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岩本　茂樹

活動なし

梅川　由紀

【論文（査読あり）】
・「掃除機と電気冷蔵庫の普及を通してみる
ごみと人間の関係――高度経済成長期に着
目して」『年報人間科学』42: 31-45，2021年
3月31日．

【その他】
・「現代社会におけるモノ・ごみと人々の関わ
り方の特徴：フリマアプリ利用者への調査
から」日本学術振興会 科学研究費助成事業 

研究活動スタート支援（課題番号：21K20187），
2021年8月～ 2023年3月．
・専門社会調査士取得（第002738号），2021年
10月1日．

岡崎　宏樹

【著書（共著）】
・デュルケーム／デュルケーム学派研究会
著，中島道男・岡崎宏樹・小川伸彦・山田
陽子編『社会学の基本　デュルケームの論
点』学文社，2021年1月15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年生の学生らと，養父市・豊岡
市で活躍する人のインタビュー動画4作品
および「STILL A CHANCE」の楽曲・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2021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）．

【その他】
・みすず「読書アンケート」特集号（2021年1
月・2月合併号）
・「自著を語る『大会新企画の趣旨と経緯』」
（工藤保則と共著）『フォーラム現代社会学』
20号
・関西社会学会オンライン大会（2021年6月5
日 -6日，開催校：京都産業大学）：研究活動
委員長として企画運営．
・ソシオロジ編集代表：200号・201号・202
号，および通巻200号記念『ソシオロジ200
号のあゆみ』の刊行．

清原　桂子

【講演等】
・「男女共同参画のこれまで，そして，これか
ら」（基調報告，及びパネルディスカッショ
ン・コーディネーター），神戸学院大学「男女
共同参画推進宣言」5周年フォーラム，KPC1・
KAC・ZOOMハイブリッド，12月17日

【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

1 年間の活動記録（2021 年 1 月～ 12 月）
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・兵庫県　震災25年「活かす」編纂委員会 委員

【報告書】
・「被災者の『今』の生きがいを支援するため
に」，「創造的復興の歩み～（公財）阪神・淡
路大震災復興基金記録誌～」所収，公益財
団法人 阪神・淡路大震災復興基金，7月

都村　聞人

【諸活動の記録】
・関西社会学会第72回大会シンポジウム「社
会学を高校生にも――〈市民〉を育てる実
践」企画・運営・司会（伊地知紀子・都村聞
人）　2021年6月6日（日）（京都産業大学
（オンライン開催））
・関西社会学会第72回大会運営（京都産業大
学（オンライン開催））　2021年6月5日（土）・
6日（日）
・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）　2021年8月3日（火）（神戸
学院大学（オンライン開催））

【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

永瀬　　圭

【論文（査読なし）】
・「夫婦の勢力関係および夫婦関係満足度の
規定要因――夫婦の社会経済的地位のバラ
ンスに注目して」松田茂樹・筒井淳也編『第
4回全国家族調査（NFRJ18）第2次報告書 第

1巻　夫婦関係』2021年，pp.12-26.

【学会大会発表】
・「夫婦の勢力関係および夫婦関係満足度の
規定要因――夫婦の社会経済的地位のバラ
ンスに注目して――」第31回日本家族社会
学会大会テーマセッション（1）（オンライ
ン開催）2021年9月4日．
・「夫婦の勢力関係の計量分析」第94回日本社
会学会大会（オンライン開催）2021年11月
14日．

中野　雅至

【著書（共著）】
・「なぜ若者は理由もなく会社を辞められる
のか」（扶桑社新書）

日髙　謙一

活動なし

前田　拓也

【学会大会発表】
・「介助が『できるようになる』とはどのよう
なことか――身体障害者の自立生活運動に
おける介助者の経験と語りから」，日本現象
学・社会科学会 第38回大会 シンポジウム
「現象学とエンパワメント」（於：オンライ
ン特設会場，2021年12月5日）

【諸活動の記録】
・特定非営利活動法人 あわじ寺子屋 理事

【その他】
・「ドクターストップ：当事者と医療者のパ
ワーバランスについて」（『「筋ジス病棟の未
来を考えるプロジェクト」病棟実態調査報
告書』，2021年10月15日）
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松田ヒロ子

【著書（共著）】
・松田ヒロ子『沖縄の植民地的近代：台湾へ
渡った人びとの帝国主義的キャリア』世界
思想社（3月）
・松田ヒロ子「帝国崩壊後の人の移動とエス
ニシティ：沖縄系の人びとを中心に」釡慶
大学校人文社会科学研究所『東北亜海域と
帰還：空間，境界，アイデンティティ』釡
慶大学校人文社会科学研究所（韓国・朝鮮
語で翻訳出版）

【論文（査読なし）】
・松田ヒロ子「高度経済成長期日本の軍事化
と地域社会：石川県小松市のジェット機基
地と防衛博覧会」『社会学評論』72巻3号
（査読有）

【学会大会発表】
・松田ヒロ子「帝国崩壊後の人の移動とエス
ニシティ：沖縄系の人びとを中心に」釡慶
大学人文韓国プラス事業団主催・第3回東
北アジア海域と人文ネットワークの国際学
術大会：東北アジア人文ネットワークの現
代的再編，2021年3月26日（韓国・釡山で
開催．ただしZOOMを利用してオンライン
で参加）
・松田ヒロ子「高度経済成長期日本の地域社
会とミリタリー・カルチャー：石川県小松
市のジェット機基地開設と防衛博覧会を中
心に」東京都立大学主催・第94回日本社会
学会大会，2021年11月13日（オンラインで
開催）

【諸活動の記録】
・松田ヒロ子「大学での授業実践から（話題提
供）」シチズンシップ共育企画主催・シティ
ズンシップ教育セミナー 2021「多文化共生

のためのシティズンシップ教育実践を考え
る」2021年12月18日（オンラインで開催）

【その他】
・Matsuda, Hiroko, “Borders and the Liminality 

of  the Japanese Empire” David Ambaras and 

Kate McDonald (eds) Bodies and Structures 

2.0: Deep-Mapping Modern East Asian History 

(https://bodiesandstructures.org/bodies-and-

structures-2/index, 2021年11月リリース )

山本　　努

【学会大会発表】
・山本努「集団（group），社会関係（social 

relation），社会（society）の概念再考――社
会学入門講義のために」西日本社会学会（オ
ンライン報告：2021.5）
・山本努・福本純子（福岡県立大学）「若者
（大学生）の原子力発電についての意識：研
究ノート（続）」西日本社会学会（オンライ
ン報告：2021．5）

【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

【その他】
・日本社会病理学会大会，神戸学院大学ポー
トアイランドキャンパスにてオンライン開
催（2021.3）
・日本社会分析学会出版企画『生活からみる
社会のすがた』（山本担当8章「都市的生活
様式の限界と農村的生活様式の切り崩し：
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都市と農村の社会分析のために」）意見交換
会報告（2021.9）
・神戸学院大学現代社会学部現代社会学科・
公開講座「「中国山地過疎農山村，瀬戸内の
島の地域事情：広島県三次市，庄原市，呉
市倉橋島の事例から―」（2021.10）（企画，
司会担当）

李　　洪章

【著書（共著）】
・松田素二・阿部利洋・井戸聡・大野哲也・
野村明宏・松浦雄介編『日常的実践の社会
人間学　都市・抵抗・共同性』山代印刷株
式会社出版部，2021年3月10日刊行（第16
章を担当）．

【論文（査読なし）】
・李洪章「インタビューにおける共同性を記
述すること」『コスモポリス』No.15: 77-80, 
2021年3月．

【諸活動の記録】
・2021年度同志社大学日朝関係史講座「在日
朝鮮人が「民族名」を名乗ること」コメン
テーター　2021年10月23日．

【その他】
・日本オーラル・ヒストリー学会　理事

伊藤亜都子

【論文（査読なし）】
・伊藤亜都子　地域社会学会ジャーナル発行
委員会「東日本大震災と地域社会学―阪神・
淡路大震災から見る―」地域社会学会『地域
社会学会ジャーナル（Journal of  JARCS）』
No.1，46-51頁，2021

【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
・地域社会学会　編集委員
・地域社会学会　理事

江田英里香

【著書（共著）】
・水本有香・江田英里香「海外研修の成果と課
題―フィリピンとカンボジアの事例から
―」『NERCジャーナル』Vol.20-1，2021年9月
・美並立人・江田英里香「カンボジアの就学
前教育ん関する保護者の状況」『NERCジャー
ナル』Vol.20-1，2021年9月

【論文（査読なし）】
・共著『SDGs時代の社会貢献活動　一人ひと
りができることとは』昭和堂，2021年4月

【学会大会発表】
・「家庭における防災学習に関する調査研究」
日本家庭教育学会第36回大会，2021年8月

【諸活動の記録】
・現代社会学会市民公開講座「アフガニス
タン，シリアを取材して―『テロとの戦い』
をみつめなおす―」司会，2021年10月22日
開催

【その他】
・「コロナ禍での子どもたちとの向き合い方」
『家庭フォーラム第31号』家庭教育学会，
2021年12月

佐伯　琢磨

【論文（査読あり）】
・佐伯琢磨：日本の災害時の避難所について
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の一考察，社会貢献学研究，第4巻第1号，
pp.33-42，2021．

【学会大会発表】
・佐伯琢磨：地震による重篤な負傷者の予測
のための人的被害程度の定義と予測手法の
高度化について，社会貢献学会大会，2021．
・安藤龍生・中邑泰貴・大島司耀・山田拓実・
岸本直樹・髙橋莉子・佐伯琢磨：学生向け
防災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，2021．
・西村亮紀・河田隼人・鶴田悠斗・船本裕大・
屋鋪侑司・佐伯琢磨：避難所とストレッ
サー～私たちにできること～，社会貢献学
会大会，2021．

【諸活動の記録】
・大丸神戸店との「地域社会の活性化と生涯
学習の振興に関する包括連携協定」に基づ
くプログラムとして「もとまち こども大
学」ワークショップ「地震の性質を学び・備
えよう！～地震計が教えてくれる地震のひ
みつ～」を，オンラインで実施（2021年7月
17日）．
・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（2021年10月2日）．

中田　敬司

【論文（査読なし）】
1．徳島県美波町由岐地区における簡易担架を
用いた避難について

 About a evacuation using a simple stretcher in 

the yuki district of  Minami town Tokushima 

Prefecture.（現代社会研究 2021 第7号　p36-55）

【学会大会発表】
1．熊本豪雨災害における電話再診による避難
所への薬剤配達システムについて

 （第26回日本災害医学会　東京　2021.3月 

シンポジウム　主演者）
2．低体温測定可能な体温計の有効活用につい
て

 （第26回日本災害医学会　東京　2021.3月
パネルディスカッション　主演者）
3．兵庫県神崎郡福崎町におけるハザードマッ
プの課題とその改善について

 （第12回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2021.12月　共同演者）
4．コロナ禍におけるボランティア活動につい
ての検討

 （第12回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2021.12月　共同演者）
5．神戸市に新型コロナウィルス感染症（第4
波）対応について

 （第12回　社会貢献学会　神戸学院大学　
一般口演　2020.12月　主演者）
6．新型コロナウィルスと災害対応について
 （第12回　社会貢献学会　神戸学院大学　
対談　2021.12月　座長）

【諸活動の記録】
◇講演会，研修会（一部・webも含む）
・「災害医療活動について」日本避難所支援機
構　2021年1月
・「災害医療活動について」徳島県看護学校卒
業講演　2021年2月
・「災害対応研修」山口県　2021年5月
・「災害対応研修」徳島県　2021年6月
・「災害対応研修」運輸労連　2021年6月
・「災害対応研修　係長研修」徳島県　2021年
7月
・「災害医療活動について」防府高校山口県　
2021年7月
・「災害医療活動について」ジャパンハート　
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2021年7月
・「行政機関における災害危機管理」高知県庁　
2021年8月
・「EARTH防災研修会」加東市　2021年8月
・「災害医療研修」三重県看護協会　2021年9月
・「災害医療研修」三重県市町事務組合　2021
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　2021年10月
・「災害医療研修」三重県看護協会　2021年11月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」西日本高速道路　2021年11月
・「九死に一生の科学　災害対策」大日本土木
（株）　2021年11月
・「災害医療活動について」ジャパンハート　
2021年12月
・「高知・防災フォーラム」高知市　2021年12月

【その他】
・広島市新型コロナウイルス対策本部　支援
活動　2021年1月～ 2月
・神戸市保健所新型コロナウイルス対策　支
援活動　2021年4月～ 6月
・内閣府 病院船有識者会議　2021年1月・2
月・3月
・内閣府 自衛隊艦艇等を活用した災害医療
活動訓練企画委員会　2021年6月・9月・11月
・医療コンテナ専門家有識者会議　2021年11
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」2021年9月から3回
・「兵庫県学校防災アドバイザー」2021年1
月・3月・12月

舩木　伸江

【著書（共著）】
・SDGs時代の社会貢献活動―ひとりひとり
が出来ることとは―（共著）　昭和堂　2021

年5月
・「もしも」にそなえて「今」できること　命を
つなぐ防災①そのときどうする？もしも災
害が起こったら【監修】偕成社　2021年1月
・「もしも」にそなえて「今」できること　命
をつなぐ防災②今日からできる！命をつな
ぐそなえ【監修】2021年4月
・「もしも」にそなえて「今」できること　命
をつなぐ防災③みんなで助けあう！ひなん
生活と復興【監修】2021年4月

【論文（査読なし）】
・災害時に臨機応変な行動をとれるようにな
る子どもを育てる～コロナ禍における訓練
事例から～（単著）兵庫教育（令和3年1月号）
・ローリングストック手法と災害時の栄養問
題を解決する知識を学ぶカード型アクティ
ブラーニング教材「家庭の食料備蓄につい
て学ぼう！」の開発（共著）防災教育学研究
1-2　2021年3月
・もうひとつの被災―大災害の当日生まれの
青年の苦しみと回復過程（共著）質的心理学
研究20巻　2021年3月
・災害の実体験を基にしたお話教材の授業分
析―学びの深まりと学習の主体性の観点か
ら―（共著）防災教育学研究2-1　2021年10月

【講演会】
・2021年5月10日　広島県呉市教育委員会防
災教育研修会
・2021年6月17日　神戸市公立保育所長研修
「防災教育について」
・2021年6月　神戸市立幼稚園講演会「幼稚
園における防災教育」
・6月23日　豊岡市立新田小学校　防災研修
・7月28日　朝来市立竹田小学校　防災研修
・9月29日　豊岡市立新田小学校　防災研修
・10月5日　呉市立天応小学校4年生「非常持
ち出し袋を考えよう」
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・10月13日　豊岡市立新田小学校　防災研修
・10月18日　神戸市立青山台こばと幼稚園防
災研修
・10月25日　兵庫県教委　防災教育推進指導
員養成講座（上級編）「各教科と防災教育」
・10月28日　神戸市公私合同保育所主任研修
「防災教育について」
・11月2日　岡山市女性防火クラブ研修会
・11月4日　呉市立天応小学校4年生「非常持
ち出し袋を考えよう」
・11月8日　　兵庫県教委　令和3年度第2回
阪神地区防災教育研修会
・11月10日　朝来市立竹田小学校　防災研修
・11月24日　豊岡市立新田小学校　防災研修
・11月26日　「特色ある学校づくり推進事業」
重点推進校　教育研究会　防災教育を中心
としたカリキュラムマネジメントの推進　
成徳小学校　パネルディスカッション　
ファシリテーター
・11月27日　「家庭の食料備蓄ローリングス
トックについて学ぼう！」大阪市中央区役所
・11月29日　「家庭の食料備蓄ローリングス
トックについて学ぼう！」大阪市中央区役所

【学会等活動】
・2021年防災教育学会第二回大会（オンライ
ン開催）口頭発表セッション座長　2021年
6月
・2021年12月11日　第46回 全国個を生かし
集団を育てる学習研究大会　研究発表ワー
クショップ「学校で実践！防災ゲーム」

【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

前林　清和

【著書（共著）】
●単著
・『日本災害思想史』神戸学院大学出版会　
2021年3月
・『災害支援士研修テキスト』日本災害対策支
援連合か　2021年3月
●共著
・『SDGs時代の社会貢献活動―一人ひとりが
できることとは―』（共著）昭和堂　2021年
4月

【論文（査読あり】
・「南海トラフ巨大地震を想定した防災教育
教材の研究開発―映像を使ったタイムライ
ン型教材―」（共著）防災教育学研究2-1　
2021年9月

【教材開発】
・「防災タイムアタック・津波が来る！」防災
学習ゲーム教材　明石スクールユニフォー
ムカンパニー　2021年10月
・JTB地震ワークノート「大地震と向き合う
―阪神・淡路大震災の教訓，南海・トラフ
巨大地震への備え」2021年12月

【学会大会発表】
・「家庭における防災学習に関する調査研究」
（共著）日本家庭教育学会第36回大会　2021
年8月
・「災害と祭に関する研究―魂・心性・身体性
の視点から―」（単著）身体運動文化学会第
26回大会　2021年10月
・「剣道選手のカウンセリング過程」指定討論
者　日本臨床心理身体運動学会大23回大会　
松本大学　2021年12月
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【講演会・研修会】
・「東日本大震災から10年―我々の役割とは
―」東播懇話会・春の例会　2021年3月
・「教育の方法」防火・防災教育担当者資格再
講習　神戸市防災講習センター　2021年7月
・「体験を重視し，地域に根差した防災教育と
は～発達年齢に応じた授業の例・内容・手
法等～」鴨庄小学校　2021年7月
・「防災教育と公民館―地域防災力の構築に
向けて―」・令和3年度 現代的課題対応研
修・公民館事業活性化研修会　福岡県立社
会教育総合センター　2021年10月
・「災害から児童・生徒を守るためにいまやる
べきこと―学校防災マニュアルの見直しに
ついて―」
令和3年度播磨東地区第2回防災教育研修会　
嬉野台生涯学習センター　2021年11月
・「子どもたちに生き抜く力を」鴨庄小学校，
「我がこと」として考える防災学習　2021年
11月
・「こどもが夢中になる防災学習―主体的・対
話的深い学びの具体的展開―」ぼうさいこ
くたい　釡石市
2021年11月
・「環境と災害―異常気象がもたらす大災害
について《市民・企業・行政の立場から》」
加古川市環境保全
研究会・環境講演会　2021年11月
・「教育の方法」防火・防災教育担当者資格講
習　神戸市消防学校　2021年11月
・「災害とSDGs」大坂女学院大学国際共生研
究所　公開講演会　2021年12月
・「講演会リーダーシップ論―良きリーダー
になるために―」令和3年度兵庫県消防学校
幹部教育「初級幹部科」2021年12月

【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
・非常時階段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
・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
・兵庫県防災教育推進連絡会　委員

松山　雅洋

【著書（単著）】
・消防研修第110号消防大学校「東日本大震
災の行政職員よる被災地支援」79頁～ 90頁　
総務省消防大学校　http://fdmc.fdma.go.jp/

investigation/docs/9-3.pdf

【学会大会発表】
社会貢献学会第12回大会
・森本佑弥　森山佳樹　緒方里帆　松山雅洋
「災害と孤立について」
・信川亮太　竹宏弥　永井理乃　新矢麻衣　
松山雅洋「災害時における要配慮者の支援
について」
・小山田遥　岡本尚也　田代将貴　原悠真　
松山雅洋「災害・防災に関する看板などの
表示について」

【諸活動の記録】
①委員会
・防災人材育成拠点・研修プログラム検討委
員会委員　兵庫県消防課（2021年6月14日～）
②講演
・2月13日　防災講演会「備えの大切さ」主
催：甲賀市大原自治振興会
・9月22日　神戸婦人大学校「防災基礎講座～
ゲームを通じて防災を学ぶ～」主催：神戸市
・11月11日　やまさき文化大学一般教養講座
「阪神淡路大震災から地震対策を考える」主
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催：宍粟市
生涯学習センター学遊館　
・12月18日　奈良県自主防災・防災リーダー
研修「避難所の設営と運営協力～住民によ
る災害時要配慮者の避難支援について～」
③ひょうご安全の日推進県民会議会計画等策
定専門家としての活動　兵庫県
・堀越自治会（神戸市北区有野町）地区防災計
画策定　2年7月～ 3年2月　
・筑紫が丘自治会（神戸市北区筑紫が丘）災害
時要配慮者個別支援計画策定　2年7月～ 3
年3月
・大和東4丁目自治会（川西市大和東）災害時
要配慮者個別支援計画策定　2年12月

水本　有香

【論文（査読あり）】
・「フィリピン・イフガオ州における自然災害
の傾向および対策―SDGsの視点から―」『社
会貢献学研究』第4号，2021年3月，pp.63-74.

【論文（査読なし）】
・「カンボジア国立公文書館におけるUNTAC

資料の現状」『現代社会研究』7号　神戸学
院大学現代社会学会　2021年3月，pp.56-67
・「海外研修の成果と課題―フィリピンとカ
ンボジアの事例から―」『NGO活動研究』20
巻1号，NGO活動教育研究センター，2021
年9月，pp.1-16

【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
・兵庫県立伊川谷学校設定科目「異文化交流」
授業（2021年6月17日）

安富　　信

【著書（共著）】
・「災害廃棄物管理ガイドブック」（廃棄物資
源循環学会編）

【学会大会発表】
・社会貢献学会発表「学生チャレンジプロ
ジェクトに挑戦する」

【諸活動の記録】
・1月26日　環境省災害廃棄物処理検討委員
会地域間協調ワーキンググループ（Web会議）
・2月3日，4日　環境省モデル事業山陰地方
検討委員会
・2月24日　環境省災害廃棄物処理検討委員
会地域間協調ワーキンググループ（Web会議）
・2月25日　人と防災未来センター減災報道
研究会（アドバイザーとして）
・2月25日　環境省災害廃棄物処理検討委員会
・5月31日　クローズアップ社会研究会キッ
クオフ会（神戸学院大）
・6月29日　ラジオ関西「プッシュ」出演
・8月16日　災害メモリアルアクション神戸
キックオフ（人と防災未来センター）
・8月25日　災害廃棄物処理講演（高知県，

Zoom）
・9月13日　災害廃棄物処理聞き取り調査（環
境省近畿事務所）
・10月17日　2018年西日本豪雨現地調査（岡
山県倉敷市真備町岡田地区）
・11月13日　災害メモリアルアクション神戸
学生発表（Zoom）
・11月21日　2018年西日本豪雨現地調査（神
戸市灘区篠原台）
・11月28日　2018年西日本豪雨現地調査（岡
山県倉敷市真備町岡田地区）
・12月18日　社会貢献学会発表（神戸学院大）

【その他】
なし


