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1 年間の活動記録（2016 年 1 月～ 12 月）

岩本　茂樹

著書（単著）
・『自分を知るための社会学入門』（中央公論
新社）が韓国語に翻訳されて，韓国の
Junghan Bookstoreから出版　2016年7月

論文（査読なし）
・書評：内田良『教育という病―子供と先生
を苦しめる「教育リスク」―』 『ソシオロジ』
第61巻2号　社会学研究会2016年10月：
122–125

岡崎　宏樹

著書（共著）
・「文学からの社会学―作田啓一の理論と
方法」 亀山佳明編『記憶とリアルのゆくえ
―文学社会学の試み』　新曜社　2016年3
月：338–344
・「規律訓練と主体化（M．フーコー）」 西村大
志・松浦雄介編『映画は社会学する』　法律
文化社　2016年7月：161–172
・「〈リアル〉の社会学―作田啓一の生成の
思想」　奥村隆編『作田啓一 vs. 見田宗介』　
弘文堂　2016年11月：258–310

論文（査読なし・共著）
・岡崎宏樹・清原桂子・日髙謙一「地域連携
型アクティブラーニングの研究―《神河
プロジェクト2015》を事例として」　『現代
社会研究』第2号　神戸学院大学現代社会学
会　2016年3月：98–127

学会大会発表
・「現代社会の変容と超近代へのまなざし 

―作田啓一の犯罪論と憐憫論」　日本社
会学理論学会大会 特別セッション「作田啓
一の社会学」　2016年9月4日（神戸学院大学）

諸活動の記録
・シンポジウム「地域×若者× ICT―神戸
学院大学《神河プロジェクト2016》の挑戦」
を開催（ポートアイランドキャンパス） 
2016年7月
・〈神河プロジェクト2016〉にて，ミュージ
シャン，学生らとともに音楽・動画作品を
制作「COME COME カーミン」など5作品を
YouTubeに公開　2016年8月

その他
・「音楽は関係性の中で響く」（ソシオロジッ
クフォーカス12　社会学の視点で世相を深
読み）『ウォロ』（2016年2・3月号：No.505） 
社会福祉法人 大阪ボランティア協会
・寄稿記事「作田啓一先生を悼む」京都新聞
（2016年4月8日）
・栗須田銀河のCDアルバム『銀河の浪漫』を
プロデュース（2016年11月）

金子　　勇

著書（単著）
・『日本の子育て共同参画社会』 ミネルヴァ
書房　2016年2月

論文（査読なし）
・「都市の公共性と社会的共通資本」『現代社
会研究』第2号　神戸学院大学現代社会学会　
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2016年3月：13–29
・「郵便局の地域貢献と社会福祉機能」『地域
とともに歩む郵便局をめざして』　JP総研　
2016年8月：81–91

学会大会発表
・「地方創生とコミュニティのDLR理論」第89
回日本社会学会大会　九州大学伊都キャン
パス　2016年10月8日

講演会
・宝塚講演会　2016年2月
・北海道中小企業学会記念講演会　2016年8月

諸活動の記録
・札幌子ども子育て会議　2016年1月，9月
・兵庫県男女共同参画委員会　2016年7月

その他
・「高田保馬の業績について」　佐賀県立佐賀
西高等学校創立140周年記念DVD

神原　文子

著書（単著）
・『よくわかる現代家族』（編著）　ミネルヴァ
書房　2016年4月：1–196

論文（査読有）
・「子づれシングルの生きづらさ―奈良市ひ
とり親家庭等実態調査より―」『新社会学研
究』第1号　新曜社　2016年11月：137–158

論文（査読なし）
・「被差別部落の子づれシングル女性の生活
困難さ」『現代社会研究』第2号　神戸学院
大学現代社会学会　2016年3月：30–45
・「ひとり親家族の『自立』と社会的支援」『市
政研究』191号　大阪市政調査会　2016年
4月：30–39

学会大会発表
・「ひとり親家族の自立と社会的支援」第14回
福祉社会学会大会・奈良女子大学　2016年
6月18–19日
・「子づれシングル女性の生きづらさから自
立条件を探る」第26回日本家族社会学会大
会・早稲田大学　2016年9月10–11日
・「日本における女性の貧困」第32回日本社会
病理学会大会・福岡県立大学　2016年9月
24–25日
・「子づれシングル女性の生きづらさから自
立条件を探る」韓国社会福祉学会大会・延
世大学　2016年10月21–22日

講演会
・「ひとり親家族が生き生きと暮らせるため
に」鳥取県（倉吉市）　人権・同和問題講演
会　2016年2月28日
・「マイノリティ女性と差別」和歌山市男女共
生出前講座（杭ノ瀬文化会館）　2016年3月
6日
・「パートナーとの素敵な関係―自立しなが
ら支え合う」奈良県女性センター　2016年
3月19日
・「子どもたちの人権意識を育むために―お
となの役割はなにか―」姫路市人権学習地
域講座　2016年6月5日
・「女性の貧困，子どもの貧困」大阪府男女共
同参画センター　2016年7月7日
・「ひとり親家族の人権課題」大阪府人権協会　
2016年7月14日
・「女性と子どもの貧困―ひとり親家族の自
立支援策」兵庫県男女共同参画センター・
イーブン　2016年7月21日
・「子どもの人権を尊重するとは―貧困，差別，
暴力，排除から―」第43回人権尊重社会を
実現する鳥取市民集会　2016年7月27日
・「子づれシングル女性の生きづらさから自
立の方途を考える」滋賀県母子福祉のぞみ
会　2016年10月1日
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・「女性とひとり親家族の貧困と支援」神戸市
男女共同参画センター・あすてっぷKOBE　
2016年10月29日

諸活動の記録
・奈良県子どもの貧困対策会議　2016年8月，
9月，11月
・枚方市男女共同参画推進審議会　2016年1
月，5月，7月，11月
・豊岡市男女共同参画推進懇話会　2016年1
月，5月，8月，11月
・滋賀県子ども若者審議会　2016年8月
・奈良県平群町子どもの未来応援地域対策協
議会　2016年9月，12月

その他
・関西社会学会常任理事
・NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・
関西理事長

清原　桂子

著書（共著）
・「防災・減災，復興への女性たちの力」　
『BIOCITY』第67号　株式会社ブックエンド　
2016年7月：22–28

論文（査読なし）
・「地域連携型アクティブラーニングの研究
（1）―《神河プロジェクト2015》を事例と
して」（岡崎宏樹氏・日髙謙一氏と共同執
筆）　『現代社会研究』第2号　神戸学院大学
現代社会学会　2016年3月：98–127

講演会
・「防災・復興における男女共同参画」 太子
町，2016年2月（太子町文化会館あすか 

ホール）
・「その時にあわてないために」鳥取市，2016
年2月（鳥取市人権交流プラザ大ホール）

・「ふだんからやっていないことは，いざとい
うときもできない」赤穂市，2016年2月（赤
穂市文化会館ハーモニーホール）
・「男女共同参画視点で考える大規模災害と
避難所運営」東京都武蔵野市，2016年3月
（武蔵野市役所大会議室）
・「恒久住宅への移行支援～阪神・淡路大震災
の経験から～」復興庁，2016年5月（岩手復
興局会議室，盛岡市）
・「恒久住宅への移行支援～阪神・淡路大震災
の経験から～」復興庁，2016年5月（漁信基
ビル会議室，仙台市）
・「今，なぜ女性活躍の推進が必要なのか」日
本政策金融公庫，2016年8月（日本政策金
融公庫神戸支店）
・「女性の活躍と，ワーク・ライフ・バランス
の推進」財務省神戸税関，2016年8月（神戸
税関研修所神戸支所）
・「防災・減災のための社会づくり」鳥取市東
中学校区心豊かな子どもを育てる会，2016
年9月（鳥取市立東中学校）
・「防災・減災のまちづくりと男女共同参画」
常葉大学，2016年11月（常葉大学静岡キャ
ンパス）
・「被災者の生活復興へ向けて」第15回日本 

栄養改善学会近畿支部学術総会，2016年12
月（神戸学院大学ポートアイランドキャン
パス）

委員会委員等
・兵庫県参与
・公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究
機構参与
・「ひょうご女性未来会議」代表（事務局：兵
庫県立男女共同参画センター）　2016年4
月，11月
・兵庫県「ひょうご女性の活躍推進会議」委員　
2016年7月，12月
・兵庫県・公益財団法人ひょうご震災記念21
世紀研究機構「災害に備えた民生委員児童
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委員活動に関する調査研究委員会」委員　
2016年6月，12月

冊子・報告書等
・「つなぎ人（びと）たちが『活動人口』を増や
す」「ひょうごまちづくり棚卸し交流会」報
告書　多可町中村町地域包括ケア研究会　
2016年3月
・「女性たちの意思決定の場への参画とネッ
トワーク化～震災の経験と教訓～」 「あ・
な・た・らし～く」Vol. 7　NPO法人あなた
らしくをサポート　2016年10月
・「地域社会を担う女性たちの活躍を先導し
て」認定NPO法人コミュニティ・サポート
センター神戸『希望につながるコミュニ
ティ～ CS神戸の20年～』　神戸新聞総合出
版センター，2016年12月

中野　雅至

論文（査読なし）
・「地方公務員の長時間労働はどうやれば改
善できるか」『都市問題』第107巻7号　後
藤・安田記念東京都市研究所　2016年7月：
65–72
・「地方自治体に特有の縦割りは何か」『ガバ
ナンス』（182）　ぎょうせい　2016年6月：
26–28

講演会
・多数

中村　　恵

論文（査読なし）
・書評：小池和男著『「非正規労働」を考える
―戦後労働史の視角から』（名古屋大学出版
会 2016年），『キャリアデザイン研究』
VOL.12　2016年9月：271–275

諸活動の記録
・日本キャリアデザイン学会理事・会長（2016
年9月まで）
・兵庫県雇用開発協会評議員
・兵庫県独立行政法人高齢者障害者求職者雇
用支援機構運営協議会委員
・兵庫県雇用開発協会「女性のためのキャリ
アフォーラム事業」コーディネータ
・神戸いきいき勤労財団評議員選定委員会委員

国，都道府県の審議会委員会
・兵庫県職業能力開発審議会委員（兵庫県） 
2016年2月，4月
・兵庫地域訓練協議会（兵庫労働局）
・民間活用によるキャリア・コンサルティン
グ等就職支援事業に係る企画書評価委員会　
2016年3月（兵庫労働局）
・「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード
作成支援推進事業」技術審査委員会委員　
2016年3月（兵庫労働局）
・豊岡市Uターン戦略策定アドバイザー 

（豊岡市）2016年

日髙　謙一

論文（査読なし）
・岡崎宏樹・清原桂子・日髙謙一「地域連携
型アクティブラーニングの研究―《神河
プロジェクト2015》を事例として」　『現代
社会研究』第2号　神戸学院大学現代社会学
会　2016年3月：98–127

前田　拓也

著書（単著）
・前田拓也・秋谷直矩・朴沙羅・木下衆編『最
強の社会調査入門―これから質的調査を
はじめる人のために』ナカニシヤ出版　
2016年7月
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論文（査読有）
・「他人の暮らしに上がりこむ―身体障害
者の自立生活と介助者の経験」『理論と動
態』（8）　2015年12月：39–54

その他
・「<書評> 深田耕一郎著『福祉と贈与―全
身性障害者・新田勲と介護者たち』」『障害
学研究』11　2016年9月：301–311 
・「『感動』するわたしたち―『24時間テレ
ビ』と『感動ポルノ』批判をめぐって」　『シ
ノ ド ス 』2016年 9月　http://synodos.jp/

info/17888
・「『感動ポルノ』で狭まる障害者の生き方（特
集 見せかけの「正論」について）」　『新潮
45』35(11)　2016年11月：70–73

松田　ヒロ子

著書（単著）
・“Whose Home? Cultural Pluralism and Pre-

servation of  Japanese Colonial Heritage in 

Taipei City”, Sites of  Modernity: Asian Cities  

in the Transitory Moments of  Trade, Colonia

l ism and National ism, edited by Wasana 

Wongsurawat, Springer: 85–102, 2016年7月
・「第四部第3章　台湾・南洋群島における移
植民経験」『沖縄県史　各論編8　女性史』 
沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編） 沖
縄県教育委員会　2016年3月

論文（査読有）
・「植民地台湾から米軍統治下沖縄への『帰
還』」，『文化人類学』80(4):549–568，2016年
3月

論文（査読なし）
・“Japanese “New Imperial History” in Compara-

tive Perspective: the Cases of  Okinawan and 

Taiwanese Migrations”　『パブリック・ヒス

トリー』13　2016年3月

諸活動の記録
・コメンテーターとして登壇 “Voices from the 

Liminal Zones: Intersectionality and Diaspora 

in a Geopoliticized Asia”, Association for Asian 

Studies in Asia 2016 Conference　2016年6月
25日

都村　聞人

著書（単著）
・「教育格差」（神原文子・杉井潤子・竹田美
知編著『よくわかる現代家族第2版』ミネル
ヴァ書房所収）2016年5月：140–141

学会大会発表
・「幼児期から入学期の家庭教育調査・縦断調
査」（田村徳子・真田美恵子・高岡純子・荒
牧美佐子・都村聞人・秋田喜代美・無藤隆）
日本発達心理学会第27回大会　2016年4月
（北海道大学）
・“The Effects of  the Parental Involvement in 

Early Education within the Home on their 

Child’s Academic Achievement”, Aramaki, 

Misako ; Tsumura,Mondo ; Muto, Takashi, The 

31st International Congress of  Psychology　
2016年7月 (Yokohama, Japan)

研究会報告
・「子どもを持つ世帯の生活費と教育費」

SSM2015テーマ別報告会（教育）　2016年8月
（東京大学）
・「子どもを持つ世帯の生活費と教育費（2）」

SSM2015テーマ別報告会（教育1）　2016年
12月（東京大学）

諸活動の記録
・日本教育社会学会第68回大会　テーマ部会
①「学力格差分析の課題」の提案，コーディ
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ネート，司会運営　2016年9月（名古屋大学）
・教員免許状更新講習「教育文化と防災教育」
担当講師（バックアップ）（岩本茂樹・安富　
信・都村聞人・中田敬司）　2016年8月（神
戸学院大学）

その他
・日本教育社会学会　研究委員会委員
・2015年社会階層と社会移動調査（SSM調査）
研究会メンバー
・日本版総合的社会調査 JGSS 研究センター
嘱託研究員
・ベネッセ教育総合研究所「幼児期から小学
1年生の家庭教育調査」メンバー

李　　洪章

著書（単著）
・『在日朝鮮人という民族経験―個人に立脚
した共同性の再考へ』　生活書院2016年3
月 :1–259

著書（共著）
・「在日朝鮮人＝日本人間「ダブル」の民族経
験：共約不可能性を見すえた共同性を目ざし
て」川島浩平・竹沢泰子編『人種神話を解体
する3　「血」の政治学を越えて』　2016年9月

論文（査読有）
・Toward a New Perspective on Zainichi Korean 

Identity: A Discursive Analysis on the Historicity 

of  Daburu (Doubles)’ “Seoul Journal of  Japanese 

Studies vol.2” 2016. 8: 57–80

学会大会発表
・「在日朝鮮人の渡韓経験に関する一考察」 
済州大学校在日済州人センター国際学術 

大会「在日コリアンと祖国」　2016年10月
（韓国語）

講演会
・書評シンポジウム「「帝国とマイノリティ」
の歴史経験を読み解く―李洪章（2016）『在
日朝鮮人という民族経験』を手がかりに―」
上智大学　2016年9月
・「若い世代の在日朝鮮人と「民族」」長田在日
大学　2016年12月

諸活動の記録
・αシノドスvol.196に「『研究者の言葉』から
『当事者の言葉』へ」を寄稿（2016年5月）

浅野　壽夫

講演会
・「Local Revitalization case of  One villege one 

product」　フィリピン　イフガオ州立大学
農学部学生30名　2016年2月
・「Rice terrces conservation and mutual aid 

sysytem」　フィリピン　イフガオ州立大学
農学部大学院生15名　2016年3月
・「国際協力を通じた地域の防災減災能力の
向上及び地域活性化」　BHNテレコム支援
協議会関西事務所70名　2016年11月

諸活動の記録
・フィリピンイフガオ農村社会における相互
扶助システムの調査（フィリピンイフガオ
州立大学　Vicente L. Kalaw農学部キャンパ
ス長との共同）　2016年11月

伊藤　亜都子

論文（査読なし）
・「神戸市におけるニュータウンの高齢化と地
域コミュニティの現状―須磨ニュータウン
を事例として―」（共同執筆）『地域政策研究』
第18巻　第2・3合併号2016年1月：71–86
・「子育て世代の社会移動の動向と住環境か
ら見る住み心地志向について―平成26年度　
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神戸市若年女性・人口移動実態調査より―」
（共同執筆）『地域政策研究』第18巻　第4
号　2016年3月：49–68

学会大会発表
・「子育て世代の社会移動および住環境ニー
ズに関する分析～平成26年度神戸市若年女
性・人口移動実態調査より～」（共同報告）
日本地域政策学会第15回全国研究大会　
2016年7月：関西大学

講演会
・「コミュニティと防災」神戸市シルバーカ
レッジ　2016年1月21日：しあわせの村
・「『命を守る』心や態度を育む授業」赤穂市立
尾崎小学校　2016年2月4日
・「地域コミュニティと防災」大阪市まちづく
り市民大学　いのちを守る防災コース　
2016年6月25日

諸活動の記録
・「災害からわかる地域の力とまちづくり」附
属高等学校高大連携授業2016年2月1日
・「神戸の未来をつくる学生100人ワーク
ショップ」審査員　2016年11月27日

その他
・「災害メモリアルアクションKOBE」委員　
人と防災未来センター
・「新修神戸市史『生活編』」執筆委員
・神戸2020ビジョン推進アドバイザー　神戸市
・神戸都市問題研究所　政策研究員　公益財
団法人神戸市都市問題研究所

中田　敬司

著書（共編著）
・『通信指令専科教育導入プロジェクト・事案
法令テキスト（第2版改訂版）』　2016年3
月：33–107

論文（査読なし）
・「災害時における通信衛星電話の活用につ
いて」『現代社会研究』　神戸学院大学現代
社会学会　2016年3月：128–137
・「広島豪雨災害におけ .災害医療支援ロジス
ティクスについて」“Japanese journal of  

disaster medicine”　日本集団災害医学会　
2016年7月：18–25

学会大会発表
・「岩手県立大槌病院仮設診療所建設の課題
から学ぶ効果的診療所建設について」 第21
回日本集団災害医学会　2016年2月（山形
ビッグウイング）
・「護衛艦いずもによる首都直下地震想定の
医療活動訓練について」第21回日本集団災
害医学会　2016年2月（山形ビッグウイング）
・「災害時における医療ロジスティクスにつ
いて」第21回日本集団災害医学会・パネル
ディスカッション　2016年2月（山形ビッ
グウイング））
・「原子力発電所事故対応と避難計画の検討
について」第21回日本集団災害医学会　
2016年2月（山形ビッグウイング）
・“「About the transition from an acute phase in 

the Kumamoto (ASO) earthquake medical care 

support to a sub-acute phase」13th Asia Pscific 

Conference on Disaster Medicine (APCDM) 

Emergency Department, Navamindradhiraj 

University Bangkok, Thailand 10300”
・“「About the hospital practice training of  the 

Self-Defense Force ship for capital earthquake 

directly above the focus assumption」13th Asia 

Pscific Conference on Disaster Medicine (APCDM) 

Emergency Department, Navamindradhiraj 

University Bangkok, Thailand 10300”

講演会
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」大阪ガス・東京瓦斯 2016年1
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月，7月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」ほか　港湾労働災害防止協会　
2016年3月
・「行政機関における災害危機管理」　山口県
人づくり財団　2016年5月
・「行政機関における災害危機管理」　徳島市
役所　2016年6月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害 

の根本原因―」ほか　香川労働基準協会　
2016年7月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害 

の根本原因―」ほか　新潟県建設業労働災
害防止協会　2016年7月
・「行政機関における災害危機管理」　高知県
庁　2015年8月
・「地域における災害危機管理」　福山市防火
協会　2016年8月
・「災害時における情報収集と広報活動」　国
土交通省四国地方整備局　2016年10月
・「地域における災害危機管理」　福井県嶺北
防火協会　2016年11月

諸活動の記録
・「JICA中米防災研修」JICA関西　2016年1月
・「国際緊急援助医療チーム導入 /中級研修企
画運営」2016年2月，6月，7月，12月
・「厚生労働省日本DMAT隊員養成研修・統
括・インスト研修」2016年5月から17回
・「災害医療従事者研修」2016年3月，10月，
12月
・「DMAT広域医療搬送・技能維持・実働訓練
（広島県・中国ブロック含む）」　2016年7月，
8月，11月
・「第7回防災・社会貢献ディベート大会企
画・運営」2016年2月
・寝屋川市災害医療研修・自主防災研修　
2016年2月，9月
・熊本地震災害・日本DMATロジスティクス
チーム派遣　2016年4月

審議会・委員会
・日本集団災害医学会　理事会　2016年2月，
5月
・日本集団災害医学会評議員会・災害医療ロジ
スティクス検討委員会会議　2016年2月，5月
・JICA国際緊急援助隊感染症チーム作業部会
委員　委員会会議 2016年9月
・JICA国際緊急援助隊医療チーム総合調整部
会委員　アドバイザー　2016年3月，9月
・FMちゅーぴーラジオ番組出演 東日本大震
災復興支援番組「支えよう希望」　2016年
1–3月第4水曜日3回放送

中山　久憲

論文（査読なし）
・「東日本大震災から5年―2つの大震災に関
わることとなって」『区画整理士会報』179　
一般社団法人　日本土地区画整理士会 

2016年3月：7–14
・「2段階都市計画」政策の実施過程とその評
価～危機管理思想の脆弱な災害関連法制下
において～」『現代社会研究』第2号　神戸
学院大学現代社会学会　2016年3月：46–60

学会大会発表
・「広域災害と温泉観光地の復興―阪神・淡路
大震災・東日本大震災・熊本地震の被災と
復興」　第21回温泉学会　2016年9月3日
（神戸市北区　有馬ビューホテル）

講演会
・「防災・減災のまちづくり」　福岡市都市住
宅局まちづくり推進部　2016年2月4日
・「阪神・淡路大震災の行政の役割と2段階都
市計画」「住民主体型の復興まちづくりの難
しさ」　東京大学まちづくり大学院　2016
年5月19日
・「阪神・淡路大震災から熊本地震までの震災
被災地から見た復興への道」「第10回神戸
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市民夏季防災大学」　神戸学院大学　2016
年10月22日
・「防災・減災に留意した持続可能なまちづく
り」 岡山県都市計画協会　2016年10月26日

その他
・（国土交通省）東日本大震災による津波被害
からの復興まちづくり検証委員会　2016年
2月23日
・加東市都市計画審議会　2016年1月，3月

前林　清和

著書（単著）
・『社会防災の基礎を学ぶ―自助・共助・公 

助―』昭和堂　2016年4月

著書（共著）
・前林清和・木村佐枝子他『教師を目指す人
のためのカウンセリング・マインド』　昭和
堂　2016年4月

論文（査読有）
・前林清和，タイ・キムホーン「カンボジア
における製造業の現状と課題」『NGO活動
研究』14–1　2016年

論文（査読なし）
・「災害と日本人の精神性」『現代社会研究』
第2号，神戸学院大学現代社会学会，2016
年3月：61–75

学会大会発表
・基調講演「日本の伝統的身体運動文化にお
ける心と身体」運動と節慶文化国際学術検
討会　台湾　2016年
・「カンボジアにおける少年少女サッカー支
援活動の現状と課題―サッカー大会の実際
を通して―」社会貢献学会第7回大会　2016
年12月

主な講演会
・JICA研修中米防災対策コース「大規模災害
時における心のケアについて」JICA関西　
2016年2月
・大阪市生涯学習センター講習会「大規模災
害時における避難所運営」大阪衣生涯学習
センター 2016年7月

・播磨東地区防災教育研修会「災害から児童・生
徒を守るためにいますぐやるべきこと―災害
対応マニュアルや防災（避難）訓練の見直しに
ついて―」兵庫県教育委員会　2016年8月
・姫路市南大津公民館研修「災害時に役立つ
防災グッズと非常食」南大津公民館　2016
年8月
・大阪市生涯学習センター推進員研修会「私
たちの地域は私たちで守ろう―防災から考
える関係づくり―」大阪衣生涯学習セン
ター 2016年9月
・神戸ジャズフェスティバル「南海トラフ巨
大地震から命を守る」TOA　2016年9月
・兵庫県消防学校中級幹部科講義「リーダー
シップを考える」兵庫県消防学校　2016年
11月
・守口市生涯学習センター講演会「気たるべ
き災害に備えて」守口市　2016年12月
・神戸新聞マーケティングフォーラム「1月17
日を前に―防災意識と対策・実践―」神戸
新聞社　2016年12月
・西脇高校防災教育講演会「災害はいつも
やってくる」西脇高校　2016年12月

主な諸活動の記録
・日本政府スポーツ・フォー・トゥモロー認
定「ジュニアユースサッカー　フェスタ
2016　イン　カンボジア」開催
・国際協力機構（JICA)国際緊急援助隊　隊員　
ミッションマネジメント班，講師
・特定非営利活動法人NGO活動教育研究セ
ンター　理事長（カンボジア基礎教育支援）
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安富　　信

学会大会発表
・日本災害情報学会理事会発表　2016年10月
23日
・社会貢献学会理事会発表　2016年12月10日

講演会
・神戸市シルバーカレッジ減災講演会　2016
年1月21日
・滋賀県大津市立瀬戸南小学校防災講演会　
2016年7月25日
・滋賀県大津市立木戸小学校防災講演会　
2016年7月27日

諸活動の記録
・熊本地震ボランティア事前調査　2016年4
月23，24日
・熊本地震学生ボランティア引率　2016年5
月21，22日
・人と防災未来センター公務員災害対応研修　
2016年6月9日，10月13日
・人と防災未来センター公務員災害対応図上
訓練　2016年12月13，14日
・三田市立すずかけ台小学校防災キャンプ参
加　2016年7月30，31日
・カンボジアプノンペン市防災意識調査　
2016年8月21日–28日
・ラジオ関西「時間です！林編集長」コメン
テーターとして20数回出演

中山　　学

論文（査読なし）
・「地下空間内の安全確保に役立つ人材育成
のための調査事例（3）」『平成28年度土木学
会全国大会 第71回年次学術講演会』　CS4-
011　2016年9月7日–9日

学会大会発表
・「地下空間内の安全確保に役立つ人材育成
のための調査事例（3）」平成28年度土木学
会　全国大会 第71回年次学術講演会　
2016年9月8日（東北大学）

講演会
・「大地震災害対応セミナー　熊本地震の被
災地で何が起こったか」（公財）神戸都市問
題研究所　2016年8月14日
・「土木学会耐震セミナー　実務者のための
耐震設計入門：実践編　ダメージフリー橋
梁を目指す震動台実験」土木学会　2016年
10月24日
・「高大連携　都市域の防災～地震対策と風
水害対策～」神戸学院大学　2016年11月28日

諸活動の記録
・「神戸開港150年事業　KOBEみなと大学」
海と港にある建造物～神戸の橋やタワーの
役割と仕組み～　神戸海洋博物館　2016年
8月11日
・「KOBE子ども大学プロジェクト　橋のひ
みつを学ぼう！」グランフロント大阪，ナ
レッジキャピタル　2016年8月13日
・「大学都市KOBE！発信「安全・安心―暮ら
しと健康」「津波発生装置」を展示　グラン
フロント大阪，ナレッジキャピタル　2016
年8月20日～ 9月18日，11月19日～ 12月
17日　期間内の土・日曜日に会場にて説明

その他
・（公財）土木学会　地震工学委員会　顧問
防災技術普及小委員会　委員
・（公財）土木学会　地下空間研究委員会　親
委員会　委員
防災小委員会　委員長
・（公財）土木学会　査読委員会　委員
・（一財）日本地震工学会　スペシャルアドバ
イザー
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・関西ライフライン研究会　監事
・関西地震観測研究協議会　幹事
・配水用ポリエチレンパイプシステム協会　
顧問

舩木　伸江

論文（査読なし）
・消防防災の科学（NO125，2016年夏号）「防
災マインドをどのように浸透させるか」

講演会
・平成27年度　滋賀県主催　災害から子ども
を守る研修会　（2016年1月18日　滋賀県
危機管理センター，2016年1月25日　長浜
勤労者総合福祉センター）
・平成26，27，28年度　京田辺市教育委員会
子ども・学校応援プロジェクト　教育実践
モデル校研究発表会講演「防災教育の在り
方について」2016年11月30日
・神戸市教育委員会　新たな神戸の防災教育
の推進事業　公開保育・研究発表会　講演
「幼稚園での避難訓練を考える」　2016年12
月12日

諸活動の記録
・京都府京田辺市立松井ケ丘小学校・大住中
学校　防災教育アドバイザー
・神奈川県座間市立座間小学校・入谷小学校　
防災教育アドバイザー

水本　有香

論文（査読有）
・「神戸大学関連震災資料の現状：20年を越
えて」『災害・復興と資料』7号　新潟大学
災害・復興科学研究所危機管理・災害復興
分野　2016年3月：30–38

論文（査読なし）
・「中国のコミュニティにおける滅災ボラン
ティア活動」『現代社会研究』第2号　神戸
学院大学現代社会学会　2016年3月：138–
146
・「フィリピン共和国イフガオ州における海
外研修の成果と課題」『大学ができる国際協
力の総合的研究　平成26 ～ 27年度　地域
文化研究センター共同研究会「大学ができ
る国際協力の総合的研究」報告書』　天理大
学地域文化研究センター　2016年3月：
68–79

その他
・International Recovery Platform (IRP) 国際復
興支援プラットフォーム事務局　アシスタ
ント・リサーチャー

江田　英里香

その他
・海外ルポ（第2回）『インドネシア―ゴトン・
ロヨンと家庭教育』，『家庭フォーラム」27
号（2016年）日本家庭教育学会『家庭フォー
ラム』編集委員会編


