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現代社会研究　創刊号 （2015年）

 
1 年間の活動記録（2014 年 1 月～12 月）

現代社会学部

神戸学院大学現代社会学部開設記念シンポジウム
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス（2014年7月12日）
・基調講演「格差社会の現状と課題」
 講演者：橘木　俊詔　氏（京都女子大学客員教授，京都大学名誉教授，前日本経済学会会長）
・パネルディスカッション「現場で何が起こっているのか」
パネリスト： 山地久美子　氏（特定非営利活動法人 神戸まちづくり研究所 副理事長／大阪府立

大学 客員研究員）
 森本　満夫　氏（株式会社ノエビア 管理部）
 佐藤　　聡　氏（メインストリーム協会 事務局長／ DPI［障害者インターナショ

ナル］日本会議 常任委員）
 妹尾　協子　氏（株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル　シニア 

コンサルタント／神戸学院大学 客員教授／防災士）
 吉椿　雅道　氏（特定非営利活動法人CODE海外災害援助市民センター 事務局長）

 コーディネーター： 松田ヒロ子（神戸学院大学 現代社会学部 現代社会学科 准教授）
   安富　　信（神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授）
 司会進行：岩本　茂樹（神戸学院大学 現代社会学部 現代社会学科 教授）

会場全体 橘木　俊詔　氏　基調講演
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1 年間の活動記録（2014 年 1 月～12 月）

岩本　茂樹

講演会
・「社会学への誘い」島本町教育こども部生涯
学習課　2014年10月
・「社会学からみる文学の世界」　2014年12月
（神戸学院大学）

岡崎　宏樹

論文
・「ポピュラー音楽の社会学」　『全訂新版 現
代文化を学ぶ人のために』世界思想社　
2014年8月：132-46

学会大会発表
・「社会学と哲学―パースペクティブとディ
シプリンを考えるために」日本社会学会大
会シンポジウム「古典と現代―社会学にお
けるデュルケーム学派の今日的意義」　
2014年11月（神戸大学文学部）

講演会
・「京都スタジアムとコミュニティの活性化
―スポーツの社会的効果をめぐる考察」京
都学園大学・亀岡市共同研究発表会　2014
年3月（ガレリアかめおか響ホール）

諸活動の記録
・「アクティブ現社2014」の一環としてクリス
マス・コンサートを開催：出演・山田明義
（Vo）・花田えみ（Key）・いっきょんゴール
ド（Vo）　2014年12月（神戸学院大学ポート
アイランドキャンパスC号館）

その他
・「京都スタジアムとコミュニティの活性化
―スポーツの社会的効果をめぐる考察」 
『亀岡大規模スタジアム研究会 報告書』
2014月3月
・現代社会学部のイメージソングとミュー
ジック・ビデオ「Begin with, Kobe」を制作・
YouTubeで公開　2014年4月

金子　　勇

著書（単著）
・『「成熟社会」を解読する』ミネルヴァ書房　
2014年3月：1-290
・『日本のアクティブエイジング』北海道大学
出版会　2014年8月：1-301

論文（査読有）
・「綜合社会学としての都市的世界研究」『社
会分析』41号 日本社会分析学会　2014年3
月：1-18

論文（査読なし）
・「得意を活かす高齢者活動」『国民生活』2014
年1月号　国民生活センター：18-19．
・「長寿県の健康づくり～長野県の事例か
ら～」『国民生活』2014年2月号　国民生活
センター　2014年2月：18-19．

講演会
・「少子化と子育て共同参画社会づくり」全国
知事会　2014年7月
・「日本のアクティブエイジング」北海道伊 

達市役所　2014年10月
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その他
・「札幌市子ども・子育て会議」　2014年5月，
9月，10月，11月
・「札幌市社会福祉審議会」　2014年10月
・神戸学院大学土曜公開講座「高齢者の健康
づくりと生きがい」　2014年7月

神原　文子

著書（単著）
・『子づれシングルと子どもたち―ひとり親
家族で育つ子どもたちの生活実態―』明石
書店　2014年3月：1-276

論文
・「『家族戦略論』アプローチの有効性と限界」
『家族社会学研究』26-1　日本家族社会学
会：45-52

学会大会発表
・「しつけにおける体罰と愛情と―その功 

罪―」関西社会学会大会　2014年5月（富山
大学）
・「『複合的な差別』を実証する試み」日本家族
社会学会大会　2014年9月

講演会
・「子づれシングルの生きづらさと向き合う」　
2014年2月（四日市市四日市男女共同参画
センター）
・「子づれシングルと子どもたち―ひとり親
家族は今―」　2014年4月（滋賀県庁）
・「男女共同参画社会における女と男，妻と夫
の関係は」　2014年5月（高槻市男女共同参
画センター）
・「子どもたちが希望を持って生きていける
社会にするために～ひとり親家庭の現状を
通して～」福井県人権教育指導者研修会福
井県庁主催小浜市　2014年6月

・「男女共同参画が子どもの未来を拓く」豊岡
市人権市民講座　2014年6月（豊岡市役所）
・「草津市民の人権教育人権啓発の課題は何
か―「人権同和問題」に関する市民意識調査
をふまえて―」　2014年7月（草津市役所）
・「子ども18歳の壁を乗り越える―課題は何
か？パート II」母子のつどい大阪府母子寡
婦連合会主催　2014年7月（クレオ大阪）
・「子づれシングルの実態調査から～人権同
和教育を考える～」　2014年7月（益田市教
育委員会）
・「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―」　2014年9月（姫路
市役所）
・「同和人権問題の学習と啓発の課題は何
か～複数の自治体における人権意識調査を
ふまえて～」愛媛県隣保館連絡協議会主催　
（伊予市松前総合文化センター）2014年9月
・「ひとり親家庭の支援について考える―当
事者団体の立場から―」全国民生委員児童
委員連合会　2014年9月（舞子ビラ）
・「子づれシングルが直面する生活の現状と
支援」鳥取県男女共同参画センター主催米
子コンベンションセンター　2014年11月
（鳥取とりぎん文化会館）

諸活動の記録
・大阪市同和問題有識者会議　2014年1月
・大阪府個人情報保護審議会　2014年1月，3月
・大阪市教育相談センター教育相談推進会議　
2014年3月
・滋賀県こども若者審議会　2014年3月，9月
・奈良市ひとり親家庭支援策評価委員会　
2014年8月
・大阪人権ネットワーク理事会　2014年5月，
12月
・枚方市男女共同参画推進審議会　2014年8月
・NPO法人しんぐるまざあずふぉーらむ　関
西理事長
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清原　桂子

著書（共著）
・『生活復興のための15章』公益財団法人 

ひょうご震災記念21世紀研究機構（復興庁
委託研究）　2014年3月：6-9，44-45，72-73，
92-95，96-99

講演会（主なもの）
・「阪神・淡路大震災の経験と教訓をつなぐ」　
2月（盛岡市）
・「より女性が輝く職場へ」　7月（丹波市）
・「恒久住宅移行期の被災者の生活復興」　7
月（宮城県），7月（岩手県）
・「震災と男女共同参画」（「四国羅針盤」番組
出演）　7月（NHK松山放送局）
・「女性の活躍促進に向けた地方自治体にお
ける取り組み」　8月（徳島県）
・「防災・減災の地域づくりと人権」　9月（加
古川市）
・「防災・減災，復興に女性の力を」　11月（兵
庫県）
・「アツい協働　明日をつむぐ」　11月（兵庫
県・神戸新聞社・公益財団法人ひょうご震
災記念21世紀研究機構）
・「防災・復興における女性の参画とリーダー
シップ」第3回国連防災世界会議プレシンポ
ジウム　12月（内閣府）
・「未来へ伝える女性たちの復興支援」　12月
（尼崎市）

諸活動の記録
・東日本大震災被災地における復興円卓会議
（被災者・支援者・行政等のラウンドテーブ
ル）　9月（仙台市，石巻市），10月（盛岡市，
釡石市，大槌町），10月（福島市，郡山市）

審議会等委員
・「男女共同参画会議基本問題・影響調査専門
調査会」内閣府　2月，3月

・「公民館等を中心とした社会教育活性化支
援プログラム審査・評価委員会」文部科学
省　2月，5月，10月
・「HFA（兵庫行動枠組）研究会」兵庫県　5
月，9月，11月
・「防災・復興フォーラム実行委員会」兵庫県　
6月，11月
・「災害時の生活復興に関する研究会」公益財
団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構　
5月，7月，10月，12月

雑誌・報告書等
・「『今』を生きがいをもって暮らすために」
『月刊地域支え合い情報』NPO法人全国コ
ミュニティライフサポートセンター　4月号
・「『人』の力とネットワークはなくならない」
同上　5月号
・「場所から始まる『つながり』」同上　6月号
・「特別報告：東日本大震災生活復興プロジェ
クト」『第3回自治体災害対策全国会議報告
書』公益財団法人ひょうご震災記念21世紀
研究機構　8月
・「防災・減災，復興の基盤としての『学び』」
『Hem21研究レター第25号』公益財団法人
ひょうご震災記念21世紀研究機構　9月

中野　雅至

著書（単著）
・『食える学歴』扶桑社　2014年3月：1-239
・『腹が据わった公務員になる！』朝日新聞出
版　2014年4月：1-280
・『ニートだった私がキャリア官僚から大学
教授になった人生戦略』ソフトバンククリ
エイティブ　2014年4月：1-176
・『右傾社会ニッポン』ディスカバー　2014年
10月：1-279
・『ニッポンの規制と雇用』光文社　2014年11
月：1-267
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著書（翻訳されたもの）
・『天下りとは何か』（講談社現代新書）が韓
国語に翻訳されて，韓国の小花出版から出
版　2014年5月

学会大会発表
・「政官関係と意思決定システム」日本行政学
会総会シンポジウム「政府の統治構造と意
思決定メカニズム」報告　2014年5月（東海
大学）

講演会
・政党・地方自治体・大学薬学部関連で講演

諸活動の記録（メディア出演など）
・「ちちんぷいぷい」（毎日放送）
・「Voice」（毎日放送）
・「あさパラ！」（讀賣テレビ）
・「たかじんのマネー」（テレビ大阪）
・「論破王」（関西テレビ）
・「明石屋テレビ」（毎日放送）
・「MBS選挙特番」（毎日放送）
・「ちちんぷいぷい正月特別版」（毎日放送）

その他
・神戸市の情報通信機器選定関連で公職

中村　　恵

著書（共編著）
・日本キャリアデザイン学会監修『キャリア
デザイン支援ハンドブック』ナカニシヤ出
版　2014：1-250（担当ページ：7-8，23-24，
61-62，63-64）

論文（査読なし）
・「不具合に誰が対処するのか―グローバル
化する職場とキャリア教育」『キャリアデザ
イン研究』VOL.10　2014年9月：231-240

学会大会発表
（1）会長講演
・「「女性のもうひとつのキャリア」再論～古
典的企業内キャリア概念の再検討～」日本
キャリアデザイン学会第11回研究大会　
2014年9月（東京家政大学板橋キャンパス）

（2）シンポジウム討論者
・「キャリアデザインにおける産学協働の在
り方」WACE世界大会（19th World Conference 

of  Cooperative & Work-Integrated Education）
in Kyoto プレ大会　2014年8月（京都産業大
学むすびわざ館）

（3）報告論文コメンテーター
・村上由紀子（早稲田大学）「多国籍企業にお
ける研究開発者の海外派遣が知識の移転に
与える影響」，宮本 大「（同志社大学）研究
開発者の仕事相談ネットワークの形成とそ
の効果―電気機械製造業のケース―」日本
労務学会第44回全国大会　2014年7月（北
海学園大学豊平キャンパス北海商科大学）

講演会記録
・「日本のキャリア形成方式の特徴と女性の
キャリア形成支援」関西経済連合会　2014
年12月

諸活動の記録
・兵庫県雇用開発協会評議員
・神戸いきいき勤労財団評議員選定委員会委
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「女子学生等キャリア
プランニグ支援事業」コーディネータ
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その他
国，都道府県の審議会委員会
・川西・丹波一体的実施事業企画書評価委員
会　2014年3月（兵庫労働局）
・豊岡市経済成長戦略プロジェクト雇用分科
会座長　2014年3月
・長期失業者等総合支援事業企画書評価委員
会　2014年5月（兵庫労働局）
・就職・自立促進講習企画書評価委員会　
2014年6月，8月（兵庫労働局）
・障害者雇用促進企業・ひょうご障害者ハー
ト購入企業等の認定に関する意見聴取会　
2014年9月
学会論文査読者
・労務研究（日本労務学会）
・キャリアデザイン研究（日本キャリアデザ
イン学会）

前田　拓也

学会大会発表
・「『世話する人』になる―障害者の自立生活
と介助者のライフヒストリー」

 第30回日本解放社会学会大会　2014年9月
（関西学院大学）

諸活動の記録
・第65回関西社会学会大会　若手企画「文化
労働と労働文化―その緊張関係を問う」コ
メンテーター　2014年5月
・第11回障害学会大会　大会シンポジウム
「同化と他者化，アイデンティティの語りと
表象をめぐる問い―本土 /沖縄，健常 /障害」
コーディネーター　2014年11月

松田ヒロ子

著書（共著）
・『沖縄の教師像：数量・組織・個体の近代史』

榕樹書林　2014年3月：1-435（担当箇所：
315-357）

論文（査読なし）
・“Book Review on The Okinawan Diaspora in 

Japan: Crossing the Borders Within” ‘Japan 

Forum’ Vol.26 No.3 2014年5月：410-412

学会大会発表
・Modernizer, Invader, or the Hero of  International 

Exchange?：Re-narrating the Okinawan 

Fishing Settlement in Colonial Taiwan 

 Annual Meeting of  North American Taiwan 

Studies Association　2014年6月University of  

Wisconsin, Madison

その他―学術研究会，シンポジウムにおける
討論者としての登壇記録
・曽根脩平氏「日本統治時代台湾におけるマ
ラリア防遏事業と衛生思想の普及につい
て：台南州のマラリア防遏を中心に」に対
するコメント

 シンポジウム名：東アジアの近代化と台湾
社会の変遷

 主催：台湾史研究会，台湾歴史学会
 大会会場：関西大学百周年記念会館
 日時：2014年8月
・島村恭則（編）『引揚者の戦後』新曜社の書
評

 シンポジウム名：「戦争が生み出す社会：関
西大学先端社会研究所叢書『戦争が生み出
す社会』をてがかりとして」

 主催：戦争社会学研究会，関西学院大学先
端社会研究所

 大会会場：関西学院大学大阪梅田キャンパス
 日時：2014年9月
・Japanese “New Imperial History” in Comparative 

Perspective: The Cases of  Okinawan and 

Taiwanese Migrants
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 シンポジウム名：Migration, Colonization, and 

Histories of  the Nineteenth Century World

 主催：科学研究費助成事業基盤（C）「19世
紀イギリスの植民地間ヒト移動と帝国ネッ
トワークの形成」（研究代表者：吉村真美），
イギリス帝国史研究会

 大会会場：大学恊働利用施設UNITY

 日時：2014年12月
・Martin Dusinberre氏「『移民』と『植民』の狭
間における明治期の日本人労働者：『帝国 

国家』の再定義」と厳平氏「帝国大学・高等
学校における中国人留学生：第一高等学校
特設高等科の実体を中心に」に対するコメ
ント

 研究会名：環太平洋をつなぐエイジェン
シー：人，物，知の循環

 主催：科学研究費助成事業基盤研究（A）「20
世紀東アジアをめぐる人の移動研究」（研究
代表者：蘭信三）

 大会会場：上智大学四谷キャンパス図書館
 日時：2014年12月

都村　聞人

論文（査読なし）
・「子ども手当などの支給により教育費を増
やしたのはどのような世帯か？」『第2回学
校外教育活動に関する調査報告書』（ベネッ
セ教育総合研究所）2014年3月：1-10

学会大会発表
・「親の幼児へのかかわりは経済格差をこえ
るか？」（荒牧美佐子・都村聞人・田村徳
子・高岡純子・秋田喜代美・無藤隆）日本
発達心理学会第25回大会　2014年3月（京
都大学）
・「学校外教育の活動タイプと支出格差」日本
教育社会学会第66回大会　2014年9月（松
山大学）

・「子ども手当などの支給が教育費に与えた
影響」第87回日本社会学会大会　2014年11
月（神戸大学）

その他
・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

シンポジウム・研究会報告
・「在日朝鮮人のエスニシティ研究の動向と
展望」東京大学現代韓国研究センター特別
研究会　2014年2月（東京大学本郷キャン
パス）
・「朝鮮籍在日朝鮮人の「共和国」をめぐる語
り―ナショナル・アイデンティティ論の視
角から」2014年度三田社会学会シンポジウ
ム　2014年2月（慶応義塾大学三田キャン
パス）

伊藤亜都子

講演会
・「地域防災・震災復興と地域コミュニティ」
福島県教育委員会　2014年6月
・「防災は地域づくりから～みんなで考えよ
う～」　6月（高崎市六郷公民館）
・「減災講話シリーズ　地域防災のすすめ―
防災目線のコミュニティづくり―」神戸市
危機管理室　7月
・「地域における自主防災力の重要性」福島県
教育長県北教育事務所　9月
・「ひょうご防災リーダー講座　地域防災力
をあげるために」兵庫県　11月



現代社会研究　創刊号（2015年）

― 180 ―

諸活動の記録
・「非常持ち出し袋をつくってみよう！～も
しもの時，何が必要？？～」　2014年8月（グ
ランフロント大阪　ナレッジキャピタル）

その他
・「災害ボランティアぐんま　企画運営会議」
群馬県庁　2014年1月
・「群馬県開発審査会」群馬県県土整備部　1
月，2月，3月
・「群馬県再生可能エネルギー等導入推進基
金事業評価委員会」群馬県環境森林部　3月
・「今後の神戸市の人口動態に関する有識者
会議」神戸市企画調整局　7月，10月
・「高崎市公民館運営審議会」　2月，3月

中田　敬司

論文（査読有）
・‘Pattern Recognition Analysis of  Proton 

Nuclear Magnetic Resonance Spectra of  

Extracts of  Intestinal Epithelial Cells under 

Oxidative Stress’ “Journal of  Nippon Medical 

School”  Vol .81  No.4  2014年8月 Medical 

Association of  Nippon Medical School：236-247

学会大会発表
・「AW609による航空搬送とフライトCE」第
19回日本集団災害医学会　2014年2月（東
京フォーラム）
・「大規模災害における一般市民の医療支援
の在り方についての検討」第19回日本集団
災害医学会　2014年2月（東京フォーラム）
・「災害時における医療支援ロジスティクス
の教育・訓練について」第19回日本集団災
害医学会　2014年2月（東京フォーラム）
・“About education, training of  the medical 

logistics at disaster”  12th Asia Pacific 

Conference on Disaster Medicine (12th 

APCDM) 

・“Examination about the way of  the medical 

support of  the citizen at large-scale disaster” 
12th Asia Pacific Conference on Disaster 

Medicine (12th APCDM)　2014年9月（東京
ドームホテル）
・「岩手県立大槌病院仮診療所建設の課題と
今後」第5回社会貢献学会　2014年12月（神
戸学院大学）

講演会
・「ヒューマンエラーのいろいろ」津市役所　
2014年1月
・「組織論・リーダーシップ理論」長崎県看護
協会　2014年1月
・「JICA中米防災研修」JICA関西　2014年2月
・「行政機関における災害危機管理」山口県人
づくり財団　2014年5月
・「行政機関における災害危機管理」高知県庁　
2014年9月
・「JICA国際緊急援助隊医療チームの活動と
交流分析について」日本交流分析学会　
2014年9月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」奈良県労働基準協会　2014年
10月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」静岡県労働基準協会　2014年
10月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」全国産業労働安全衛生大会 

in 広島中央労働災害防止協会　2014年10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　2014年11月

諸活動の記録
・「国際緊急援助医療チーム導入 /中級研修企
画運営」　2014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」　2014年5月から17回
・「災害医療従事者研修」　2014年10月・12月
・「DMAT広域医療搬送・技能維持・実働訓練
（中国ブロック含む）」　2014年7月・8月・
11月
・「日本災害医療ロジスティック研修（岩手医
大・DMAT含む）」　2014年3月・7月・9月・
12月
・「広島土砂災害DMAT派遣オペレーション
広島県DMAT調整本部支援活動」　2014年8月
・「第5回防災・社会貢献ディベート大会企
画・運営」　2014年2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」　2014年7
月・2月
・「日本集団災害医学会評議員選出委員会会
議」　2014年11月
・「日本集団災害医学会DMATテキスト改訂
版編集委員会会議」　2014年11月

審議会・委員会
・厚生労働省DMAT検討委員会作業部会　
2014年2月
・国際緊急援助隊医療チーム総合調整部会　
2014年3月・9月
・国際緊急援助隊医療チーム総合調整部会研
修検討委員会　2014年4月・9月（機能拡充
班会議含む）
・兵庫県学校防災アドバイザー県立明石南高
等学校　2014年8月・12月
・FMちゅーぴーラジオ番組レギュラー出演
・東日本大震災復興支援番組「支えよう希望」　
毎月第4水曜日12回放送

中山　久憲

論文（査読なし）
・「阪神・淡路大震災の経験を南海トラフ地震
の備えに活かす」『区画整理士会報』No.170　

一般社団法人日本土地区画整理士会　2014
年9月：11-18

学会大会発表
・「阪神・淡路大震災における倒壊建物の公費
解体業務」日本建築学会神戸大会　2014年
9月（神戸大学国際文化学部）

講演会
・「東日本大震災　5年後，10年後のまちづく
りに向けて―神戸市の復興に向けた取組を
参考にして―」震災復興セミナー in 福島　
2014年1月　株式会社インソース
・「東日本大震災　5年後，10年後のまちづく
りに向けて―2つの震災復興が開く新時代
の扉―」震災復興セミナー in 仙台　2014年
5月　株式会社インソース
・「阪神・淡路大震災からの復興」私立大学図
書館協会　2014年6月
・「復興まちづくりの伝承―阪神・淡路大震災
の20年を振り返って」東京大学社会連携講
座　復興デザイン研究体　2014年7月
・「防災川柳―17文字から防災･減災を考えよ
う―」ポーアイ4大学連携推進センター　
2014年10月

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」　
2014年10月
・「加東市都市計画審議会」　2014年10月

前林　清和

学会大会発表
・「国際協力型サービスラーニングが育む人
材像とPPP―神戸学院大学の取り組み事 

例―」日本NPO学会第16回年次大会　2014
年3月（関西大学）
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・「ICカードとアプリを使った大規模災害時
の避難所管理システムの研究と開発」社会
貢献学会第5回大会　2014年12月（神戸学
院大学）
・「人間科学領域の協同の可能性を考える」身
体運動文化学会第19回大会　2014年12月
（常葉大学）

講演会
・「大規模災害時の心のケアについて」第9回
下京西部医師会病診連携委員会　2014年2月
・「大震災・大津波発生時の避難誘導・帰宅困
難者への対応」神戸・防災フォーラム実行
委員会，神戸安全ネット会議　2014年3月
・「よきリーダーを目指して」神戸市消防学校　
2014年4月
・「ライフデザインからみた社会貢献」国際貢
献研究会　2014年6月
・「教育の方法」神戸すまいまちづくり公社，
防火教育担当資格者再講習　2014年7月
・「実用的防災マニュアルの作成について」兵
庫県教育委員　2014年8月
・「アイデンティティの確立と心の病」国際貢
献研究会　2014年9月
・「機能拡充におけるミッションマネージメン
ト」国際緊急援助隊中級研修　2014年10月
・「南海トラフ大地震と避難訓練」兵庫県教育
委員会　2014年11月
・「良きリーダーになるために」兵庫県・兵庫
県消防幹部研修　2014年11月

諸活動の記録
・東日本大震災被災地石巻市でのボランティ
ア活動　2014年7月～ 8月
・カンボジアにおける基礎教育支援活動　
2014年1月～ 2014年12月
・117KOBEぼうさい委員会・委員・講師　
2014年9月～ 2014年12月

その他
・「寝屋川市防災会議専門委員会・委員長」　
2014年3月，5月，8月，10月，12月
・佐用町災害復興フォローアップ委員会・ 

委員
・兵庫県教育委員会学校・防災アドバイザー
・JICA国際緊急援助隊・研修実施検討会班員，
中級研修講師，緊急援助隊隊員
・神戸市垂水区社会福祉協議会平成26年度ベ
ルデ名谷課題解決システム構築支援業務，
ベルデ名谷プロジェクト会議，委員

安富　　信

講演会
・「高層住宅のコミュニティーを考える」三田
市狭間が丘自主防災会高層住宅の防災を考
える会　2014年10月

諸活動の記録
・兵庫県丹波市市島町，竹田地区でのボラン
ティア活動　2014年9月，10月，11月

その他
・「神戸市新型インフルエンザ対策有識者会
議」　2014年3月～ 6月まで3回
・「三田市危機管理条例制定審議委員会」　
2014年4月から12月まで計7回

中山　　学

論文（査読有）
・“E-Defense shaking test on large model of  

underground shaft and tunnels” IS-Seoul 2014, 
Key note, August 2014：25-27

論文（査読なし）
・「安心・安全な社会を目指して―過去から現
在そして未来へ繋ぐために―」『経営学部 
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創設10周年記念論集』神戸学院大学経営学
会　2014年3月

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」平成26年度土木学会全
国大会第69回年次学術講演会　2014年9月
（大阪大学）

講演会
・「歴史はくりかえされる～地震に強い社会
の実現を目指して～」　2014年8月（神戸学
院大学）
・「大災害発生時の心構えと対応 ～施工
面～」関西ライフライン研究会　2014年12月

諸活動の記録
・「KOBE 子ども大学プロジェクト　地震に
強い家をつくろう！」　2014年5月（グラン
フロント大阪，ナレッジキャピタル）
・大学都市KOBE！発信「安全・安心－暮ら
しと健康」「免震装置」を展示．2014年9月～
11月，期間内の土・日曜日に会場にて説明
（グランフロント大阪，ナレッジキャピタル）

その他
・（公財）土木学会　地震工学委員会
 親委員会　常任委員
 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
・（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

舩木　伸江

講演会
・「地域で行う防災教育」防災士研修講座　防
災士研修センター　2014年5月
・「コミュニティ防災と大学生の関わり」JICA

「コミュニティ防災（A）研修」　7月
・「防災教育教材～クロスロードの活用につ
いて」丹波地区第1回防災教育研修会　7月
・「大学職員のための避難所運営ワーク
ショップ」兵庫県立大学防災教育センター　
8月
・「防災教育の取り組みについて」神奈川県座
間市座間小学校行内研修　8月
・「コミュニティ防災と大学生の関わり」JICA

「コミュニティ防災（B）研修」　10月
・「防災教育の現状と課題」京都府綴喜地方
小・中学校教頭会研修会　11月

諸活動の記録
・JICA草の根事業「スリランカ国における持
続可能な「トラウマ・カウンセリングと融
合した防災教育」活動推進プロジェクト」プ
ロジェクト代表，スリランカ学校教員研修
・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

審議会・委員会
・「防災教育チャレンジプラン実行委員」内 

閣府
・「東日本大震災の被災地支援と防災教育の
推進」事業に係る学校防災アドバイザー　
兵庫県教育委員会
・「新たな神戸の防災教育推進事業」学校防 

災アドバイザー　神戸市教育委員会
・放送番組審議会　審議委員　ラジオ関西
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水本　有香

著書（共著）
・大国正美編著，水本有香他著『神戸謎解き
散歩』角川書店　2014年：283-285

論文（査読なし）
・「シリーズ　311からの歴史学　史料と展示　
東日本大震災に関する資料の現状」『歴史学
研究』No.922　2014年9月：32-35

諸活動の記録
・IRP国際復興フォーラム　2014年1月
・兵庫県丹波市土砂災害被災地でのボラン
ティア活動　9月
・阪神・淡路大震災からまもなく20年　国際
シンポジウム　阪神・淡路大震災から未来
へ　ワークショップ「震災資料」　11月
・東日本大震災被災地被災地宮城県名取市お
よび石巻市の仮設住宅でのボランティア活
動　12月
・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　1月–12月

江田英里香

学会大会発表
・「相互扶助の仕組みづくり―旧藤野町の地
域通貨を事例に―」社会貢献学会第5回大会　
2014年12月（神戸学院大学）

講演会
・「これからの社会貢献のかたち」神戸学院大
学土曜公開講座　2014年6月（神戸学院大
学有瀬キャンパス）
・「アジアと共に考える阪神・淡路大震災復興
の教訓」
・「阪神・淡路大震災から未来へ」実行委員会　

11月（神戸学院大学ポートアイランドキャ
ンパス）


