリティ障害とその対応 内容/パーソナリティ障害とその対応。主
催/奈良市保健所

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2011.04 - 2012.03 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団・評議員

2011.04 - 2012.03 神戸心身医学会・世話人

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

心の不調と心の病気 内容/精神疾患の見分け方と対応。主催/
朝日新聞大阪管理セクション

2011.04 - 2012.03 児童青年精神医学会・医療心理師国家資格検討委員

2011.04 - 2012.03 青年期精神療法学会・常任理事

2011.04 - 2012.03 近畿児童青年精神保健懇話会・代表世話人

就任期間 学会役員名

2011.04 - 2012.03 児童青年精神医学会・評議員

2011.04 - 2012.03 児童青年精神医学会・編集委員

社会活動

学会役員
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対象者

地域活性化総合実習受
講者

ESD留学生、人科院生

一般大学生

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 2012.03 対人社会心理学研究, 12
巻

単 2011.09.16 日本心理学会第75回大
会

共 2011.09.18 日本社会心理学会第52
回大会

共 2012.
01.26-28

(27)

Data presented at the
13th Annual Meeting of
the Society for
Personality and Social
Psychology, San Diego,
U. S. A.

単 2012.02.18 自己・他者の認知研究会

単共
の別

支給額 支給年度

単 52万円 2011年度

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

潜在的・顕在的な喫煙に対する態度と行動の変容
過程の検討

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

日本学術振興会研究費補助金若手研究（Ｂ）

その他の研究発表、演奏

自己・他者の認知研究会　研究発表 研究発表「禁煙行動は心理学的に予測で
きるか」

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

Relationship of implicit and explicit attitudes
on smoking and smoking behavior.

共同発表／Kobayashi, C., Hirai, K., &
Hazama, A.

学会発表

行動指標とIAT測度との関係性をめぐる先行
研究と実証データ　ワークショップ
「IAT(Implicit Association Test)の課題と将
来性(5):行動指標とIAT測度との関係性」

ワークショップ話題提供

喫煙者・非喫煙者の喫煙に対する潜在的イ
メージの違い

共同発表／小林知博・平井啓・狭間礼子

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

「親しい他者との間の自己・他者評価の関係
性およびそれらの評価が社会的適応に及ぼ
す影響」

pp.129-134

学術論文

ESD英語リレー授業を1回分担当 2011.05.18 「環境行動の社会心理学」

行動科学への招待＜改訂版＞　教科書執
筆

2012.01 4章「異文化の心理」担当

地域活性化総合実習を通年で担当 通年

人間科学合同演習Ⅰ, 人間科学合同演習Ⅱ, 人間行動学演習Ⅱ, 人間行動学特別研究Ⅱ, 日本の環境とその保全Ⅱ

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             小林　知博　KOBAYASHI　Chihiro / 心理・行動科学科 / 准教授

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

1年間かけて学生が主体となり、活力ある
地域社会をつくるためのイベントを3グ
ループに分けて企画・運営・実施した。そ
の支援を行った。

教育活動

担当授業科目（大学）

社会心理学, 心理行動科学実験実習, 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）
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単共
の別

年月 場所

単 2011.04.21 西宮市大学交流センター

単 2011.10.13 西宮市総合教育センター

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

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2011.04.28　千里メイプルロータリークラブ　卓話「大切な人・ものを失った人の 心理と援助」

その他社会活動上特記すべき事項

2011.04 - 2012.03 日本心理学会H23年度代議員

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

宮水学園すこやかコース（１回） 「心理学から見る対人関係の重要性と良
い関係作りのポイント」

西宮市大学共通単位講座「心理・行動科学
入門」（全15回中の１回）

第2回．ステレオタイプの社会心理学

学会役員

就任期間 学会役員名

社会活動
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対象者

Sc181(1), Sc283(1),
BS101(2), Sc182(2) 各受
講者

心理・行動科学科学生

Sc283(1) 受講者

Sc283(1) 受講者

Sc283(1) 受講者

西宮市内10大学・短期大
学生及び市民聴講生

心理・行動科学科学生

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

単共
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

2011.04 - 2012.03 西宮市大学交流協議会地域連携推進委員会 委員

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

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

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

学会発表

その他の研究発表、演奏

西宮大学交流センター共通単位講座科目
担当

2011.06.23 西宮大学交流センター共通単位講座科
目の講義のうちの1回を担当した．

学術論文

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

教材用サンプルプログラムの作成・改訂 2011.04-07 教材用サンプルプログラムを追加・改訂し
た．

研究活動

プログラミング支援ツールの作成・改訂 2011.04-07 プログラミング支援ツールを改訂した．

卒業論文副査 2012.02 卒業論文の副査を17件務めた．

e-Learning システム (Moodle) の活用 2011.04-2012.01 教材の提示・学生とのコミュニケーション・
小テストの実施・課題の電子的な提出に
活用した．

WWW上の授業資料の改訂 2011.04-07 WWW上の授業資料の改訂を行った．

心理・行動科学科テーマ別プログラムの科
目選定

2011.04 心理・行動科学科で実施のテーマ別プロ
グラムにおいて，テーマ「認知と情報処理
の科学」の該当科目を選定した．

担当授業科目（大学）

心理学入門ゼミ, 文系のための数学入門, 情報科学基礎演習, 情報科学演習, 情報科学応用演習I, 人工知能論, 認知科学概論, 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

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

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

- 93 -



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

全国小中学校　音楽教員

神戸市内私立保育園
園長、保育士、保護者

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 2011.08.31 音楽之友社

共 2011.10.21 奏楽堂（東京音楽学校）

単共
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

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

謳歌ファーストコンサート 主催／謳歌　第三部　水本誠作品集　な
の花のたより　他全5曲

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

学会発表

演奏会・発表会

分科会タイトル　（三時間）
「子どもたちから学んできたもの」
～ こころを受けとめるということ ～
※障がい児保育と養育について、発達障
がい者との活動事例を通し、主体性、尊
厳、家族の思いを中心に、園側スタッフと
保護者それぞれの立場から意見交流し、
ともに考える。

研究活動

学術論文

『WithYouSmile』　水本誠作品集　（全7曲） 各曲ごとに、作曲の背景となっている障が
い者との歩みに関する説明をつけ、音楽
だけでなく広く情緒教育に基づいた視点
を強調した。
①なの花のたより
②不思議な気持ち
③夢地球船
④おじいちゃんの宝もの
⑤ゆかいにいこう
⑥きみに伝えたい
⑦WithYouSmile

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

（株）音楽之友社
夏の合唱教育セミナー2011
※日経ホール（東京千代田区）

2011.08.08 第一日目　第2部　（1時間50分）
いま あらためて 「Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ Ｓｍｉｌｅ」
※水本作曲の合唱曲の指導
・WithYouSmile
・夢地球船
・おじいちゃんの宝もの
・なの花のたより
・きみに伝えたい

氏名／所属／職名　　　　　水本　誠一　MIZUMOTO　Seiichi / 心理・行動科学科 / 准教授

専門分野

精神保健福祉

研究課題

地域コンフリクトの解消・共生

教育活動

担当授業科目（大学）

自然と人間, 地域健康論, 精神保健福祉援助基礎実習, 精神保健福祉援助演習, 精神保健福祉援助実習, 演習Ⅰ, 演習 Ⅱ, 卒業
研究

担当授業科目（大学院）

社団法人 神戸市私立保育園連盟
第12回統合保育研究大会
大会テーマ「地域の中で　共に育ち　くらす」
第一分科会担当

2011.11.21
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単共
の別

年月 場所

共 2011.05.02 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.05.30 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.06.20 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.07.04 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.07.11 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.08.22 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.09.26 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.10.03 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.11.07 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.11.29 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.12.05 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.12.26 大阪府こころの健康総合
センター

共 2012.01.16 大阪府こころの健康総合
センター

共 2012.03.05 大阪府こころの健康総合
センター

共 2012.03.26 大阪府こころの健康総合
センター

共 2011.04.26 大阪市城東区役所

共 2011.05.24 大阪市城東区役所

共 2011.06.28 大阪市城東区役所

共 2011.07.26 大阪市城東区役所

共 2011.08.30 大阪市城東区役所

共 2011.09.27 大阪市城東区役所

共 2011.11.29 大阪市城東区役所

共 2012.01.24 大阪市城東区役所

共 2012.02.28 大阪市城東区役所

共 2012.03.27 大阪市城東区役所

就任期間 機関名・委員名・役職名

1999.09 - 2012.03 財団法人　精神障害者社会復帰促進協会　理事

2011.07 - 2012.03 大阪市立障害者会館等の民間移管にかかる入札参加資格審査会議　座長

大阪市障害者会館あり方検討会 委員

社会福祉法人　あすなろ福祉会　理事長

大阪市精神保健福祉啓発事業企画提案業者選定委員会 委員

大阪市障害程度区分認定審査会　区合議体長

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

コンクール等の審査

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

2008.04 - 2012.03

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会

学外機関委員等

大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪府精神医療審査会 大阪府（根拠：精神保健福祉法第12条　）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

2009.11 - 2012.03

2006.10 - 2012.03

社会福祉法人　はづき福祉会　理事長

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会

大阪府精神医療審査会 委員

2009.10 - 2012.03 阪神子どもの虐待防止ネットワーク「ほっと」 運営委員

2009.08 - 2011.07

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

大阪市障害程度区分認定審査会 大阪市（根拠：障害者自立支援法第15条）

2002.07 - 2012.03

2006.09 - 2012.03
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国名期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

2011.11.6　 神戸市東灘区民ホール（うはらホール）　楽団あぶあぶあ＆ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾁｰﾑLOVE定期演奏会　（発達障がい者らによる音楽
活動の指導等）　※市民対象（全国より来場）

2011.11.19　神戸市立垂水東中学校人権教育　ドキュメンタリー映画「あぶあぶあの軌跡」（ｱｽﾞﾏｸｽ制作／120分発達障害者の人々の
社会参加～貢献活動に至る27年間（※出演作品）上映会 及び 講演（神戸市立垂水東中学校主催）

2011.12.4　 高槻市生涯学習センター　ドキュメンタリー映画「あぶあぶあの軌跡」（ｱｽﾞﾏｸｽ制作／120分発達障害者の人々の社会参
加～貢献活動に至る28年間（※出演作品）上映会 及び 講演（命輝け高槻第九コンサートの会主催）

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
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対象者

学部生

西宮市春風小学校教員

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 2011 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

単 2011 精神療法37巻6号
pp.792-793

単 2011.12.15 神戸女学院大学

単 2012.02 「子ども臨床通信」9巻2号
pp.2-4 京都文教大学
子ども臨床研究会

単 2012.03.13 神戸女学院学報164号
pp.54

単 2012.03.30 神戸女学院大学大学院
心理相談室紀要第13号

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所講座名、講演タイトル 概要

公開講座

社会活動

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

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

「チャムシップ論からみたすきっぷ」

第５回　臨床心理士による地域実践を考える
シンポジウム　報告書

<私の研究>前青年期の親友関係「チャム
シップ(chumship)」

その他の著作、訳書等

学術論文

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学礼拝 題名/「サンタクロースを信じること」

学会発表

市立児童センターでの実習 2011.06.07,09 地域の子どもたちと触れ合う機会を設ける
ことで、児童期の子どもに対する理解を深
めた。

「親友関係の光と影」

海外文献抄録：Challenges to containment
in sandplay therapy with children
子どもの箱庭療法におけるコンテインメント
(収めること)への挑戦
Jill Kaplan, Journal of sandplay therapy,
20(1),pp.71-82, 2011

著書・CD

大学院心理相談室のアウトリーチ活動 2011.08.29 大学院生2名を同伴し、当該校での教員
研修を行った。

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

研究活動

担当授業科目（大学）

臨床心理学, 臨床子ども学, 心理学入門ゼミ, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

臨床心理基礎実習, 臨床心理実習, 臨床心理地域実践実習, 人間科学合同演習Ⅰ, 人間科学合同演習Ⅱ, 臨床心理学特別研究
Ⅰ, 臨床心理査定演習

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　　　　　須藤　春佳　SUDO　Haruka / 心理・行動科学科 / 専任講師

専門分野

臨床心理学

研究課題

前青年期の親友関係「チャムシップ」に関する心理臨床学的研究、ほか

教育活動
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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

2011.08.29　西宮市立春風小学校での教員研修　「心の発達や心の問題を抱えた子どもに対する支援の在り方－特別支援教育を学
級経営に生かすために」（大学院心理相談室のアウトリーチ活動の一環として）

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

高校生

ESDプログラムの特別外
国人留学生

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 2011.08.01 福音館書店

共 2011.12 『人と自然』第22号

共 2012.03.31 『兵庫生物』第14巻第3号

共 2011.
10.17-21

ANeT Meeting 2011: 8th
International Conference
on Ants

共 2011.12.30 兵庫県生物学会65周年
記念誌『ゆたかな兵庫の
自然力―生物の多様性と
人々の営み』神戸新聞総
合出版センター

単共
の別

支給額 支給年度

共 150万円 2011年度

氏名／所属／職名             遠藤　知二　ENDO　Tomoji / 環境･バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

動物生態学

研究課題
海岸砂丘動物群集の保全生態的研究, 管住性ハチ類の生態学研究, 熱帯雨林におけるアリをモデルとするアリ形グモ群集の進化生
態学研究

教育活動

担当授業科目（大学）

プレゼンテーション演習, 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), 環境保護論, 地域活性化総合実
習, 生物の適応と進化, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

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, 日本の環境とその保全Ⅱ

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

ESDプログラム・オリエンテーション 2011.10.01 プログラム概要の説明など

サイエンス体験 2011.08.02 「イチジクとコバチの共生関係を調べてみ
よう」

著書・CD

学術論文

「まちぼうけの生態学―アカオニグモと草む
らの虫たち」

共著/遠藤知二（文）、岡本よしろう（絵）。
40pp。

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

学会発表

'Why are there so many poor mimic of ant-
mimic spiders in toropical forests?'

「兵庫県宝塚市の山火事跡とその周辺にお
ける竹筒トラップに営巣するハチ類」

共著/西本裕、遠藤知二。pp.213-218。

武庫川流域における管住性ハチ類相とその
多様性による里山環境評価

共著/橋本佳明、遠藤知二、西本裕。
pp.1-12。

共著/西本裕、北川真理子、田中愛美、遠
藤知二。pp.130-131。

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

共同発表/Hashimoto, Y., Endo, T.

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

ＥＳＤを推進するためのアジアと連携した教育に関
する研究

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

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

学術報告：「甲子園浜の昆虫」

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

- 100 -



単共
の別

年月 場所

単 2011.05.18 NPOプラザ

単 2011.05.21 神戸女学院大学

国名

講座名、講演タイトル 概要

シニア自然大学講座 内容/昆虫の生態と分類。主催/NPOシニ
ア自然大学校。

公開講座

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2011.04 - 2012.03 西宮市環境計画パートナーシップ会議・委員長

シニア自然大学講座 内容/昆虫観察。主催/NPOシニア自然大
学校。

2011.04 - 2012.03 コープの森・社家郷山整備活動推進委員会・委員

その他社会活動上特記すべき事項

2011.04 - 2012.03 西宮市生物多様性地域戦略策定協議会・委員

2011.04 - 2012.03 兵庫県環境影響評価審議会・委員

2011.04 - 2012.03 宝塚市生物多様性地域戦略策定協議会・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
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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 2011.08.15 化学同人

共 2011 "Marine Pollution
Bulletin"62,318-326

共 2011 "Estuarine, Coastal and
Shelf Science"91,158-162

共 2011 "Aquatic
Biology"13,137-147

共 2011.
07.16-17

第20回環境化学討論会

共 2012.
03.14-15

第47回日本水環境学会
年会、東洋大学

単 2012.01.21 生き生き地球館

単共
の別

支給額 支給年度

代 100万円 2011～
2012年度

代 53万円 2011～
2012年度

単共
の別

年月 場所講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2011.04 - 2012.03 日本分析化学会近畿支部幹事

2011.04 - 2012.03 日本マリンエンジニアリング学科研究員会幹事

社会活動

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

環境教育の一手段としての生活排水の水質浄化に
関する研究

人間科学部教育・研究助成

ESDを推進するためのアジアと連携した教育に関
する研究

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

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

その他の研究発表、演奏

シニア自然大学 気仙沼及び大槌湾における化学物質汚
染の現状

共著/張野宏也、八束絵美、青山恵、山尾
千晶、北出達也、大地まどか、池田正明、
上野正博

「竹炭を用いた生活排水の浄化」 共著/八束絵美、山尾千晶、張野宏也、永
田寛治

学会発表

「舞鶴湾における有機リン化合物の汚染実
態」

Differences in organotin accumulation in
relation to life history in the white-spotted
charr Salvelinus leucomaenis

共著/Madoka Ohji, Hiroya Harino,
Takaomi Arai

comparison of organotin accumulation on
the white-spotted charr Salvelinus
leucomaenis between sea-run and
freshwater-resident types

共著/Madoka Ohji, Hiroya Harino,
Takaomi Arai

Life history related organotin body burden
in the catadromous eels Anguilla marmorata
and A. bicolor pacifica in Vietnam

共著/Arai T, Chino N, Le QD, Harino H

著書・CD

学術論文

環境科学入門 共著/川合真一郎、張野宏也、山本義和。
pp.1-204

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

担当授業科目（大学）

環境科学概論, 環境科学基礎実習(講義を含む), 自然と人間, 環境科学, 地域活性化論, 地域活性化総合実習, 入門ゼミ, 演習Ⅰ,
演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

環境科学特論Ⅱ, 環境科学演習Ⅰ, 環境科学特別研究Ⅰ, 日本の環境とその保全Ⅰ

研究活動

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             張野　宏也　HARINO　Hiroya / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

環境科学

研究課題

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

教育活動
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国名

フィリピン2012.01.05-08 アテネオ大学とのMOU締結

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

2011.04 - 2012.03 吹田市環境影響評価審査会委員

2011.04 - 2012.03 兵庫県排出基準未設定化学物質評価検討委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2011.04 - 2012.03 豊中市環境保全審査会
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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1年生

全学1年生

環境・バイオサイエンス学
科2年生

全学学生

環境・バイオサイエンス学
科3年生

環境・バイオサイエンス学
科教職課程履修者

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2年生

環境・バイオサイエンス学
科教職課程履修予定者

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 2011.06.30 神戸女学院大学研究所，
『神戸女学院大学論集』
第58巻第1号

共 2011.12.20 神戸女学院大学研究所，
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

「マイクロスケール実験によるエタノールと水
の密度測定」

単著/中川徹夫．pp.113-122．

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

「マイクロスケール実験を用いたキウイに含ま
れるタンパク質分解酵素の教材開発」

共著/椎葉昌美，土師麻里奈，久野香月，
水野暢子，中川徹夫，pp.78-86．

著書・CD

学術論文

研究活動

化学概論 2011.09 化学概論の講義プリントを作成し，受講生
に配布した．

理科教職講演会第2回 2011.10.21 高校理科教員（兵庫県立高校　植松啓
氏，大西伸弥氏）を講師に迎え，理科教
職課程講演会を実施した．

物理学実習（講義を含む） 2011.09 物理学実習の講義プリントを作成し，受講
生に配布した．

物理学概論 2011.04 物理学概論の講義プリントを作成し、授業
時に配布した．

演習I 2011.06

理科教職講演会第1回 2011.07.09 高校理科教員（大阪府立高校　奥野晃久
氏，吉田拓郎氏）を講師に迎え，理科教
職課程講演会を実施した．

アドバンストプログラム

国立民族博物館で開催された「ウメサオタ
ダオ展」を見学した．

文系のための化学入門 2011.04 文系のための講義プリントを作成し，授業
時に配布した．

2011.04.25 アドバンストプログラムの講義「環境にやさ
しい科学実験とは？—マイクロスケール実
験への招待—」を担当した．

2011.04

2011.04-2012.01

教育活動

担当授業科目（大学）

文系のための化学入門, 化学概論, 物理学概論, 物理学実習（講義を含む）, 入門ゼミ, 演習Ⅰ

担当授業科目（大学院）

年月その他教育活動上特記すべき事項

入門ゼミ 2011.04

理科教職課程に関する履修相談 理科教職課程履修希望者に対する相談
を，随時実施した．

入門ゼミの発表要旨集を編集し，授業時
に配布した．また，授業時にマイクロス
ケール実験に関して紹介した．

理科教職課程に関して(2011年度入学生
用）

理科教職科目を履修する際の注意事項を
まとめた資料を作成し，環境・バイオサイ
エンス学科1年生に配布した．

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

氏名／所属／職名　　　　　中川　徹夫　NAKAGAWA　Tetsuo / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

理科教育, 化学教育, 物理化学

概要
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単 2011.
08.09-10

日本物理学会2011年度
年会，広島県情報プラザ

単 2011.
08.20-21

日本理科教育学会第61
回全国大会，島根大学

共 2011.
08.20-21

日本理科教育学会第61
回全国大会，島根大学

単 2011.
09.02-03

日本リメディアル教育学
会第7回全国大会，福岡
大学

単 2011.11.26 日本理科教育学会近畿
支部大会（滋賀大会），滋
賀大学教育学部附属中
学校

単 2012.
03.25-28

日本化学会第91春季年
会，慶應義塾大学

共 2012.01.23 神戸女学院大学理学館

単 2011.06.30 神戸女学院大学中川研
究室

単 2011.07.05 『学報』No.162，神戸女学
院学報委員会

単 2011.07.21 『Veritas』No.47，神戸女
学院大学図書館

単共
の別

支給額 支給年度

単 78万円 2011年度

単 53万円 2011年度

共 100万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

国名

「マイクロスケール実験を用いたキウイに含ま
れるタンパク質分解酵素の教材開発」

共同発表/椎葉昌美，土師麻里奈，久野
香月，水野暢子，中川徹夫

「初年次科目「文系のための化学入門」にお
ける事前・事後試験の導入」

単独発表/中川徹夫

その他社会活動上特記すべき事項

マイクロスケール実験に関する指導助言（中学校・高校理科教員対象，随時）．

マイクロスケール実験に関する普及活動（「マイクロスケール実験研究論文集」を学会開催会場にて配布）．

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

環境・バイオサイエンス実験講座講師（高校理科教員対象，講義・実習「高等学校化学に関する種々のマイクロスケール実験」，2011
年08月01日）．

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

兵庫県立西宮高等学校特別非常勤講師（高校生対象，講義・実習「環境に優しいマイクロスケール実験—ルシャトリエの原理をマイクロ
スケール実験で学ぼう—」，2011年11月16日）．

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

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

資源の有効活用と環境の修復に関する研究 神戸女学院大学研究所総合研究助成金

マイクロスケール実験に関する教材開発・改良と普
及活動

神戸女学院大学人間科学部教育研究助成金

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

理科に対する学習意欲を向上させるマイクロスケー
ル実験教材の開発と改良

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)

研究助成金の受給状況

私の研究：「マイクロスケール実験教材の開
発と改良」

単著/中川徹夫．p.39.

特集　夏休みに読んでほしい，読みたいこ
の一冊：「猿橋勝子という生き方」

単著/中川徹夫，頁無．

「マイクロスケール実験研究論文集」 単著/中川徹夫，全71頁．

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

神戸女学院大学研究所総合研究助成報告
会「環境の修復と資源の有効利用」

「環境にやさしいマイクロスケール実験」

単独発表/中川徹夫

「神戸女学院大学における高校生・大学生
を対象にしたマイクロスケール実験の実践」

単独発表/中川徹夫

「電離・溶解平衡の移動に関するマイクロス
ケール実験」

単独発表/中川徹夫

「マイクロスケール実験によるエタノール水溶
液の密度測定」

単独発表/中川徹夫

学会発表

「マイクロスケール実験による液体の密度測
定」
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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 2011.12.20 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第2号

共 2012.02.25 第22回インターハート研
究会、東京

単 2012.03.10 第11回糖尿病と循環器疾
患研究会、埼玉

単共
の別

支給額 支給年度

共 1850万円 2009～
2013年度

単 71万円 2011年度

単 30万円 2011年度

共 150万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

氏名／所属／職名             西田　昌司　NISHIDA　Masashi / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

健康医学

研究課題

細胞のストレス応答, 動脈硬化

教育活動

担当授業科目（大学）

地域活性化総合実習, バイオサイエンス基礎実習(講義を含む), 生命の科学実習(講義を含む), 人体の構造と機能, 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）

健康医学特論, 専門領域通訳特論(自然科学)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,
日本の環境とその保全Ⅰ

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

学術論文

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

「ヒト臍帯静脈血管内皮細胞からの前駆血
管細胞の単離」

「アジアと日本を環境教育で結ぶ、新たな大
学院教育システムの構築」

共著/寺師正明、遠藤知二。pp.55-64。

学会発表

共同発表/舘田知実。

「女性ホルモンが角質細胞のターンオー
バーに及ぼす影響の検討」

その他の研究発表、演奏

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

科学技術戦略推進費 科学技術振興機構

ESDを推進するためのアジアと連携した教育に関
する研究

神戸女学院大学研究所　総合研究助成

女性ホルモンが角質細胞のターンオーバーに及ぼ
す影響の検討

人間科学部研究助成

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

ヒト臍帯静脈血管内皮細胞からの前駆血管細胞の
単離

神戸女学院大学研究所　研究助成

研究助成金の受給状況

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

2008.12 - 2012.11 全国大学保健管理協会評議員

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
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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

学生・教員

県立西宮高校・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

2011.09.25 植生学会第16回大会（神
戸大学）

単 2011.11.25 音楽学部学科別集会

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2012.03.17 こどもサイエンス体験教
室

国名期間 概要

2011.05 - 2012.02　西宮市立甲東小学校3年生総合実習「調べよう甲東の自然」第1回～第5回

2011.10 - 2012.02　西宮市甲山湿原保全事業現地視察・調査・指導

その他社会活動上特記すべき事項

2011.10.12　西宮市剣谷湿原現地視察・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

「どんぐりのひみつ」

2011.04 - 2012.03 西宮市甲山周辺環境保全連絡協議会委員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2011.04 - 2012.03 植生学会・監事

2011.04 - 2012.03 関西自然保護機構・運営委員

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

就任期間 学会役員名

社会活動

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

学会役員

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

「神戸女学院岡田山キャンパスにおけるクロ
ガネモチの個体群生態的研究 －雌雄性に
着目して－」

共同発表/野嵜玲児・長田 薫・川畑麻奈
美・伊藤玄美

その他の研究発表、演奏

「音楽館周辺の生き物たち －キャンパスの
貴重な自然－」

その他の著作、訳書等

学術論文

学会発表

著書・CD

高大連携連続講義 2011.10-11 プログラムの設定

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

アドバンストプログラム

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

研究活動

2011.04-07 プログラムの設定・運営

日本の環境とその保全Ⅱ

氏名／所属／職名             野㟢　玲児　NOZAKI　Reiji / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

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, 西宮市の植物相の研究

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, 植物生態学, 生態学実習Ⅰ(講義を含む), 生態学実習Ⅱ(講義を含む), 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業
研究
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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 2012.01 J. Biomedical Science and
Engineering vol.4

共 2011.
09.26-28

第63回生物工学会大会、
東京農工大学

単 2012.03.29 『VERITUS』No.49.神戸
女学院図書館

単共
の別

支給額 支給年度

単 30万円 2011～
2012年度

単 71万円 2011～
2012年度

共 100万円 2011～
2012年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.08.06 神戸女学院大学

単 2011.11.02 神戸女学院大学

氏名／所属／職名              塩見　尚史　SHIOMI　Naoｆumi / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

応用生命科学

研究課題
微生物を利用した環境修復, 酵母を用いた有用物質の生産, 動物細胞を用いたメタボリックシンドローム, 脂肪由来の幹細胞を用いた
再分化, 再生を利用したアンチエージング

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), 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, 応用微生物学, 演習Ⅰ,
演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

応用生命科学特論

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

研究活動

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

Compounds that inhibit triglyceride
accumulation and TNFα　secretion in

adipocyte

共著/塩見尚史、前田美和子、三村みの
り. pp.684-691

著書・CD

学術論文

その他の研究発表、演奏

前田美和子、 安保佳実、 土橋由、 廣瀬
いずみ、 岩根美佳、 妹尾友里恵、 角美
佳、 湯朝麻由

学会発表

肝細胞の糖代謝異常脂肪細胞のアディポサ
イトカイン分泌異常の両方に効果のある物
質

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

寄稿:「出会えたことを神様に感謝」

その他の著作、訳書等

細胞のアンチエイジングと再生に関する研究－1 神戸女学院大学人間科学部教育研究助成金

資源の有効活用と環境の修復に関する研究 神戸女学院大学研究所総合助成金

脂肪毒性の軽減とメタボリックシンドロームに効果の
ある物質の探索

神戸女学院大学研究所研究助成金

社会活動

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

講座名、講演タイトル 概要

公開講座

2005.04 - 2012.03 化学工学会関西支部　幹事

2007.04 - 2012.03 化学工学会関西支部　国際交流委員

第7回子供サイエンス体験「微生物と仲良く
なろうー納豆やテンペを作ったり、大腸菌の
染色糸を観察したりしてみよう」

西宮市内小学校4－6年生対象

高大連携連続講義・講義「細胞を使って肥
満と老化を考える」

西宮高校
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国名

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

2010.04 - 2012.03　松が丘スポーツクラブ　バトミントンコーチ（ボランティア）

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 2011.05 Springer

共 2012.03 八千代出版

  

共 2011.
05.13-15

第65回栄養食糧学会.東
京

共 2011.
05.13-16

第65回栄養食糧学会.東
京

共 2011.
05.13-17

第65回栄養食糧学会.東
京

共 2011.
05.13-18

第65回栄養食糧学会.東
京

共 2011.
06.10-15

European academy of
allergology and Clinical
immunology. Istanbul

共 2012.
03.28-29

平成24年度園芸学会、大
阪

単共
の別

支給額 支給年度

代 71万円 2011～
2012年度

共 200万円 2011～
2012年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.05.07 西宮プレラホール

講座名、講演タイトル 概要

神戸女学院大学　春季公開講座 幸せになる食べ物

公開講座

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

2010.04 - 2013.03 調理科学会近畿支部・委員

社会活動

学会役員

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

資源の有効活用と環境の修復に関する研究 神戸女学院大学研究所　総合研究助成

PMSリスク軽減のための基礎的研究 人間科学部教育・研究助成

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

吉村 美紀、村井 希衣、舞原 あゆみ、加
藤 陽二、松本 亮、新田 陽子、高岡 素
子、渡辺 敏郎、横山 真弓

「シカ肉の栄養解析と新規機能性の探索」 岡 恵理子、吉村 美紀、横山 真弓、加藤
陽二、新田 陽子、渡辺 敏郎、高岡 素子

「ラットにおける酒粕発酵エキスの抗ストレス
作用」

井口 隆文、山下 和彦、渡辺 敏郎、高岡
素子、加藤 範久.

その他の研究発表、演奏

「東北地方より収集したナシ果実の形態
形質および機能性成分」

松崎綾・野村啓一・高岡素子・片山寛則

研究活動

著書・CD

『食べ物と健康　食品学各論』 下橋淳子、吉村美紀。第8,9章

学会発表

"Asthmatic symptoms and allergies among
pupils in relation to the school and home
environments in Japan"

Motoko Takaoka, Dan Norback.

「酒粕発酵エキスのストレス軽減作用に対す
る有用性の検討」

高岡 素子、川崎 瞳、新見 友季子、井口
隆文、渡辺 敏郎、加藤 範久

「シカ肉の食資源化に関する研究」

 

学術論文

Sick Building Syndrome: in Public Buildings
and Workplaces

Motoko takaoka, Dan norback. Chapter7

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

教育活動

担当授業科目（大学）

教科書作製 2012.03 食品学、演習の参考書として「食品学各
論」作製

自然と人間, バイオサイエンス基礎実習(講義を含む), 細胞生物学概論, 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）

健康科学演習Ⅱ, 健康科学特別研究Ⅱ

氏名／所属／職名　　　　　高岡　素子　TAKAOKA　Motoko / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

食品科学

研究課題

教室内環境の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
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国名

ドイツ

期間 概要

その他社会活動上特記すべき事項

被災地支援のための天然酵母を用いたパン作製ボランティア活動への参加(数回)

2012.03.06 Dr. Maria Kamp (Beuth Hochschule für Technik Berlin　University)を招待し、大学院生に対しての
講義と茶話会

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

学外機関委員等
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対象者

学生

職員

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

共 2011.10.26 J. Agric. Food Chem., 59
巻20号

共 2011.
05.11-15

Asian Congress on
Biotechnology, Shanghai

単 2011.08.19 Mini International
Symposium,
Chulalongkorn University

単 2011.08.20 Kasetsart Univ.,Thailand

単 2011.08.23 Sam Ratulangi Univ.,
Indonesia

単 2012.03.30 『ヒューマンサイエンス』15
号、神戸女学院大学大学
院　人間科学研究科

単共
の別

支給額 支給年度

単 280万円 2011年度

単 71万円 2011年度

単 30万円 2011年度

専門領域通訳特論(自然科学)Ⅱ, アジアの環境とその保全Ⅰ, アジアの環境とその保全Ⅱ, 日本の環境とその保全Ⅰ

氏名／所属／職名　　　　　寺嶋　正明　TERASHIMA　Masaaki / 環境・バイオサイエンス学科 / 教授

専門分野

食品分子機能科学

研究課題

食品成分の抗酸化性新評価法の開発, 鶏肉消化物中のACE阻害物質の探索, 動物細胞を用いた抗酸化性の評価法

2011.10.12 共通英語教育の改革について講演

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）

Current Issues in Japan, バイオサイエンス基礎実習(講義を含む), 食品分子機能科学, 生物反応速度論, 栄養生化学, 食品機能解
析実習(講義を含む), 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

キャリア教育に関する討議に参加

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

研究活動

ESD Workshop at Kobe College 2011.06.21-23 梨花女子大の学生と本学の学生とでESD
に関するワークショップを開催した。

SD研修会での講演 2011.10.11 共通英語教育の改革について講演

教員研修会での講演

学会発表

"Comprehensive Evaluation of Antioxidant
Activity based on Myoglobin Structure
Change"

"Inhibition Strength of Short Peptides
Derived from an ACE Inhibitory Peptide"

M. Terashima, M. Oe, K. Ogura, S.
Matsumura, 11234 -11237

著書・CD

学術論文

その他の研究発表、演奏

"Comprehensive evaluatoin of antioxidant
activity in food"

"Woman Leaders promoting ESD based on
local community"

M. Terashima, R. Watanabe, and S.
Matsumura

"Woman Leaders promoting ESD based on
local community"

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

「ESDを通じたアジアの大学との連携」

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

ACE阻害ペプチドの構造機能相関 神戸女学院大学研究所　研究助成

スープ料理、乾燥野菜の示す抗酸化性の総合評
価

人間科学部教育・研究助成

培養細胞を用いた食品成分の抗酸化性評価法 日本学術振興会研究費補助金基盤研究（C）

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

2011.04 - 2012.03 日本食品工学会・評議員

2011.04 - 2012.03 化学工学バイオ部会役員

2011.04 - 2012.03 日本生物工学会関西支部・支部委員

2011.09.01-02日本私立大学連盟　平成23年度教学担当
理事者会議　全体会議
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単共
の別

年月 場所

国名

フィリピン

公開講座

2011.12 - 2012.11 日本学術振興会　科学研究費委員会　専門員

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2012.01.05-08 Ateneo de Manila大学とのMOU調印式およびESDプログラムの紹介

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

2011.04 - 2012.03 （財）ひょうご科学技術協会　研究助成審査会委員

講座名、講演タイトル 概要
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対象者

2-4年生複数

国際社会環境論の受講
者

全学の学生

ESD留学生

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 2011.07 日本理科教育学会理科
教育学研究第52巻第1
号

共 2011.09 EBOOK
PROCEEDINGS OF
THE ESERA 2011

単 2011.12 神戸女学院大学研究
所、　『神戸女学院大学
論集』第58巻第2号

単 2011.
06.26-06.29

East-Asian Association
for Science
Education(EASE) 2011

単 2011.
06.29-07.02

The 42nd Annual
ASERA Conference of
the Australasian Science
Education Research
Association

単 2011.
08.20-08.21

日本科学教育学会第35
回年会

単 2011.
08.23-08.25

日本理科教育学会第61
回全国大会

単 2011.10.25 『科学教育研究レ
ター』，No.204

その他の著作、訳書等

日本科学教育学会科学教育研究レター:国
際交流委員会だより「海外の学会参加報告
（1）」

pp.14-15

A Case Study of Public Science
Communication in the Japanese Museum
Symposium

SDとして大学生の意識する問題状況とは何
か

その他の研究発表、演奏

植物園活用による理科学習プログラム開発
と実践を通したベテラン小学校教師の力量
に関する事例研究

共著/三宅 志穂 , 山田 智尋 , 野上 智
行，PP.143-157

A case study of an ESD programme for
college students in Japan: pilot practice and
evaluation

共著/Shiho Miyake, Makiko Takenaka,
Tomoyuki Nogami，pp.38-44

自然系博物館を拠点として市民が展開する
サイエンス‐事例研究から

女子大学生の想像（イメージ）する持続可能
性としての問題状況

pp.35-41

学会発表

How Do Japanese Students Perceive
Sustainable Development? A Case Study on
the Image of Sustainable Development
among Young People

学術論文

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

キャリア教育サポート 2011.04-2012.03 キャリア関連授業の調整，成績とりまとめ，
学生へのキャリアに関する相談に対応した

研究活動

ESD留学生への授業担当 2011.06 「日本の環境とその保全2」において2回授
業を担当した

学生へのケア 2011.04-2012.03 学生主事（上級生）として学生複製の相談
対応を行った

学生の主体性を促す授業方法の開発と評
価

2011.04-2012.03 持続可能性をテーマとした学生意識の抽
出と評価方法の開発（教育方法の開発）

担当授業科目（大学）

環境社会学, 国際社会環境論, 入門ゼミ, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

担当授業科目（大学院）

環境社会学特論, 日本の環境とその保全Ⅱ

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　　　　　三宅　志穂　MIYAKE　Shiho / 環境・バイオサイエンス学科 / 准教授

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

教育活動
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単共
の別

支給額 支給年度

代 90万円 2011年度

共 65万円 2011年度

共 40万円 2011年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.08.02 神戸女学院大学

国名

ノルウェー

イギリス

インドネシ
ア

2011.12.10-12.15 University of Londonにおける研究調査（現地調査）

2012.03.18-03.21 QITEP理科教員養成プログラムの評価と科学教育に関する講話（文部科学省派遣による現地業務）

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

2011.11.23-12.02 Nesna University Collegeにおける研究調査（現地調査）

就任期間 機関名・委員名・役職名

2012.01 - 2012.12 Easet-Asian Science Education Association　レター編集員（日本からの選出）

その他社会活動上特記すべき事項

2006.04 - 現在.　兵庫県立人と自然の博物館における市民学習グループとの活動

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

神戸女学院大学サイエンス体験模擬授業 内容/高校生向け講座。主催/環境・バイ
オサイエンス学科

学外機関委員等

2011.04 - 2012.03 日本理科教育学会編集委員会事務局

2011.07 - 2012.06 日本科学教育学会評議員

2011.07 - 2012.06 日本科学教育学会国際交流委員会委員

2011.04 - 2012.03 日本理科教育学会教育課程委員会委員

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

持続可能な社会のための科学教育を具現化する
教師教育プログラムの開発

日本学術振興会研究費補助金基盤研究（A）

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

大学生を対象とするSD実践力としての科学リテラ
シー育成プログラム開発と評価

日本学術振興会学術研究助成基金助成金若手
研究（B）

自然科学分野における才能教育の動向と可能性
についての調査研究

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
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対象者

高校生及びその保護者

中学生及び引率教員

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

共 2011.06 神戸女学院大学研究所、
『神戸女学院大学論集』
第58巻第1号

共 2011.11 Aquatic Toxicology, 105

共 2011.
09.03-04

第17回日本環境毒性学
会・バイオアッセイ研究会
合同研究発表会

共 2012.01.29 What is medaka? (from
the biological point of
view) A mini-symposium

共 2012.03.15 第46回日本水環境学会
年会

共 2011.07.23 西宮市環境学習サポート
センター

単 2011.05.23

単共
の別

支給額 支給年度

単 53万円 2011年度

特願2011-133895「血管新生制御剤および
その利用」

2011.06.16 本発明は血管新生の制御機構に関わる新規遺伝子を利用する血管
新生促進剤等を提供することを目的としている。

社会活動

学会役員

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

メダカ卵母細胞を用いた環境中医薬品のin vitroス
クリーニング法の開発

神戸女学院大学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

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

環境・バイオサイエンス第3回アドバンストプ
ログラム

「遺伝子の動きから発がん性物質を予測
する―トキシコゲノミクス―」

研究助成金の受給状況

西宮市平成23年度メダカの学校 主催/西宮市。ポスター発表「神戸女学院
での野生メダカの保護・育成に関する基
礎研究」

「メダカのin vitro排卵アッセイを利用したジ
クロフェナクの排卵阻害活性評価」

共同発表/江口さやか、藤森千加、荻原
克益、高橋孝行。

「In vitroメダカ排卵アッセイによるPPCPsの
排卵阻害活性評価」

共同発表/江口さやか、藤森千加、荻原
克益、高橋孝行。

Reproductive behavior of wild Japanese
medaka in an outdoor pond

共同発表/Makito Kobayashi, Sayaka
Eguchi, Yoshikazu Yamamaoto

学術論文

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

演奏会・発表会

「メダカの繁殖条件に関する基礎的検討：
産卵行動における性比及び水温の役割」

共著/江口さやか。Pp.123-131。

"Development of an in vitro binding assay
for ecdysone receptor of mysid shrimp
(Americamysis bahia )"

共著/Sayaka Eguchi, Makoto Nakai, pp.
708-716.

研究活動

宝塚中学校科学部生徒への講義 2011.09.15 生徒の毛髪中の水銀濃度を測定させるこ
とにり、食物連鎖を介した化学物質の生物
濃縮を理解させた。

人間科学合同演習Ⅰ, 人間科学合同演習Ⅱ

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）

入門ゼミ, 環境科学基礎実習(講義を含む), 生態毒性学, 環境科学概論, 演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 卒業研究

オープンキャンパス　模擬講義 2011.07.30 身近な化学製品のシャンプーを例に、化
学物質の毒性を調べる方法を紹介し、化
学物質とのつきあい方について考える。

氏名／所属／職名             横田　弘文　YOKOTA　Hirofumi / 環境・バイオサイエンス学科 / 准教授

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（大学院）
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単共
の別

年月 場所

国名期間 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

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

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

2011.06 - 西宮市環境審議会委員
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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 2012.03.13 慶応義塾大学湘南藤沢
キャンパス

単共
の別

支給額 支給年度

単 30万円 2011～
2012年度

共 100万円 2011～
2012年度

単共
の別

年月 場所

国名

氏名／所属／職名             武中　桂　TAKENAKA　Katsura / 環境・バイオサイエンス学科 / 助教

専門分野

環境社会学

研究課題

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）

担当授業科目（大学院）

研究活動

学術論文

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

演奏会・発表会

研究タイトル 助成金タイトル、支給元

フィールドワーク, アジアの環境とその保全Ⅰ, アジアの環境とその保全Ⅱ, 日本の環境とその保全Ⅰ, 日本の環境とその保全Ⅱ

地域からESDを推進する女性環境リーダー 第1回環境人材育成研究交流大会

その他の研究発表、演奏

その他の著作、訳書等

自然環境をめぐる生活実践とアダプティブマネージ
メントに関する環境社会学的研究

神戸女学院大学研究所研究助成金

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

ESDを推進するためのアジアと連携した教育に関
する研究

神戸女学院大学研究所研究助成金

研究助成金の受給状況

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名

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 2011.05.21 第22回兵庫県体育ス
ポーツ科学会

共 2011.05.15 神戸市

共 2011.11.20 神戸市

共 2011.11.22 神戸市しあわせの村

単 2011.12.13 神戸女学院

単 2012.03.21 神戸女学院

単共
の別

支給額 支給年度

単共
の別

年月 場所

単 2011.05.14 神戸女学院講堂

2010.08 - 現在 全国ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝエクササイズﾈｯﾄﾜｰｸ協議会常任j理事

2009.04 - 現在 兵庫県生涯スポーツ連合　副会長

2007.04 - 現在 HAT－ROBICS JAPAN　会長

2007.04 - 現在 兵庫県ﾄﾗﾝﾎﾟ･ﾛﾋﾞｲｸｽ協会　会長

神戸女学院大学春季公開講座「食のよろこ
び」

「食とからだ」

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2009.04 - 現在 兵庫県体育協会評議員

就任期間 学会役員名

公開講座

講座名、講演タイトル 概要

社会活動

学会役員

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

演奏会・発表会

兵庫県生涯スポーツ連合 主催/兵庫県　交歓の夕べで表演　作品1
つ発表

女性学「理論編」授業

著書・CD

その他の著作、訳書等

研究助成金の受給状況

「インクルージョン体育の授業展開に関する
研究」

学会発表

共同発表/金山千広、山崎昌廣。

その他の研究発表、演奏

学報原稿163 私の研究

女性学ニュースレター

その他教育活動上特記すべき事項 年月 概要

研究活動

氏名／所属／職名             井上　紀子　INOUE　Noriko / 体育研究室 / 教授

専門分野

体育学

研究課題

トランポ・ロビックスの運動効果及び普及活動

教育活動

担当授業科目（大学）

女性学(理論編), 健康スポーツ科学, 生涯スポーツコース(トランポ・ロビクス)

担当授業科目（大学院）

神戸マラソン 主催/兵庫県　表演活動　作品3つ発表

神戸まつり 主催/神戸市　神戸まつり、わくわく広場に
てパフォーマンス

学術論文

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
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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

2011.08.26-28　兵庫県主催、東北被災地ボランティア活動にて南三陸町へスポーツ指導及レクリエーション指導に参加

2012.02.14-16　沖縄県石垣市、教育委員会主催ミニトランポリンの指導

2012.02.17-18　鹿児島県沖永良部島、教育委員会主催ミニトランポリンの指導（幼稚園3園、社会体育指導者及び一般参加者へ実指
導及び講演

2011.07.31-08.01　鳥取県若桜町教育委員会主催　ミニトランポリン指導及び指導者養成
2011.11.03　鳥取県境港市立体育館にてコオーディネーショントレーニングとしてのミニトランポリンでの指導法を初公開

2011.12.06　兵庫県高等学校体育科教員研修会にてミニトランポリン実技指導及び講演　2012.02.14　宝塚市仁川小学校にて講演
2012.03.30　スタジオＦＩＴ：ｓにて講演　2011.10.29　八尾市立体育館研修室にて講演
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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 2012.03 2011研究紀要第35集　日
本障害者体育・スポーツ
研究会

共 2012.03 Jpn. J. Phys. Fitness
Sports Med.,61:

共 2011.05.21 兵庫体育・スポーツ科学
学会第22回大会、播磨町
健康いきいきセンター

共 2011.09.18 日本障害者体育スポーツ
研究会　第35回研究発表
会、横浜ラポール

共 2011.09.27 日本体育学会第62回大
会、鹿屋体育大学

共 2011.11.05 The 5th  Asia-Pacific
Conference Exercise and
Sports
Science(APCESS2011)上
海体育大学

2011.12.04 第32回医療体育研究会/
第15回日本アダプテッド
体育・スポーツ学会第13
回合同大会、茨城県立大
学

単 2011.10 神戸女学院大学女性学
インスティチュート
Newsletter No.51

'

単共
の別

支給額 支給年度

共 30万円 2011～
2012年度

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])

氏名／所属／職名             金山　千広　KANAYAMA　Chihiro / 体育研究室 / 教授

専門分野

スポーツ経営学　アダプテッド・スポーツ科学

研究課題

学校におけるインクルーシブ体育の展開　アダプテッド・スポーツのサービス評価　ボランティア養成

教育活動

研究活動

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

学術論文

「障害者優先スポーツ施設のサービス評価
について：マネジメントタイプに見た利用満
足への影響要因」

共著/金山千広　三上真二　高田友。
pp.17-18.。

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

座長

"Health-related quality of life in active
persons with spinal cord injury."

共著/Miki, Y., C. Kanayama, S.
Nakashima and M. Yamasaki

"Study on Service  Quality and User
Satisfaction in Sports Facilities for Disabled
Persons  in Japan: Features of Two
Facilities for Different Types of Users"

共同発表/ C. Kanayama, R. Takeuchi, Y.
Miki, and M. Yamasaki

学会発表

「インクルージョン体育の授業展開に関する
研究 ：児童と教師の状況からみた影響要因
の検討」

その他の著作、訳書等

その他の研究発表、演奏

共同発表/金山千広、井上紀子、山崎昌
廣

「障害者優先スポーツ施設のサービス評価
について: マネジメントタイプに見た利用満
足への影響要因」

共同発表/金山千広、三上真二　高田友

「中学校における障害のある生徒の体育授
業の展開傾向について：運動種目の実施状
況からみた分類」

共同発表/金山千広、三木由美子　山崎
昌廣

その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要

障害者優先スポーツ施設におけるサービス品質の
評価測定

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

巻頭言：谷祝子先生（神戸女学院大学名誉
教授）特別講演会によせて

社会活動

学会役員

就任期間 学会役員名
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単共
の別

年月 場所

共 2011.
12.10-11

神戸市こうべ市民福祉ス
ポーツセンター

単 2012.01.21 兵庫県立リハビリテーショ
ンセンター

単 2012.01.22 神戸市こうべ市民福祉ス
ポーツセンター

国名

2011.04 - 現在

2011.04 - 現在　神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター　地域支援事業　神戸女学院に他大学を含めた学生によるボ
ランティア活動コーディネーター

その他社会活動上特記すべき事項

兵庫県障害者スポーツ指導者協議会　理事2006.04 - 現在

2011.04 - 現在

日本障害者スポーツ指導者協議会研修部委員

公開講座

平成23年度兵庫県障害者スポーツ指導者
養成講習会

「ボランティア論」講師/兵庫県障害者ス
ポーツ協会

平成23年度神戸市障害者スポーツ指導員
初級養成講習会

「ボランティア論」講師/神戸市社会福祉協
議会

講座名、講演タイトル 概要

平成23年度　日本障害者スポーツ指導者協
議会　ステップアップ研修　コーディネー
タ

発達障害児の運動指導　/日本障害者ス
ポーツ協会

2010.10 - 現在 ICHPER・SD　Asia Journal of Reserch　（Editor）

学外機関委員等

就任期間 機関名・委員名・役職名

2008.04 - 現在

2000.04 - 現在

JASAPE(日本アダプテッド体育・スポーツ学会）　理事

2006.04 - 現在

期間 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

芦屋市スポーツ振興審議会委員（教育長委嘱）

（公益財団法人）日本障害者スポーツ協会　技術委員会　委員

2011.04 - 現在 兵庫体育・スポーツ科学学会　広報委員

日本体育学会　（アダプテッド・スポーツ科学分科会　監事）
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	2011年度教員業績WEB
	表紙
	前書き
	目次
	凡例
	英文学科
	溝口 薫  MIZOGUCHI Kaoru / 教授
	立石 浩一 TATEISHI Koichi / 教授
	Yolanda TSUDA / 教授
	鵜野 ひろ子 UNO Hiroko / 教授
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	小松 秀雄 KOMATSU Hideo / 教授
	藏中 さやか KURANAKA Sayaka / 教授
	真栄平 房昭 MAEHIRA Fusaaki / 教授
	松田 央 MATSUDA Hiroshi / 教授
	三杉 圭子 MISUGI Keiko / 教授
	孟 真理 MO Mari / 教授
	難波江 和英 NABAE Kazuhide / 教授
	高橋 雅人 TAKAHASHI Masahito / 教授
	横田 恵子 YOKOTA Keiko / 教授
	金田 知子 KANATA Tomoko / 准教授
	宮田 道昭 MIYATA Michiaki / 准教授
	中野 敬一 NAKANO Keiichi / 准教授
	建石 始 TATEISHI Hajime / 准教授 
	渡部 充 WATANABE Mitsuru / 准教授
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	大橋 完太郎 OHASHI Kantaro / 専任講師

	音楽学科
	石黒 晶 ISHIGURO Sayaka / 教授
	中村 健 NAKAMURA Ken / 教授
	西 明美 NISHI Akemi / 教授
	斉藤 言子 SAITO Kotoko / 教授
	佐々 由佳里 SASSA Yukari / 教授
	澤内 崇 SAWAUCHI Takashi / 教授
	島﨑 徹 SHIMAZAKI Toru / 教授
	田中 修二 TANAKA Shuji / 教授
	津上 智実 TSUGAMI Motomi / 教授
	山上 明美 YAMAGAMI Akemi / 教授
	辻井 淳 TSUJII Jun / 准教授
	岡田 将 OKADA Masaru / 専任講師

	心理・行動科学科
	出口 弘 DEGUCHI Hiroshi / 教授
	石谷 真一 ISHITANI Shinichi / 教授
	小林 哲郎 KOBAYASHI Tetsuro / 教授
	國吉 知子 KUNIYOSHI Tomoko / 教授
	水田 一郎 MIZUTA Ichiro / 教授
	小林 知博 KOBAYASHI Chihiro / 准教授
	三浦 欽也 MIURA Kinya / 准教授
	水本 誠一 MIZUMOTO Seiichi / 准教授
	須藤 春佳 SUDO Haruka / 専任講師

	環境・バイオサイエンス学科
	遠藤 知二 ENDO Tomoji / 教授
	張野 宏也 HARINO Hiroya / 教授
	中川 徹夫 NAKAGAWA Tetsuro / 教授
	西田 昌司 NISHIDA Masashi / 教授
	野㟢 玲児 NOZAKI Reiji / 教授
	塩見 尚史 SHIOMI Naofumi / 教授
	高岡 素子 TAKAOKA Motoko / 教授
	寺嶋 正明 TERASHIMA Masaaki / 教授
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