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岩本　茂樹

【著書（単著）】
・『鍛錬志向力的社會學讀本　為什麼努力沒
有用？戴上社會學的眼鏡，幫你解決人生的
疑難雜症』時報出版，2019年（台湾）

【諸活動の記録】
・（台湾）天主教輔仁大學日本語文學系におい
て講演　2019.10.31 ～ 11.1

 台北：小馬廄｜スタジオ＆アトリエ　301
空間にて　台湾大学張慧慈氏との対談　
2019.11.16
・台北：敦南誠品にて「誠品敦南夜講座」　
2019.11.16

岡崎　宏樹

【論文（査読なし）】
・「体験理解の方法論的探求―デュルケー
ムからバタイユへ」『デュルケム社会学の 

成立と受容―ディシプリンとしての社会
学を考えるために』（平成27年度～平成30
年度科学研究費補助金基盤研究（B）「社会
学のディシプリン再生はいかにして可能か
―デュルケーム社会学を事例として」 
課題番号15H03409成果報告書）：147-160．

【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，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4作品を
YouTubeとホームページに公開（http://www.

yabulove.net/：2019年8月），楽曲「おくりも

の」（アヤヲ＆山田明義作曲）の学生合唱
バージョンが収録されたCDを制作（2019 
年9月），3回生の学生らと「ふるさとを想
うコンサート inやぶ」（公立八鹿病院：2019
年11月29日），オリジナル紙芝居を上演す
る親子イベント「ちょっと早いクリスマス
会」（養父市子育て・移住サポートセンター：
2019年11月30日）を開催．＊一連のプロ
ジェクトは兵庫県の2019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．
・神戸学院大学学生チャレンジプロジェクト
に選ばれた学生団体ファーストペンギン
（顧問：岡崎）が野外映画イベント「ほしぞ
ら映画祭」を開催（KPC第2キャンパス：2019
年10月25日）．

【その他】
・書評「寺前典子著『リズム（身体感覚）から
の逃走―音楽の現象学的・歴史社会学的
研究』」『三田社会学』24：170-173．
・日本社会学理論学会第14回大会シンポジウ
ム「ポスト多文化主義時代における差異と
共生―イスラーム，シティズンシップ，
ジェンダー」を企画，司会を担当（東洋大学
白山キャンパス：2019年9月8日）．

金子　　勇

【著書（共著）】
・『変動のマクロ社会学』（編著）ミネルヴァ
書房
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【論文（査読なし）】
・「社会変動の理論へ向けて―「実感信仰」と
「理論信仰」のはざまで」金子勇編『変動の
マクロ社会学』ミネルヴァ書房：1-68．
・「『少子化する高齢社会』の構造と課題」同
上：237-282．
・「地方創生にみる『まち，ひと，しごと』 
―人口減少と消費の問題―」神戸学院大学
現代社会学会編『現代社会研究』第5号：22-
29．

【学会大会発表】
・「『地方創生』を音と映像で表現する」北海道
社会学会大会，北海道大学　6月1日
・「地方創生の音楽社会学」日本社会学会大
会，東京女子大学　10月5日

【諸活動の記録】
・「札幌市子ども・子育て会議」司会進行　 

3月14日
・「札幌市子ども・子育て会議」司会進行　 

9月18日
・「札幌市子ども・子育て会議」司会進行　 

11月1日
・「全国知事会・先進政策創造会議」専門委員
として助言　10月28日

神原　文子

【論文（査読なし）】
・「子づれシングル女性にみる離婚の意義： 

離婚前の生きづらさ分析をとおして」『現 

代社会研究』5, 43-64．
・「篠山・春日神社祭礼を担う子どもたち：そ
の現状と課題」『現代社会研究』5, 158-172．

【学会大会発表】
・「日本と韓国のひとり親家族支援の違いは
どこに？　なぜ？」日本家族社会学会第29

回大会・国際セッション神戸学院大学にて　
2019年9月14日

【諸活動の記録】
・「ひとり親家族で育つ子どもたち―現状か
ら支援策を考える―」尼崎市人権・同和教
育研究協議会　人権・同和教育実践研究大
会　2019年1月24日
・「多様化する家族―教科書から考えるジェ
ンダー」湖南市人権擁護課研修　2019年3
月5日
・「多様化する家族，共に生きる地域」尼崎市
男女共同参画週間事業　2019年6月23日
・「女性の貧困と子どもの貧困～自己責任論
からの脱却」兵庫県立男女共同参画セン
ター・第23期男女共同参画アドバイザー養
成塾　2019年7月25日
・「女性の貧困と子どもの貧困」日本福祉大学
「子どもの貧困と支援」スクーリング　2019
年7月27日
・「スクールソーシャルワーク実践＜子ども
の貧困＞」スクールソーシャルワーカー養
成講座　2019年7月28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―」加古川市人権リー
ダースキルアップ講座　2019年9月3日
・「ひとり親家族の人権課題―ひとり親家族
の現状と課題―」大阪府人権総合講座　
2019年9月6日
・「部落差別のいまを考える」加東市企業人権
教育協議会講座　2019年10月28日
・「ひとり親家族の生き様から見えてくる人
権」大阪府福祉協議会　施設階層別研修　
2019年11月6日
・「部落差別（同和問題）は今」大阪市職員人
権問題研修　2019年11月14日，21日，12
月12日
・「子どもの貧困と向き合う」神戸市市民参画
推進局講座　2019年11月16日
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・「激動の現代社会における自立とは？」兵庫
県立舞子高校模擬授業　2019年12月13日
・「女性の貧困，子どもの貧困」堺市第41回人
権のつどい　2019年12月15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
・神戸市敬老優待乗車制度・福祉乗車制度の
あり方検討に関する有識者会議委員
・明石市こどもの養育費に関する検討会委員
・大阪府障がい者等の職場環境整備等支援組
織認定等審議会委員

清原　桂子

【講演等】
・「男女の活躍と働き方改革」，山口県周南市・
徳山大学，周南市役所　2019年2月
・「災害に備えた民生委員活動とリーダーの
役割」，奈良県社会福祉協議会・奈良県民生
児童委員連合会，奈良県社会福祉総合セン
ター大ホール　2019年2月
・「関西女性活躍推進シンポジウム『すべての
女性が活躍できる関西へ』」（パネリスト），
内閣府・関西広域連合・関西経済連合会等，
兵庫県民会館けんみんホール　2019年2月
・「災害に備えた民生委員児童委員活動への
期待」，大阪市民生委員児童委員協議会，大
阪市阿倍野区民ホール　2019年2月
・「社会変動にともなう，これからの民生委員
児童委員活動への期待」，宮城県仙台市・宮
城県仙台市民生委員児童委員協議会，仙台
サンプラザホール　2019年7月
・「防災・減災とコミュニティづくり～地域共
生社会に向けて～」，多可町，多可町加美プ
ラザ　2019年7月
・「組織の成長戦略としての女性活躍とワー

ク・ライフ・バランス」，OSAKA女性活躍
推進会議，ドーンセンター大会議室　2019
年9月
・「1歩前へ～いつだってワタシらしく輝くた
めに～」（コーディネーター），第37回ひょ
うご女性未来会議 inこうべ，神戸学院大学
A号館大会議室　2019年11月
・「防災・減災・復興への取り組みと産学民官
の協働～阪神・淡路大震災の経験と教訓を
つなぐために～」（コーディネーター），ひょ
うご安全の日推進県民会議・神戸学院大 

学・神戸新聞社　神戸学院大学B301講義室　
2019年11月

【諸活動の記録】
・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「女性の活躍推進会議」委員
・「ひょうご女性未来会議」（事務局：兵庫県
立男女共同参画センター）代表
・兵庫県多可町 少子化対策アドバイザー

中野　雅至

【その他】
・テレビ出演など

中村　　恵

【論文（査読なし）】
・「小池経済学と「知的熟練」論」，経済セミ
ナー，No.711，2019年

【諸活動の記録】
・講演「人材の確保・活用・育成について」，
阪神地域企業セミナー，於尼崎商工会議所，
2019年11月28日
・高校出前授業「君たちは本当に社会を知っ



1年間の活動記録（2019年1月～12月）

― 129 ―

ているか？～現代社会の「常識」・「非常
識」～」，高砂南高校，2019年12月19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議長
・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・議長
・兵庫地域訓練協議会（兵庫労働局） 座長
・神戸いきいき勤労財団評議員選定委員会 

委員

【その他】
シンポジウム・コーディネーター
・学生の未来センター開設記念シンポジウ
ム～「希望」を育むために何ができるか～，
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
B302教室，2019年10月19日
・高齢者のスキルアップ事業技術審査委員，
2019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，2019年3月（兵庫労働局）

都村　聞人

【書評】
・「書評　尾嶋史章・荒牧草平編『高校生たち
のゆくえ―学校パネル調査からみた進路
と生活の30年―』」『フォーラム現代社会
学』（関西社会学会）第18号：180-182　2019
年5月

【諸活動の記録】
・日本教育社会学会第71回大会　課題研究Ⅱ
「教育の社会科学的実証研究再考―教育
社会学と教育経済学の共通点と相違点から
何を学ぶか―」の企画，運営，司会，
Bulletin執筆（都村聞人・中澤渉・丸山英樹）　
2019年9月（大正大学）

・日本家族社会学会第29回大会実行委員　
2019年9月（神戸学院大学）
・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）　2019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
・関西社会学会　理事・研究活動委員会委員
・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

日髙　謙一

【論文】
・「感性を重視した地域連携型アクティブ
ラーニング―《神河プロジェクト2015-
2017》の経験から―」『教育改革ジャーナル』
第10号，2019年11月，p.1 ～ 20．

前田　拓也

【諸活動の記録】
・特定非営利活動法人 あわじ寺子屋 理事
・01/19，12/21
 NPO法人 青少年自立支援施設淡路プラッツ
 大阪市不登校児童通所事業・中学生勉強会
事業合同 指導員・サポーター研修 講師

 「合理的配慮について」
・10/08 ～ 12/17
 大阪府和泉市生涯学習推進事業 いずみ市
民大学教養学部 講師

 「障害者をケアする『たいへんさ』はどこか
らくるか？：社会学をつかって考える」
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松田ヒロ子

【論文（査読なし）】
・松田ヒロ子「多文化共生に向けたシティズ
ンシップ教育」『現代社会研究』5号，184-
191頁

【学会大会発表】
・Matsuda, Hiroko, “Why People Supported the 

Taiwanese Imperial Japan Servicemen?: The 

Case in the 1970s” AAS-in-Asia Conference, 

Bangkok, 2019年7月3日

【諸活動の記録】
・Matsuda, Hiroko, “Whose Home? Cultural 

Pluralism and Preservation of  Japanese 

Colonial Heritage in Taipei City” シンポジウ
ム「歴史遺産と記念碑をめぐる論争と語り
直し：南ティロル，台湾，クロアチアの現
代史から」甲南大学，2019年6月29日
・Matsuda, Hiroko, “Looking back at the Japanese 

Colonial Past during the Cold War Period: On 

the Compensation for Taiwanese Former 

Members of  the Japanese Military, Revising the 

Cold War on Taiwan Workshop, Washington 

D.C., 2019年12月6日

【その他】
 松田ヒロ子「沖縄の朝鮮人を歴史的主体に」
（呉世宗『沖縄と朝鮮のはざまで：朝鮮人の
＜可視化／不可視化＞をめぐる歴史と語
り』明石書店　の書評）『図書新聞』3402号，
4頁

李　　洪章

【研究会でのコメント】
・国際高麗学会日本支部第93回人文社会研究
部会　2019年2月
・国際日本文化研究センター共同研究会「帝

国のはざまを生きる―帝国日本と東アジア
における移民・旅行と文化表象」第2回研究
会　2019年7月

【講演】
・「在日朝鮮人にとって「民族」とは？」下町
芸術祭「新長田民族文化論　新長田エスニ
シティ講座―コリア編―」　2019年9月
・「在日朝鮮人のアイデンティティ」同支社大
学日朝関係史講座　2019年11月

【その他】
 李洪章「兵庫県による朝鮮学校に対する補
助金減額の不当性」『人権と生活No.49』　
2019年11月

伊藤亜都子

【諸活動の記録】
・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）～ 3月まで
・「災害メモリアルアクションKOBE」委員
・神戸市史執筆委員
・地域社会学会編集委員
・「地域防災力の向上にむけて」2019年度大阪
市立生涯学習まちづくり市民大学「いちょ
うカレッジ」神戸学院大学連携公開講座い
のちを守る防災コース，2019年7月13日

佐伯　琢磨

【学会大会発表】
・佐伯琢磨，牧紀男，西嶋一欽，松島信一：
不確実性を考慮した地震リスク評価に関す
る研究（その2：南海トラフ地震を対象とし
た多重地震ハザード情報表示システム），日
本建築学会大会学術講演梗概集（北陸），構
造Ⅱ，21177，pp.353-354，2019年9月
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【諸活動の記録】
・ゲームで“そなえ”を学ぼう！～人生におけ
るリスクをゲームで体験してみよう！～，
『大学都市KOBE!発信』プロジェクト，グラ
ンフロント大阪　北館　ナレッジキャピタ
ル，2020年1月12日

中田　敬司

【論文（査読なし）】
・Nerc Journal 2019 8 No1 Vol 18　8 月 15 日　
第1号（通巻21号）　p27-34

 2016 熊本地震における急性期から亜急性
期への災害医療活動について

【学会大会発表】
1． 西日本豪雨（愛媛県西予市）における避難
所の現状について

 （第24回日本災害医学会　鳥取　2019.3月 

シンポジウム　主演者）
2． 災害医療ロジスティクス認定制度について
 （第24回日本災害医学会　鳥取　2019.3月　
ワークショップ　主演者）
3． 災害時における病院のライフライン確保
（水の供給）について

 （第24回日本災害医学会　鳥取　2019.3月　
一般口演　主演者）
4． 消防職員の感染対策にいて
 （第24回日本災害医学会　鳥取　2019.3月　
一般口演　共同演者）
5． About a problem of  the triage in the ambulance 

crew (paramedic) in japan.

 WADEM Congress on Disaster and Emergency 

Medicine 2019（世界災害・救急医学会）
 Brisbane, Australia

6． 災害時の心のケアから見いだせる今後の支
援の在り方の検討

 （第10回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2019.12月　共同演者）

【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―」ダイワハウス　2019年1月
・災害時の組織対応について　JA兵庫六甲　
2019年1月
・災害危機管理研修会　唐津市　2019年2月
・災害時の医療支援活動について　唐津市医
師会　2019年2月
・「病院における災害危機管理」　寝屋川市　
2019年2月
・「パーソナリティ分析と組織論」　三重県消
防学校　2019年2月
・「病院のおける浸水対策」　西条・新居浜圏
域保健所　2019年3月
・「地域における災害危機管理」　久御山防火
協会ほか　2019年3月
・「病院における災害危機管理」　鈴鹿回生病
院　2019年4月
・「行政機関における災害危機管理」　山口県
人づくり財団　2019年5月
・災害対応マネジメント研修　徳島県　2019
年5月6月
・連合広島防災フォーラム　広島県　2019年
5月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」　きんでん　2019年6月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」　三井建設　2019年6月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」　日本触媒　2019年7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　2019年7月
・「災害対応研修」　徳島県　2019年8月
・「行政機関における災害危機管理」　高知県
庁　2019年8月
・「災害医療研修」　三重県看護協会　2019年
8月
・「地域における災害危機管理」　徳島県北野
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町　2019年10月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」　全国クレーン協会　2019年
11月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」　四国電力　2019年11月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」　広島県トラック協会　2019
年12月

【その他】
・JICA JDR機材展開訓練　2019年1月
・「国際緊急援助医療チーム導入・研修企画運
営」　2019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」　2019年5月から10回
・「災害医療従事者研修」　2019年1月3月・10
月・12月
・「DMAT広域医療搬送・実働訓練 神奈川県
厚木基地にて」　2019年9月
・「第10回防災・社会貢献ディベート大会企
画・運営」　2019年2月
・兵庫県学校防災アドバイザー　2019年10月
・日本災害医療ロジスティクス訓練企画運営　
2019年10月
・広島県三原市総合防災訓練　解説　2019年
10月

中山　久憲

【論文（査読なし）】
・論文名「みなと神戸の発展の歴史的背景と
今後の課題～市民工学的視点からの試論と
して～」

 雑誌名：『現代社会研究』，第5号
 発行所：神戸学院大学現代社会学部
 発行年月：2019年3月
 頁：65ページ～ 97ページ

【講演会発表】
1） テーマ「Great Hanshin-Awaji Earthquake 

Disaster Restoration̶Roles of  Kobe City 

Government and Residents̶」
 主催者：ノース・イースターン大学
 開催日：2019年7月18日
2）テーマ「三宮駅今昔物語」
 主催者：神戸防災技術者の会
 開催日：2019年8月13日

【諸活動の記録】
審議会・委員会
1）加東市都市計画審議会会長
 「2019年2月4日」
2）神戸水上警察署協議会会長
 「2019年1月9日」「同年6月24日」「同年8
月21日」「同年11月28日」
3） 加東市都市計画マスタープラン策定委員会
会長

 「2019年1月30日」「同年11月27日」

前林　清和

【著書（共著）】
・「ボランティア解体新書」（共著）　木立の文
庫　2019年3月
・災害と向き合う（共著）　明石スクールユニ
フォームカンパニー　2019年9月
・災害と生きる（共著）　明石スクールユニ
フォームカンパニー　2019年9月
・防災教育をデザインする（共著）　明石ス
クールユニフォームカンパニー　2019年11
月

【論文（査読あり）】
・「学校防災に関する調査研究」（共著）2019
年3月　NERCジャーナルVol.17 No.2
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【論文（査読なし）】
・「『共生』を育む防災教育のすすめ」（単著）
2019年1月　月刊「兵庫教育」2019年1月号　
NO.815
・「わが国の中学校・高等学校における防災教
育に関する調査研究」（共著）2019年3月

 現代社会研究5号
・「災害と日本人の心性」（単著）2019年7月
「運輸と経済」第79巻第7号

【学会大会発表】
・「社会教育としての防災教育の必要性と教
育手法の開発―現状と具体的な学習プログ
ラムの開発を中心に―」（共著）社会貢献学
会第10回記念大会　ポスター発表　2019年
12月
・「令和元年台風第19号被害状況についての
調査研究―宮城県大崎市および丸森町を中
心に―」
・（共著）社会貢献学会第10回記念大会　口頭
発表　2019年12月

【講演会】
・「自然災害に備えて」　西防火安全協会及び
西地区危険物安全協会防災講演会　2月18
日
・「防災入門―日本の災害と地震への対応―」　
東陵高校　5月30日
・「家庭における防災学習―南海トラフ巨大
地震を中心に」　追手門学院小学校PTA防
災講演会　6月2日
・「6必ず来る南海トラフ巨大地震」　大阪市
立総合生涯学習センター　6月15日
・「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
市立高陽小学校　7月18日
・「教育の方法」　神戸市防災・防火再講習1　
7月19日
・「南海トラフ巨大地震への備えと防災教育

の重要性」　室津小学校　8月1日
・「命を守るための実践的な防災対策―南海
トラフ巨大地震への備えと防災教育の重要
性―」　令和元年度第1回淡路地区防災教育
研修会　8月22日
・「大規模災害への備えと防災教育の必要性」　
令和元年　函館・渡島地区教育経営研究会　
9月5日
・「大規模災害に備えて―南海トラフ巨大地
震を中心に―」　神港学園金星会講演会　9
月8日
・「災害はいつもやってくる―日本の災害と
南海トラフ巨大地震への対応―」　神戸学
院大学附属高等学校　9月9日
・「必ず来る南海トラフ巨大地震」　大阪市生
涯学習センター　10月1日
・「社会教育の視点をもった防災学習プログ
ラム」　岡山県生涯学習センター令和元年
度社会教育実践専門講座　10月31日
・「リーダーシップ論―良きリーダーになる
ために―」　令和元年度兵庫県消防学校幹
部教育「初級幹部科」　11月5日
・「災害と向き合う―実践的防災教育のすす
め―」　明石セーフティープロジェクト防
災セミナー（名古屋）　11月12日
・「教育の方法」　神戸市防災防火教育者研修　
11月20日
・「災害と向き合う―実践的防災教育のすす
め―」　明石セーフティープロジェクト防
災セミナー（大阪）　11月21日
・「災害と向き合う―実践的防災教育のすす
め―」　明石セーフティープロジェクト防
災セミナー（東京）　11月28日
・「災害と向き合う―実践的防災教育のすす
め―」　明石セーフティープロジェクト防
災セミナー（岡山）　12月5日

【諸活動の記録】
・明日の防災教育プロジェクト代表（産学連
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携）株式会社明石スクールユニフォームカ
ンパニー
・マンション災害時避難ストレッチャー開発
プロジェクト代表（産学連携）株式会社明石
発動機
・防災プログラミング開発プロジェクト代表
（産学連携）株式会社アーティック
・カンボジア基礎教育支援　NGO活動教育
研究センター
・カンボジアジュニアサッカー大会の開催　
スポーツ・フォー・トゥモロー
・佐用町まちづくり推進会議　顧問

安富　　信

【論文（査読なし）】
・NERC JOURNAL2019年8月15日第18巻第一
号「2018年頻発した災害の課題―大阪府北
部地震，西日本豪雨などから」

【学会大会発表】
・社会貢献学会（12月14日）「インドネシア
での海外実習から学んだこと」

【諸活動の記録】
・災害メモリアルアクションKOBE発表会
（人と防災未来センター）　1月12日
・ボランティア研修会講師（長田区地域福祉
センター）　1月19日
・防災講演会「大災害から生き残るために」
（大阪市ドーンセンター）　2月9日
・環境省災害廃棄物検討委員会地域間協調

WG（東京神保町）以下年末までに3回開催　
2月14日
・環境省災害廃棄物検討委員会近畿ブロック
セミナー講演（大阪コロナホテル）　2月25
日
・環境省災害廃棄物検討委員会（東京神保町）
以下年末までに3回開催　3月11日

・県立宝塚東高校防災講演会　5月30日
・三田市立すずかけ台小学校防災キャンプ　
7月6，7日
・減災報道研究会「関西なまずの会合宿」会長
として基調講演（高槻市阿武山京大地震観
測所）　8月17，18日
・災害メモリアルアクションKOBEキックオ
フ（人と防災未来センター）　8月19日
・高知市防災講演（高知市）　8月20日
・日本災害情報学会理事会（高松市）　10月
19，20日
・台風19号災害ボランティア引率（宮城県丸
森町）　11月16，17日
・滋賀県消防学校幹部候補生研修「効果的な
情報発信のために」　11月21日
・神戸学院大学現代社会学部・社会貢献学会・
関西なまずの会共催シンポジウム講演（神
戸学院大学）　12月14日

【その他】
・ラジオ関西「時間です！林編集長」コメン
テーター　毎月2度

江田英里香

【著書】
●単著
・江田英里香『カンボジアの学校運営におけ
る住民参加』ミネルヴァ書房，2019年3月
20日
・江田英里香「海外ルポ第5回　ブータンから
学ぶ幸福感」『家庭フォーラム』日本家庭教
育学会，2019年10月20日
●共著
・江田英里香編著『ボランティア解体新書―
戸惑いの社会から新しい公共への道―』木
立の文庫，2019年4月10日
・原清治・山内乾史編著『教育社会学』ミネル
ヴァ書房，2019年12月20日
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【学会大会発表】
・日本比較教育学会第55回大会（2019年6月
7日東京外国語大学）ラウンドテーブル 比
較教育学を学ぶ人のためのアカデミック・
キャリアシリーズⅡ 江田英里香『ライフ
ワークバランスを中心に』
・社会貢献学会第10回大会（2019年12月14
日神戸学院大学）ポスター発表 江田英里
香・木村佐枝子・柴田真裕『海外実習後に
おける学生の意識や行動の変容とその課
題～スタディツアーとの比較から～』

【諸活動の記録】
・講演「私立大学の教員事情」（11月25日「大
学教育論」神戸大学）
・ママの働き方応援隊主催「エコステイベン
ト」パネルディスカッション・パネリスト
（11月23日神戸）
・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21日
大阪ナレッジキャピタル）
・神戸学院大学現代社会学会主催　学生
フォーラム「大学生の考える被災地支援活
動の今後のあり方」ファシリテーター（12
月14日神戸学院大学）

舩木　伸江

【著書（共著）】
・災害と向き合う（共著）2019年9月明石ス
クールユニフォームカンパニー
・災害と生きる（共著）2019年9月明石スクー
ルユニフォームカンパニー

【講演会】
・令和元年度　JICAトルコ国国別研修「学校
防災教育」―幼稚園における防災教育　
2019年9月12日
・令和元年度　神戸市中央区小学校PTA連合

会研修会「今日からはじめる！親子の防災」
2019年10月7日
・滋賀県女性防火クラブ連絡協議会設立30周
年記念大会　記念講演「家庭防災」2019年
11月21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（神戸
市立玉津第二幼稚園）　指導助言・講話・グ
ループワーク「学校園での防災教育」2019
年12月9日

【諸活動の記録】
・内閣府　防災教育チャレンジプラン実行委
員会　実行委員
・総務省消防庁「防災まちづくり大賞」選定委
員
・神戸市教育委員会　学校防災アドバイザー
・兵庫県教育委員会　学校防災アドバイザー

水本　有香

【論文（査読なし）】
・「カンタベリー地震に関する震災資料の現
状」『現代社会研究』5号　神戸学院大学現
代社会学会　2019年3月：192-203

【諸活動の記録】
・社会福祉法人　神戸市中央区社会福祉協議
会　理事
・人と防災未来センター　震災資料受け入れ
方針等検討委員会　委員


