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岩本　茂樹

【著書（単著）】
・『思考力を磨くための社会学―日常こそが
教科書』中央公論新社　2018年12月

【その他】
講演
・台湾：輔仁大学（11月19日），長栄大学（11
月20日），静宜大学・東海大学（11月21日）

岡崎　宏樹

【著書（共著）】
・『はじまりの社会学：問い続けるためのレッ
スン』（共著）奥村隆編　ミネルヴァ書房　
2018年5月

 担当 第2章「相互作用と自己――〈自分らし
く生きる〉とはどういうことか？」：19–35

【論文（査読なし）】
・「非合理性と流動性――社会学の境界で考
える」『日仏社会学会年報』29　2018年11
月：49–58

【諸活動の記録】
・神戸学院大学〈やぶらぶプロジェクト〉にお
いて，楽曲「おくりもの」（アヤヲ＆山田明
義作曲）のCDと楽譜の制作（2018年6月）　
2回生の学生らと音楽・動画作品を制作し，
「やぶじぇんぬ」など6作品をYouTubeと
ホームページに公開（http://www.yabulove.

net/：2018年8月）　3回生の学生らと「ふる
さとを想うコンサート inやぶ」を公立八鹿
病院（養父市）にて開催（2018年11月30日）　

3回生の学生らと養父市のグルメ紹介冊子
「yabuly」制作（2018年12月）　＊一連のプ
ロジェクトは兵庫県の平成30年度大学等の
連携による地域創生拠点支援事業補助金の
支援を受けて実施

金子　　勇

【著書（単著）】
・『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房，
2018年5月

【論文（査読なし）】
・「地方日本の創生―「まち，ひと，しごと」
の融合に向けて」北九州市立大学『地域創生
学』創刊号：1–22.
・「『子育て共同参画社会』で児童虐待死の防
止を」『月刊　En-Ichi』no.333　2018年7月：
4–10.
・「児童虐待死の防止をめざした『子育て共同
参画社会』づくり」平和政策研究所『政策オ
ピニオン』No.96　2018年9月：1–15．

【学会大会発表】
・「児童虐待の予防問題」西日本社会学会大会　
九州大学　5月19日
・「児童虐待問題の解決に向けて」北海道社会
学会大会　北海道教育大学旭川校　6月9日
・「高田保馬の人口方程式と人口減少社会研
究」日本社会学会大会　甲南大学　9月15日

【諸活動の記録】
・甲南大「児童虐待と少子社会」講演会・講師　
2月24日　14時–16時
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・北九州市立大「地域創生学」講演会・シンポ
ジューム　3月3日　13時–15時半
・札幌市「子ども子育て育成会議」議長　8月
29日　10時–12時
・神戸学院大学現代社会学部「地方創生」講演
会・講師　10月13日　14時–16時半
・全国知事会「第11回先進政策創造会議」専
門委員　11月28日　13時–17時

【その他】
・NHKラジオ深夜便「社会学者が読み解く吉田
メロディ」解説　8月1日　深夜0時20–50分

神原　文子

【論文（査読なし）】
・「小学校「道徳」にみる家族とジェンダー」
『部落解放』756，48–54．解放出版社

【その他】
・「全国家族調査2018の革新への期待を込め
て－家族社会学者からのコメント－」『家族
社会学研究』30-1，156–159．
・「『子づれシングルと子どもたち』研究からの
問題提起」『学校ソーシャルワーク研究』13，
109–112．日本学校ソーシャルワーク学会．
・『関西在住の子づれシングル女性たち―ひ
とり親家族の保護者と子どもたちの生活実態
と課題に関する調査より―』報告書，3–58．
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・
関西．

【学会大会発表】
・‘Formation of  Consciousness to Accept Corporal 

Punishment̶Based on a Questionnaire Survey 

on the Lives of  High School Students̶ 

’International Sociological Association 2018 in 

Toronto, CANADA, 2018年7月16日
・「小学校『道徳』にみる家族とジェンダー」

日本教育社会学会第70回大会　仏教大学　
2018年9月4日

【諸活動の記録】
・「ひとり親家庭の『子育ち』と自分育て」朝
日新聞厚生文化事業団・ひとり親家庭の子
育ちセミナー　3月18日
・「関西在住・子づれシングル女性たちのリア
ル」NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーら
む・関西主催　設立13周年記念シンポジウ
ム　6月10日
・「日本における女性の貧困－ひとり親家族
に焦点をあてて」大和郡山市・「男女共同参
画社会の実現に向けた講座」，6月25日．
・「男女共同参画の視点から考える女性の 

課題―子づれシングル女性たちの現状」 
（一財）大阪府男女共同参画推進財団，6月
27日
・「多様な生き方，多様な家族」大和郡山市・
「男女共同参画社会の実現に向けた講座」 
7月2日
・「ひとり親家族の人権課題―子づれシング
ル女性たちへのアンケート調査より」大阪
人権協会　8月21日
・「部落差別解消推進法―地域のひとり親家
庭の実態から見えてくるもの―」高槻市人
権まちづくり協会　10月12日
・「ひとり親家族の生き方から見えてくる人
権―子づれシングル女性へのアンケート調
査より」大阪府社会福祉協議会　10月15日
・「スクールソーシャルワーク実践＜子ども
の貧困＞―社会的排除から包摂へ―」（社）
兵庫県社会福祉士会　11月17日

【その他】
・関西社会学会常任理事
・日本家族社会学会理事
・枚方市男女共同参画推進審議会会長
・平群町地域福祉計画策定委員会会長
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・西宮市人権教育・啓発に関する基本計画策
定委員会会長

清原　桂子

【論文（査読なし）】
・「男女共同参画学習と活動の展開～男女共
同参画社会基本法施行20年を考える～」，
「社会教育」2019年1月号所収，（一財）日
本青年館，2018年12月

【講演等】
・「災害に備えた民生委員・児童委員活動モニ
ター調査から見える現状と課題～」（民生委
員児童委員制度100周年記念シンポジウ
ム），兵庫県民生委員児童委員連絡協議会・
兵庫県，2018年1月，ポートピアホール（神
戸市）
・「兵庫県政150周年記念　兵庫県男女共同参
画フォーラム～女性活躍の一層の推進に向
けて～」（コーディネーター），兵庫県，2018
年6月，兵庫県公館
・「神戸学院大学　男女共同参画フォーラ
ム～女性活躍とワーク・ライフ・バランス
は組織の成長戦略～」（コーディネーター），
神戸学院大学，2018年6月，神戸学院大学
D号館
・「民生委員児童委員の役割」，兵庫県洲本市・
洲本市民生委員児童委員連合会，2018年7
月，海月館（洲本市）
・「ひょうご地域おこしフォーラム in養父」
（コーディネーター），神戸学院大学・兵庫
県・養父市，2018年9月，養父市子育て・
移住サポートセンター（神戸学院大学やぶ
サテライト）
・「女性活躍とワーク・ライフ・バランス～現
状と課題～」，財務省神戸税関，2018年9月，
神戸税関研修所神戸支所

【諸活動の記録】
・文部科学省　中央教育審議会生涯学習分科
会専門委員
・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
・兵庫県「ひょうご女性の活躍推進会議」委員
・「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）

【報告書】
・「災害に備えた民生委員・児童委員活動への
期待」（鼎談），民生委員制度創設100周年
記念誌「未来に向けてはばたく民生委員・
児童委員活動」，兵庫県民生委員児童委員連
合会

中野　雅至

【著書（単著）】
・「没落するキャリア官僚―エリート性に関
する研究―」（明石書店）

【論文（査読なし）】
・「霞ヶ関キャリア官僚「悪人番付」」「文藝春
秋」（2018年12月）（共著）
・「官僚冬の時代」WEB論座，朝日新聞（2018
年12月）
・「日本の官僚はエリートなのか？」 
αSYDONOS. Vol252（2018年9月）
・「政官関係と公務員制度改革」「自治総研」
48（9）地方自治総合研究所（2018年9月）
・「この国にエリート官僚は必要か」（上中下）

WEB論座，朝日新聞（2018年7月）
・「公務員バッシングと威信の低下」「中央公
論」132（6）（2018年6月）
・「財務官僚はなぜ，文書を改ざんしたのか」
（上下）WEB論座，朝日新聞（2018年3月）
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・「自治体職員の働き方と矜持」「ガバナンス」
201，ぎょうせい（2018年1月）

【諸活動の記録】
・講演，テレビ，ラジオ，ネット番組出演など

中村　　恵

【学会大会発表】
・学会大会シンポジウム「人材育成とキャリア
形成を考える―OJTへの多様なアプローチ」

 報告者「OJTとキャリア形成～キャリアの
強調と国際比較という視点から～」，及び討
論者，日本キャリアデザイン学会第15回研
究大会（2018年9月16日）於：関西大学第
三学舎

【諸活動の記録】
講演
・「『働き方改革』と日本の雇用～国際比較の
視点から～」，神戸学院大学2018年度秋期
土曜公開講座，2018年11月17日
・「中小企業における人材育成の課題と対応

~日本の人づくりの『本質』を生かせ~」，明
石市産業振興財団経営セミナー，2018年12
月13日

・日本キャリアデザイン学会理事・関西支部長
・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・兵庫県「女子学生の
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
・兵庫地域訓練協議会（兵庫労働局） 座長

【その他】
・高齢者のスキルアップ事業技術審査委員，
2018年3月（兵庫労働局）
・介護分野における人材確保のための雇用管
理改善推進事業に係る技術審査委員会委
員，2018年4月（兵庫労働局）

都村　聞人

【著書（共著）】
・「教育費と教育意識」（稲垣恭子・岩井八郎・
佐藤卓己編『教職教養講座　第12巻　社会
と教育』協同出版所収）：133–153　2018年
11月

【翻訳書】
・『社会情動的スキル：学びに向かう力』
（OECD, 2015, Skills for Social Progress: The 

Power of  Social and Emotional Skills, OECD 

Publishing）無藤隆・秋田喜代美監訳　荒牧
美佐子・都村聞人・木村治生・高岡純子・
真田美恵子・持田聖子訳，明石書店（第4章
「スキル形成を促進する学習環境」の翻訳担
当）：103–132　2018年5月

【論文（査読なし）】
・「家計の学校外教育費支出構造の変化 

―SSM-2005・SSM-2015を用いて―」古田和
久編『2015年SSM調査報告書4　教育I』（2015
年SSM調査研究会）：57–76　2018年4月

【書評】
・「書評　神林博史著『1歩前からはじめる「統
計」の読み方・考え方』」社会調査協会『社
会と調査』No.21：114　2018年9月

【学会課題研究報告】
・「課題研究報告Ⅱ　格差・不平等研究の今後
――教育・家族・階層――」日本教育社会
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学会編『教育社会学研究』第102集：298–301　
2018年5月

【報告書】
・「神戸学院大学男女共同参画推進に関する
アンケート調査　集計」神戸学院大学男女
共同参画推進室『2017年度神戸学院大学男
女共同参画推進に関するアンケート調査　
報告書』：4–25　2018年2月

【学会大会発表】
・「家計の学校外教育費支出構造の変化」日 

本教育社会学会第70回大会　2018年9月（佛
教大学）

【学会大会司会】
・関西社会学会第69回大会　「教育」部会司会　
2018年6月（松山大学）

【研究会報告】
・「家計の学校外教育費支出構造の変化――

SSM2005・SSM2015を用いて」SSM調査全
体報告会　2018年2月（東京大学）

【諸活動の記録】
・教員免許状更新講習「社会学的視点から見た
学校教育と教育文化」担当講師（岩本茂樹・
都村聞人）　2018年7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
生の家庭教育調査」メンバー

日高　謙一

　特記なし

前田　拓也

【諸活動の記録】
・障害学会 理事
・特定非営利活動法人 社会理論・動態研究所
『理論と動態』編集委員
・特定非営利活動法人 あわじ寺子屋 理事

【その他】
・書評「時岡新『＜不自由な自由＞を暮らす
―ある全身性障害者の自立生活』」『福祉
社会学研究』15: 308–311.

松田ヒロ子

【著書】
・Matsuda, Hiroko, Liminality of  the Japanese 

Empire: Border Crossings from Okinawa to 

Colonial Taiwan (Honolulu: University of  Hawai’i 
Press)

【学会大会発表】
・松田ヒロ子「創設期自衛隊にとっての旧軍
と戦争経験」戦争社会学研究会大会（4月14
日，東京大学）
・松田ヒロ子「元自衛隊員のオーラルヒスト
リー：調査の意義と難しさ」日本オーラル・
ヒストリー学会　第16回大会（9月1日，東
京家政大学）
・松田ヒロ子「自衛隊の民生支援活動：1950–
1960年代を中心に」同時代史学会2018年次
大会（12月8日，関西学院大学）

【諸活動の記録】
・雑誌Millennium, The Journal of  International 

Studiesが主催する国際シンポジウム“The 
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Cold War in Asia Roundtable Session: The Cold 

War in Asia”に招待パネリストとして登壇
（7月24日，シンガポール国立大学）
・「日本の学校はいかにして「市民」を育て得
るか：シティズンシップ教育教材制作の現
場から見えるもの」シンポジウム「ブレク
ジット的世界の中での市民権を考える」で
招待パネリストとして登壇（10月22日，静
岡県立大学）
・「帝国日本のリミナリティ：植民地台湾と沖
縄系移民」2018年人文地理学会大会・研究
部会で招待講演（11月24日，奈良大学）
・「帝国のリミナリティと人びとの越境：沖
縄・台湾・日本を中心に」国際シンポジウ
ム「帝国（間）を巡る人流：多様な帝国的主
体の離散と集住」で招待講演（12月22日，
同志社大学）

李　　洪章

【論文（査読なし）】
・李洪章「在日朝鮮人女性が経験する「韓国」
――結婚移住をめぐる語りを通して」『現代
社会研究』第3号　神戸学院大学現代社会学
会　2018年3月

【研究会報告】
・「在日朝鮮人女性が経験する「韓国」」第18
回長田在日大学　共在の場を考える研究会　
2018年6月16日
・「韓国における口述史研究の動向」「東アジ
アのポストコロニアル経験を聞き取る―日
韓台オーラルヒストリーの比較研究」第2回
研究会　2018年10月27日

【講演】
・「在日朝鮮人女性が経験する「韓国」」長田在
日大学　2018年6月23日
・「在日朝鮮人にとっての日韓関係／統一問

題とは」東亜大学校学術交流行事　2018年
11月5日

伊藤亜都子

【論文（査読なし）】
・伊藤亜都子「阪神・淡路大震災の復興過程
における災害復興公営住宅のコミュニティ
形成と課題」東北社会学会2018『社会学年
報』No.47　p37－47

【諸活動の記録】
・日本地域社会学会　編集委員
・ラジオ関西放送番組審議会　委員
・「人口問題研究会」委員（公益財団法人神戸
都市問題研究所）
・「災害メモリアルアクションKOBE」委員
・神戸市史執筆委員

中田　敬司

【著書（共著）】
・映画に学ぶ危機管理（共著）斉藤富雄　編著　
・晃洋書房　2018 9月20日　映画「八甲田山」
から学ぶ危機管理P59 ～ 76

【学会大会発表】
・救急隊員（救急救命士）におけるトリアージ
の問題について（第23回日本災害医学会　
横浜　2018.2月 シンポジウム　主演者）
・災害医療ロジスティクス認定制度について
（第23回日本災害医学会　横浜　2018.2月　
ワークショップ　主演者）
・自衛隊艦船の構造の違いと艦船内通信環境
確保について（第23回日本災害医学会　横
浜　2018.2月　一般口演　主演者）
・消防職員の感染対策について（第23回日本
災害医学会　横浜　2018.2月　一般口演　
主演者）
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・Consideration of  measure for Tsunami at Yuki 

district, Minami town, Tokushima prefecture.

（14 th Asia Pacific Conference on Disaster 

Medicine（APCDM）in Kobe 共同）
・About the volunteer activity of  the Kobe 

Gakuin University student in the Kumamoto 

earthquake.（14th Asia Pacific Conference on 

Disaster Medicine（APCDM）in Kobe 共同）
・About activity and the future of  student circle 

“Bosai Joshi: Disaster prevention girls” in Kobe 

Gakuin  Univers i ty.（14 th As ia  Pac i f i c 

Conference on Disaster Medicine（APCDM）in 

Kobe 共同）
・About  a  prob lem of  the  t r iage  in  the 

ambulance crew (paramedic)in japan.（14th Asia 

Pacific Conference on Disaster Medicine

（APCDM）in Kobe 主演者）
・西日本豪雨（広島県）におけるDMAT活動
とその検証について―豪雨災害と急性期医
療支援―（第9回　社会貢献学会　東北福祉
大学仙台市 主演者）

【諸活動の記録】
◇講演会，研修会（一部）
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」滋賀県経営労働フォーラム　
2018年1月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」竹中工務店　2018年1月
・「病院における災害危機管理」寝屋川市　
2018年2月
・「パーソナリティ分析と組織論」三重県消防
学校　2018年2月
・「ヒューマンエラーのいろいろ」兵庫県　
2018年2月
・「災害時病院のおけるロジスティクス」徳島
県　2018年3月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」茨城県鹿島コンビナート　 

2018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　2018年5月
・「病院における災害危機管理」松阪市民病院　
2018年5月
・「被災地の医療支援　事例と検証」東京国際
消防防災展　2018年5月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」五洋建設　2018年6月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」佐久労働基準協会　2018年6月
・「病院のおける浸水対策」西条・新居浜圏域
保健所　2018年7月
・「保健所における災害対策」徳島県吉野川保
健所　2018年7月
・「行政機関における災害危機管理」高知県庁　
2018年8月
・「病院における災害危機管理」徳島県　2018
年8月9月
・「組織における災害危機管理」日本水道協会　
2018年10月
・「災害時病院のおけるロジスティクス」徳島
県　2018年12月
・「災害医療・幹部研修」三重県看護協会　 

2018年12月
・「組織における災害危機管理」明石市産業振
興財団　2018年12月
・「事後の100 策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」阪神電鉄　2018年12月
・「事後の100 策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」関西電力　2018年12月

【その他】
◇研修会・訓練・会議ほか
・「JICA中米防災研修」2018年1月
・JICA JDR機材展開訓練　2018年1月
・「国際緊急援助医療チーム導入・研修企画運
営」2018年2月・6月・7月・12月
・「厚生労働省日本DMAT隊員養成研修・統
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括・インスト研修」2018年5月から10回
・「災害医療従事者研修」2018年3月・10月・
12月
・「DMAT広域医療搬送・実働訓練 九州保健
福祉大学にて」2018年7月
・「第9回防災・社会貢献ディベート大会企
画・運営」2018年2月
・兵庫県学校防災アドバイザー　2018年12月
・日本災害医療ロジスティクス訓練企画運営　
2018年10月
・広島県大竹市総合防災訓練　解説　2018年
11月
◇マスコミ・報道ほか
・日本経済新聞　2018年7月「発電機・大型
検査機　上階に」記事掲載
・神戸新聞　2018年12月「見る　思う　災害
医療の新たな課題とは」記事掲載
・中国放送　ラジオ　2018年11月「西日本豪
雨における医療活動について」

中山　久憲

【論文（査読なし）】
・論文名「都市計画法制定から50年の振り返
りと改正への提言―都市計画事業実践の視
点から―」

 雑誌名：『現代社会研究』，第4号
 発行所：神戸学院大学現代社会学部
 発行年月：2018年3月
 頁：25ページ～ 53ページ

【講演会発表】
・テーマ「ポーアイ4大学における地震・津波
等防災対策」

 主催者：ポーアイ4大学連携推進センター
 開催日：2018年2月27日
・テーマ「加東市の未来を描く　都市計画 

マスタープランのために」
 主催者：加東市都市計画マスタープラン策

定委員会
 開催日：2018年3月20日
・テーマ「阪神・淡路大震災からの復興―住
民主体型復興のまちづくり―」

 主催者：川崎市まちづくり局
 講演日：2018年3月26日

【諸活動の記録】
審議会・委員会
・加東市都市計画審議会会長
 「2018年1月5日」「同年5月9日」
・神戸水上警察署協議会会長
 「2018年1月31日」「同年2月9日」「同年6
月14日」「同年8月9日」「同年10月4日」
・加東市都市計画マスタープラン策定委員会
会長

 「2018年3月20日」「同年6月25日」「同年
11月28日」「同年12月17日」

前林　清和

【著書】
・前林清和他『防災学習ブック「守ろう！自
分・家ぞく・地いき」』指導書　明石S.U.C　
2018年11月
・前林清和他『防災学習ブック「守ろう！私た
ちの今と未来」』明石S.U.C　2018年11月
・前林清和他『防災学習ブック「守ろう！自
分・家ぞく・地いき」』指導書　明石S.U.C　
2018年11月
・前林清和他『防災学習ブック「守ろう！自
分・家ぞく・地いき」』明石S.U.C　2018年
11月
・前林清和他『防災学習ブック「まもろう！ 

じぶんのいのち」』指導書　明石S.U.C　 

2018年11月
・前林清和他『防災学習ブック「まもろう！ 

じぶんのいのち」』明石S.U.C　2018年11月
・前林清和他『映画に学ぶ危機管理』晃洋書房　
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2018年9月
・前林清和他『武道研究の道標』デザインエッ
グ　2018年7月
・前林清和他『スポーツの思想』晃洋書房　
2018年4月

【論文（査読あり）】
・前林清和「ボランティアと幸福・宗教に 

ついて」NERCジャーナル17-1　2018年 

11月

【論文（査読なし）】
・前林清和他「平成28年度大阪体育大学学生
相談室・スポーツカウンセリングルーム活
動報告」大阪体育大学紀要49　2018年1月
・前林清和他「後開発途上国におけるスポー
ツ医科学支援に関する実践的研究ーカンボ
ジア王国ジュニアサッカー大会における予
防教育と効果ー」プール学院大学研究紀要
58　2018年1月
・前林清和「防災学習プログラムの活用をめ
ぐる専門的見地からの考察・防災の視点か
ら―市民の防災力を如何に高めるか―」防
災学習プログラム『OSAKA防災タイムア
タック！』の活用に関する調査報告書　大
阪市生涯学習センター　2018年10月

【学会大会発表】
・前林清和「わが国の学校における防災教育
に関する調査研究―中学校・高等学校を対
象に―」社会貢献学会第9回大会　2018年
12月

【講演会】
・「江戸時代災害とその対応」第11回兵庫防災
連携フォーラム　2018年1月
・「人と人のつながりを通して」東陵高等学校　
2018年5月
・「防災入門―日本の災害と地震への対応」 

東陵高等学校　2018年5月
・「災害対策マニュアルの作成について」明石

S.U.C　2018年6月
・「災害時に生きのびるために―南海トラフ
巨大地震―」大阪生涯学習センター　2018
年6月
・「京都の地震災害を考える―歴史と未来―」
神戸学院大学同窓会代28回京都滋賀支部総
会　2018年6月
・「大規模災害時における避難所運営」大阪市
生涯学習センター　2018年6月
・「教職員に向けた効果的な防災教育の研修」

JICA中米研修「学校を中心とした防災能力
向上」2018年7月
・「大規模災害に対する学校の防災対策につ
いて―大川小学校の事例を教訓に―」明石
S.U.C防災セミナー　2018年7月
・「教育の方法」神戸市防火管理者再講習　 

2018年7月
・「災害を自分こととして考えるために」大阪
市生涯学習センター　2018年7月
・「非常変災時の学校における対応―南海ト
ラフ巨大地震の際の避難所運営―」高石市
教育委員会防災研修会　2018年7月
・「避難所開設シミュレーション―避難所

HUGを使ったワークショップ」高石市教育
委員会防災研修会　2018年7月
・教育現場においての危機管理・防災教育の
重要性について―南海トラフ巨大地震を中
心に―」学芸館高等学校　2018年9月
・「大規模災害への備えと防災教育の重要性」
明石セーフティープロジェクト　北海道　
2018年10月
・「大規模災害への備えと防災教育の重要性」
明石セーフティープロジェクト　東京　
2018年11月
・「良きリーダーになるために」兵庫県消防学
校中級幹部科　2018年11月
・「大規模災害への備えと防災教育の重要性」
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明石セーフティープロジェクト　名古屋　
2018年11月
・「大規模災害への備えと防災教育の重要性」
明石セーフティープロジェクト　大阪　
2018年11月
・「教育の方法」神戸市消防学校　防火管理
者・防災管理者講習会　2018年11月
・「南海トラフ巨大地震への備えと防災教育
の重要性」常滑市教育委員会防災研修会　 

2018年11月

【教材開発】
・前林清和他「防災学習かるた」AKASHI　S.U.C　
2018年11月
・前林清和他「日本の災害」DVD　AKASHI　

S.U.C　2018年11月

安富　　信

【著書（共著）】
・「映画に学ぶ危機管理」（齊藤富雄編）晃洋
書房　2018年9月

【論文（査読なし）】
・2018年頻発した災害の課題―大阪北部地
震，西日本豪雨などから―
・アメリカの災害廃棄物処理の実態―ハリ
ケーン・イルマから―

【学会大会発表】
・社会貢献学会「2018年頻発した災害の課題
―大阪北部地震，西日本豪雨などから―

【講演会，研修会】
・JICA中米研修（2月13日，JICA関西）
・さんだ防災リーダーの会地区防災研究会 

（3月11日，三田市フラワーセンター）
・さんだ防災リーダーの会地区防災研究会 

（6月9日，三田市フラワーセンター）
・神戸市東灘区防災管理者研修（6月28日，東

灘区役所）
・全国防災危機管理者講演会（8月28日，大
阪市中央区，ドーンセンター）
・兵庫県弁護士会防災の日記念講演会（9月 

1日，神戸市中央区県弁護士会館）
・さんだ防災リーダーの会地区防災研究会 

（9月15日，三田市フラワーセンター）
・兵庫県消防学校上級幹部研修（10月9日， 
三木市県消防学校）
・現代社会学部講演会，コーディネーター 

（10月6日，神戸学院大学D号館）
・滋賀県消防学校上級幹部研修（12月20日，
滋賀県消防学校）

【諸活動の記録】
・環境省災害廃棄物処理検討委員会委員とし
て2月28日～ 3月5日まで，米フロリダ州
マイアミ市を中心に「ハリケーン・イルマ
での廃棄物処理対応」の調査
・環境省災害廃棄物処理検討委員会委員とし
て，計4回会議，ワークショップに出席．
・カナダ・モントリオールのジョン・アボッ
ト大学への短期語学留学生の引率（8月10
日～ 24日）
・減災報道研究会「関西なまずの会」の勉強会
を3度，会長として開催した
・日本災害情報学会理事として，理事会，総
会に出席（2度）
・社会貢献学会の理事・事務局長として，理
事会，総会に出席

江田英里香

【著書（単著）】
・海外ルポ（第4回）「カンボジア―カンボジ
アの子どもたちとその魅力―」『家庭フォー
ラム』Vol.29　2018年10月
・「ボランティアと搾取」『NERC Journal』

Vol.17-1　2018年11月 



現代社会研究　第5号（2019年）

― 214 ―

【学会大会発表】
・江田英里香『カンボジアの小学校運営にお
ける住民参加の効果と要因』日本比較教育
学会第54回大会（6月23日，東広島芸術文
化ホールくらら）
・木村佐枝子・江田英里香『地域小学校連携・
協働による防災教育教材の開発に関する研
究―防災・減災かるた浜松北部版の制作事
例―』社会貢献学会（12月15日，東北福祉 

大学　国見キャンパス）共同ポスター発表

【諸活動の記録】
・江田英里香『カンボジアの教育の現状とそ
の課題』平成30年度第2回地理歴史・公民部
会研修会（10月16日，神戸市立摩耶高等学校）
・江田英里香『国際協力の現場から見るしな
やかな子育て』平成29年度小野市連合PTA・
PTCA活動支援事業実践発表会（2月4日， 
小野市商工会館）
・神戸子ども大学「貿易ゲーム―世界経済の
仕組みと経済のグローバル化」（12月15日，
大阪ナレッジキャピタル）

【その他】
・神戸学院大学現代社会学部主催市民公開講
座「地域防災力の向上を目指して―阪神・
淡路大震災と人が他県中越地震などの事例
から―」司会　2018年10月13日
・神戸学院大学現代社会学会主催「オーロラ
の大地から」司会　2018年11月9日

中山　　学

【論文（査読なし）】
・液状化地盤内における水道配水用ポリエチ
レン管路挙動に関する研究

 平成30年度土木学会全国大会 第73回年次
学術講演会，VI-1040，8月11日–8月13日，
2018年

【学会大会発表】
・液状化地盤内における水道配水用ポリエチ
レン管路挙動に関する研究

 平成30年度土木学会全国大会 第73回年次
学術講演会，8月13日，2018年

【講演会記録】
・第143回次世代大学教育研究会「都市域を自
然災害から守るために～水害の発生メカニ
ズム～」

 講演会の主催者：次世代大学教育研究会
 講演会の月日：6月16日，2018年
 講演会の場所：神戸学院大学ポートアイラ
ンドキャンパス
・大阪市生涯学習いのちを守る防災コース
「都市域を自然災害から守るために～水害
の発生メカニズム～」

 講演会の主催者：大阪市
 講演会の月日：6月30日，2018年
 講演会の場所：大阪市生涯学習センター
・第76回土曜公開講座～私たちのくらしと文
化～「国難」をもたらす巨大災害にどう対処
すべきか

 講演会の主催者：神戸学院大学
 講演会の月日：11月10日，2018年
 講演会の場所：神戸学院大学ポートアイラ
ンドキャンパス
・高大連携「巨大災害に如何に備えるか」
 講演会の月日：12月10日，2018年
 講演会の場所：舞子高校

【諸活動の記録】
・もとまちこども大学「橋のひみつを学ぼ
う！～どうして色々な種類の橋があるの？」

 場所：神戸大丸
 活動期間（7月21日，2018年）
・大学都市KOBE！発信「安全・安心―暮ら
しと健康―」「都市型水害　体験装置」展示

 場所：グランフロント大阪，ナレッジキャ
ピタル
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 活動期間（7月25日～8月20日，2018年，期
間内の夏季休暇中，土・日曜日に会場にて
説明）
・第4回こうべエコちゃれゼミ～いざ！とい
うときに身を守るエコな知恵

 主催者：神戸市環境局
 場所：港の森公園
 活動期間（9月15日，2018年）
・大学都市KOBE！発信「安全・安心―暮ら
しと健康―」「耐震補強前・後の建屋振動模
型と免震構造模型」「表層地盤厚の差異によ
る地震動体験模型」展示

 場所：グランフロント大阪，ナレッジキャ
ピタル

 活動期間（12月18日～ 12月31日，2018年，
期間内の冬季休暇中，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  

防災普及小委員会　委員
・（公財）土木学会　 地下空間研究委員会　顧問  

防災小委員会　委員
・（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
・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

【諸活動の記録】
・阪神・淡路大震災を伝える活動　語り部

KOBE1995のメンバーとして
・学校防災アドバイザーとして学校の防災教
育指導（座間市立座間小学校，座間市立入
谷小学校，神戸市立神戸幼稚園他）

水本　有香

【著書（共著）】
・「二，医療・福祉・衛生」p.10–31「東灘区・
住吉の医療等について調べるには…」p.32
『阪神・淡路大震災資料集 III 住吉の記憶「住
吉住ノ江区と専念寺」』2018年3月　一般財
団法人住吉学園・住吉歴史資料館

【論文（査読なし）】
・『被災地図書館との震災資料の収集・公開に
係る情報交換会報告書（第7回）』2018年3
月　神戸大学大学院人文学研究科「報告④　
神戸大学附属図書館震災文庫の大木本美通
氏の写真資料について」p.16

【諸活動の記録】
・第2回災害支援ボランティアミーティング
「南海トラフ地震 神戸学院の備え～オール
神戸学院をめざして～」ワークショップ　
2018年3月3日（神戸学院大学ポートアイラ
ンドキャンパス）

【その他】
・「［資料保存問題］「福島の震災遺産と震災
アーカイブの構築」参加記」『地方史研究』
396号　pp.66–69　2018年12月　地方史研
究協議会


