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岩本　茂樹

活動なし

岡崎　宏樹

【著書（共著）】
 『バタイユからの社会学――至高性，交流，
剝き出しの生』関西学院大学出版会，2020
年10月25日発行．

【諸活動の記録】
・神戸学院大学〈たじま未来プロジェクト〉
において，2回生の学生らとオンラインの
実習を通じて，養父市で活躍する人のイン
タビュー動画4作品および「RESTART」の
楽曲およびミュージックビデオを制作，
YouTubeで公開（プロジェクトは兵庫県の
2020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）．
・3回生ゼミにおいて神戸市中央区区制40周
年記念のダンス動画「ナカナカ・愛アイ！」
を制作，作品は2020年12月1日にYouTube

にて公開．

【その他】
・関西社会学会オンライン大会（2020年10月
10日 -11日）を研究活動委員長として運営，
新企画の招待講演＆トークセッション「コ
ロナ時代の日本を考える」（講演者：内田樹
氏，対話者：伊藤公雄氏，司会：伊地知紀
子氏，凱風館からの中継）などを開催．

・「ソシオロジ」199号（社会学研究会，2020
年10月）刊行に編集代表として取り組む．

清原　桂子

【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　震災25年「活かす」編纂委員会委員
・兵庫県多可町　少子化対策アドバイザー

中野　雅至

活動なし

中村　　恵

【諸活動の記録】
・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
・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】
・ジョブ・カード作成支援推進事業技術審査
委員会，2019年2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）
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日高　謙一

活動なし

山本　　努

【学会大会発表】
・山本努・福本純子（下関市立大学）「若者
（大学生）の原子力発電についての意識：研
究ノート」西日本社会学会（ノートルダム清
心女子大学），2020年

【諸活動の記録】
・西日本社会学会会長
・日本社会病理学会事理
・日本社会分析学会理事
・日本社会病理学会機関誌『現代の社会病理』
編集委員長
・社会調査協会機関誌『社会と調査』査読専門
委員
・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

「国立大学教育研究評価委員会専門委員（研
究業績水準判定組織）社会学およびその関
連分野部会」部会長

【その他】
・「P.A. ソローキン：高度に都市化した社会の
「都市・農村」の統合社会学から（Column調
査の達人）」『社会と調査』N0.24, 2020, 92頁．

都村　聞人

【論文（査読なし）】
・「子育て世帯の生活水準と長子にかけた教
育費の長期的変化」『季刊　個人金融』2020
年冬号：67-80　2020年2月

【学会課題研究報告】
・「課題研究報告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」（都村聞人・中
澤渉）日本教育社会学会編『教育社会学研
究』第106集：232-235　2020年5月

【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）　2020年11月～ 12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

前田　拓也

【著書（共著）】
・石田佐恵子・岡井崇之編『基礎ゼミ メディ
アスタティーズ』世界思想社．
・武川正吾・森川美絵・井口高志・菊地英明編
『よくわかる 福祉社会学』ミネルヴァ書房．

【論文（査読なし）】
・「健常者の『ふつうの身振り』を振り返る」
『質的心理学研究』No.19: 238-240.

【諸活動の記録】
・特定非営利活動法人 あわじ寺子屋 理事
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松田ヒロ子

【著書（共著）】
・片田孫朝日・川中大輔・松田ヒロ子ほか
『多文化共生のためのシティズンシップ教
育実践ハンドブック』明石書店

【学会大会発表】
・「台湾人元日本軍人・軍属とその家族に対す
る戦後補償請求運動（1975–1992）の検討」
日本台湾学会第22回学術大会，2020年5月
30日

【諸活動の記録】
・立命館大学国際平和ミュージアム平和教育
センター「自衛隊基地の地域社会史」プロ
ジェクト第6回研究会「自衛隊と社会―地域
と家族支援」（河野仁　防衛大学校教授の講
演）に対するコメントと討論．

【その他】
・“Book review of  Outcasts of  Empire: Japan’s 

Rule on Taiwan’s ‘Savage Border’, 1874-1945, 
by Paul D. Barclay”, The American Historical 

Review 125 (3), pp. 1005-1006

李　　洪章

【諸活動の記録】
1．研究報告
・「在日朝鮮人留学生にとっての「母国」と
「統一」：金元重の語りに着目して」国際日
本文化研究センター共同研究「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4回研究会（国
際日本文化研究センター 8月27日）
・「インタビューにおける共同性を記述する
こと」上智大学大学院グローバル・スタ
ディーズ研究科国際関係論専攻主催ワーク

ショップ「方法としてのインタビュー」（オ
ンライン 12月14日）
2．コーディネーター
・国際日本文化研究センター第54回国際研究
集会「帝国のはざまを生きる――交錯する
国境，人の移動，アイデンティティ」第一
部会「移動の経験は世代や境界をいかに
「越える」のか」

【その他】
・国際日本文化研究センター共同研究員

永瀬　　圭

【その他】
・「夫婦の勢力関係および夫婦関係満足度の
規定要因」NFRJ18全体研究会　オンデマン
ド報告（2020年9月24日）

伊藤亜都子

【論文（査読なし）】
・齊藤康則・伊藤亜都子　2020「25年後の被災
地が問いかける復興と支援の現在地―阪神・
淡路大震災をめぐる特別企画によせて―」
『地域社会学年報』第32集，62-74頁．

【諸活動の記録】
・ラジオ関西放送番組審議会　委員
・「災害メモリアルアクションKOBE」企画
委員
・神戸市史執筆委員
・地域社会学会　編集委員
・地域社会学会　理事

【その他】
・伊藤亜都子2020「阪神・淡路大震災と地域
コミュニティ」新修神戸市史編集委員会
『新修　神戸市史　生活文化編』337-376頁．
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中田　敬司

【著書（共著）】
・災害医療2020 大規模イベント・テロ対応を
求めて　監修　横田裕行　図書印刷㈱　日
本医師会雑誌　149巻特別号 p. 271～ p. 281　
2020年6月15日
・コミュニケーション論・多職種連携論　
編集　内山　靖　他　医歯薬出版㈱　 

p. 80 ～ 95　2020年12月15日

【学会大会発表】
・西日本豪雨（広島県）における医療支援体制
ついての考察
（第25回日本災害医学会　神戸　2020年2月　
シンポジウム　主演者）
・これでいいのか災害医療ロジスティクス　
認定制度について
（第25回日本災害医学会　神戸　2020年2月　
パネルディスカッション　座長　主演者）
・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25回日本災害医学会　神戸　2020年2月　
一般口演　主演者）
・消防職員の感染対策について
（第25回日本災害医学会　神戸　2020年2月　
一般口演　主演者）
・熊本豪雨災害におけるDMATロジスティク
スチームの活動について
（第11回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2020年12月　主演者）
・神戸市内の災害時における避難所環境と感
染症対策について
（第11回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2020年12月　共同演者）
・美波町日和佐地区の高齢者津波避難の現状
とその考察
（第11回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2020年12月　共同演者）

・災害とアート
（第11回　社会貢献学会　神戸学院大学　
シンポジウム　2020年12月　座長）

【諸活動の記録】
◇講演会，研修会（一部）
・「病院における災害危機管理」寝屋川市　
2020年1月
・「災害医療活動と薬剤師について」堺市　
2020年1月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」三宝電気　2020年6月
・「災害対応研修」徳島県　2020年6月
・「災害対応研修　係長研修」徳島県　2020年
7月
・「災害医療活動について」防府高校　山口県　
2020年7月
・「行政機関における災害危機管理」高知県庁　
2020年8月
・「学校防災訓練について」西播磨地区防災教
育研修会　2020年10月
・「災害医療研修」三重県市町事務組合　2020
年10月 /11月
・「地域における災害危機管理」山口県教頭副
校長会　2020年10月
・「災害医療研修」三重県看護協会　2020年
11月
・「パーソナリティ分析と組織論」千葉東病院　
2020年12月

【その他】
・JICA JDR機材展開訓練　2020年1月
・災害医療従事者研修　2020年2月
・内閣府病院船有識者会議　2020年9月・12月
・「国際緊急援助医療チーム導入・研修企画運
営会議」2020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」2020年5月から3回
・「熊本豪雨災害　人吉・球磨医療圏保健医
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療調整本部支援活動（DMATロジ）」2020年
7月
・「震災25周年防災・社会貢献ディベート大
会企画・運営」2020年2月
・「兵庫県学校防災アドバイザー」2020年1月
10月・12月

前林　清和

【著書（共著）】
・『教養としての防災ことはじめ』（共著）デ
ザインエッグ　2020年5月

【論文（査読あり】
・「わが国の学校における防災教育の現状と課
題―全国アンケート調査の結果をもとに―」
（共著）防災教育学研究1-1　2020年9月

【論文（査読なし】
・「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）社会貢献学研究3-1　2020
年3月
・「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）現代社会研
究6　2020年3月

【学会大会発表】
・学校における南海トラフ巨大地震の津波被
害に関する研究―大阪市・神戸市・高知県
の比較をもとに―（共著）社会貢献学会第
11回大会　2020年12月
・南海トラフ巨大地震津波範囲と避難場所
（共著）社会貢献学会第11回大会　2020年
12月
・南海トラフ巨大地震における津波浸水想定
域とその対策について―広島県・高知県・
徳島県の中高の防災教育を対象に―（共著）

社会貢献学会第11回大会　2020年12月
・南海トラフ巨大地震における人工島の問題
点（共著）社会貢献学会第11回大会　2020
年12月

【講演会・研修会】
・兵庫県教育委員会「阪神・淡路大震災25年
防災教育フォーラム」パネルディスカッ
ション　コーディネーター　2020年1月21
日　神戸文化ホール
・「災害と向き合う―大規模災害から自分の
命を守り人の命を助ける防災教育―」大阪
教育大学附属天王寺小学校　令和元年度研
究発表会　2020年2月14日　大阪教育大学
付属天王寺小学校
・「令和元年台風19号被害状況および支援活
動について」ひょうご防災連携フォーラム　
2020年2月22日　兵庫県立大学院
・「教育の方法」神戸市防災防火再講習　2020
年10月30日　神戸市長田消防署
・「コロナ渦において不安を抱える学生への
対応について」大阪体育大学コロナ研修会　
2020年7月30日　大阪体育大学
・「災害発生時に教職員が瞬時に行動できる
組織作り」兵庫の防災教育の展開―震災・
学校支援チーム（EARTH）訓練・研修会　
2020年8月3日　兵庫県立教育研修所
・「これからの学校安全・学校危機管理」高槻
市教育センター教頭研修　2020年8月4日　
高槻市教育センター
・「これからの学校危機管理」令和2年度　学
校安全（防災）総合支援事業における防災教
育授業実践推進校校内授業研究会（長井小
学校）2020年11月6日　長井小学校
・「災害と向き合う」天理大学大学院研修会　
2020年11月12日　天理大学
・「教育の方法」神戸市防災防火教育者研修　
2020年11月27日　神戸市消防学校
・「防災力向上に向けて公民館ができること」
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令和2年度 岡山県公民館連合会第5回研修会　
2020年12月1日　岡山県生涯学習センター
・「自分の命を守り，人の命を助けよう！―南
海トラフ巨大地震から命を守る―」2020年
12月15日　舞子高校

【諸活動の記録】
・明日の防災教育プロジェクト代表（産学連
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
・佐用町まちづくり推進会議　顧問
・兵庫県学校防災アドバイザー
・兵庫県学校防災マニュアル改訂委員長

松山　雅洋

【諸活動の記録】
1．講演
・2020年8月22日　淡路地域ひょうご防災
リーダー講座「地域防災」淡路県民局
・2020年8月23日　西播磨地域ひょうご防災
リーダー講座「地域防災」西播磨県民局
・2020年9月14日　災害時要援護者支援研修
会「災害時要配慮者と避難所」兵庫県身体障
害者福祉協会
・2020年10月18日　講演会「コロナと避難
所」狩場台ふれあいまちづくり協議会
・2020年11月14日　講演会「命と共助の大切
さ」滋賀県甲賀市自治会
・2020年12月5日　ひょうご防災リーダー講
座「地域防災」兵庫県広域防災センター
2．地域貢献活動

・2020年7月～12月　神戸市北区堀越自治会　
兵庫県計画等策定支援事業　地区防災計画
の策定支援
・2020年12月～　兵庫県三田市けあき自主防
災会　兵庫県計画等策定支援事業　避難所
自主運営マニュアルの策定支援

安富　　信

【学会大会発表】
 社会貢献学会第11回大会発表「コロナ禍に
おける各国のトップの情報発信について」

【諸活動の記録】
・1月12日　環境省災害廃棄物検討委員会主
催シンポジウムでの講演
・1月22日　明石市コミュニティセンターで，
老人大学での講演「大災害から生き残るた
めに」
・2月5日　環境省災害廃棄物検討委員会・地
域間協調WG出席
・2月15日　防災ディベート大会審査委員
・3月3日　環境省災害廃棄物検討委員会出席
・7月2日　災害メモリアルアクションKOBE

企画委員会出席
・7月11日　人と防災未来センター減災報道
研究会準備会に顧問として出席
・7月29日　人と防災未来センター減災報道
研究会に顧問として出席
・9月2日　人と防災未来センター減災報道研
究会に顧問として出席
・9月18日　災害廃棄物シンポ（Zoom）
・9月19日　災害メモリアルアクション

KOBEキックオフミーティング
・10月26日　神戸学院大学付属高校授業「コ
ロナ禍の自然災害　命を守る情報とは」
（Zoom）
・10月29日　環境省災害廃棄物検討委員会
（Zoom）
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・11月20日　環境省災害廃棄物検討委員会・
地域間協調WG出席（Zoom）
・11月22日　災害メモリアルアクション

KOBE中間発表
・12月19日　社会貢献学会第11回大会で研
究発表，事務局長・理事長として理事会，
総会に出席

佐伯　琢磨

【論文（査読あり）】
・佐伯琢磨・柴田真裕・小笹誓子・前田緑：
親子参加型防災教育ワークショップの開
発，社会貢献学研究，第3巻第1号，pp.13-
20，2020年

【学会大会発表】
・佐伯琢磨：親子参加型防災教育ワーク
ショップの開発と実施について，社会貢献
学会大会，2020年
・神薗健士郎・竹宏明・佐藤優志・佐伯琢磨：
要介護者施設のための防災情報提供に関す
る予備的調査，社会貢献学会大会，2020年
・濵本尚実・大澤由真・谷井杏・佐伯琢磨：
非常用持ち出し袋で必要なもの，社会貢献
学会大会，2020年
・平野蓮太郎・大川将太郎・大久保宏剛・安
福翼・佐伯琢磨：日本にいる外国人のため
の防災情報提供に関する予備的調査，社会
貢献学会大会，2020年
・西島未希・浦拓郎・細川颯太郎・佐伯琢磨：
避難所の問題点と対応策について，社会貢
献学会大会，2020年

【諸活動の記録】
・2020年1月12日に，阪神・淡路大震災25年
記念1.17特別企画として，神戸学院大学が
実施する，子ども向け生涯学習（キャリア
学習）事業「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～」を，グランフロント大阪北館のナ
レッジキャピタルで実施．

江田英里香

【論文（査読あり】 
・「開発途上国の教育開発」NERC Journal 19-(1)　
2020年12月

【諸活動の記録】
・講演「私立大学の教員事情」（11月30日「大
学教育論」神戸大学）
・神戸学院大学現代社会学部主催　学生
フォーラム「with コロナのボランティア活
動」コーディネーター（12月19日神戸学院
大学）

・日本教育社会学会　研究委員会委員
・垂水区総務部まちづくり課「令和2年度垂水
魅力アップ活動助成」審査委員

・カンボジア基礎教育支援　特定非営利活動
法人　NGO活動教育研究センター

舩木　伸江

【論文（査読あり】 
・「わが国の学校における防災教育の現状と課 

題―全国アンケート調査の結果をもとに―」
（共著）防災教育学研究1-1　2020年9月 

【論文（査読なし】
・『「災害を報せる音」の防災教育プログラムの
提案』（共著）現代社会研究6　2020年3月

・「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）現代社会研 

究6　2020年3月
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【著書（共著）】
 教養としての防災ことはじめ（共著）　デザ
インエッグ　2020年5月

【諸活動の記録】
・2020年防災教育学会第一回大会（オンライ
ン開催）口頭発表セッションB座長　2020
年12月
・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

【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（～ 2020年3月）


