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現代社会研究　第2号 （2016年）

 
1 年間の活動記録（2015 年 1 月～12 月）

現代社会学部

神戸学院大学現代社会学部震災20年行事
「よみがえった神戸～阪神・淡路大震災から20年　次世代へつなぐ復興の歩み～」

日時：2015年1月16日　15：00～18：00
場所：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

・震災直後の映像上映

・パネルディスカッション「先駆者の思いを次世代へ」
パネリスト：松山　雅洋　氏　（神戸学院大学　現代社会学部　客員教授）
　　　　　　河合　節二　氏　（野田北部まちづくり協議会・野田北ふるさとネット 事務局長）
　　　　　　高森　順子　氏　（阪神大震災を記録しつづける会　事務局長）
コーディネーター：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：前田　緑　　　　（神戸学院大学　現代社会学部　実習助手）

パネルディスカッション会場全体
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神戸学院大学現代社会学部公開講座
「阪神・淡路大震災と東日本大震災から何を学ぶか～現代社会学からの提言～」

日時：2015年12月4日　13：30～17：00
場所：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

【基調講演】
講演1　「2つの大震災から何を学び，何を創り上げていくか～社会学の観点から～」

似田貝　香門　氏（東京大学名誉教授，同大学被災地支援ネットワーク代表幹事）

講演2　「東日本大震災のいま～いかに長期的に向き合い続けるべきか～」
開沼　博　氏（福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任研究員）

【パネルディスカッション】
パネリスト：似田貝　香門　氏（東京大学名誉教授，同大学被災地支援ネットワーク代表幹事）

開沼　博　氏（福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任研究員）
金子　勇　氏（神戸学院大学 現代社会学部 現代社会学科 教授）
伊藤　亜都子　氏（神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授）

コーディネーター：清原　桂子　氏（神戸学院大学 現代社会学部 現代社会学科 教授）
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1 年間の活動記録（2015 年 1 月～12 月）

岩本　茂樹

著書（単著）
・『自分を知るための社会学入門』中央公論新
社、2015年4月

著書（共著）
・松永寛明・岩本茂樹「アプレゲールと不良」
山本武利監修、永井良和・松田さおり編 

『占領期生活世相誌資料 II　風俗と流行』新
曜社、2015年6月：134-170

岡崎　宏樹

論文（査読なし）
・「リズム論的思考（1）――社会学とクラーゲ
スのリズム論」『Becoming』No.34 BC出版　
2015年3月：98-132
・「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」『日仏社会学
会年報』第26号　2015年11月：69-90

学会大会発表
・「集合的沸騰の分析――溶解・拡大・連鎖」
日本社会学史学会大会　一般研究報告2　
2015年6月（京都大学）
・「文学からの社会学――作田啓一の理論と
方法」 日本社会学会シンポジウム「戦後日
本社会学の（再）発見――境界へのまなざし
／境界からのまなざし」における報告　
2015年9月（早稲田大学）

講演会
・「ポピュラー音楽の社会学――プレスリー、

ビートルズ、マイケル・ジャクソン、そし
て日本」京都カフェ大学#009　2015年4月

諸活動の記録
・現代社会学部のイメージソング「Begin, 

With KOBE」の2015年バージョンと学生参
加の映像作品を制作．作品をDVD化し，
YouTubeでも動画を公開　2015年4月
・「親子と大学生の歌と遊びのつどい」（神河
町児童館）を清原ゼミ・日高ゼミ・岡崎ゼ
ミの合同で開催：ゲストミュージシャンは
アヤヲ&山田明義　2015年6月
・Google社スタッフを招いて，シンポジウム
「地域×若者× ICT――神戸学院大学〈神河
プロジェクト2015〉の挑戦」を開催：ポート
アイランドキャンパスD号館　2015年7月
・〈神河プロジェクト2015〉にて，ミュージ
シャン、学生とともに音楽・動画作品を制
作：「たからもの」他5作品の動画をYouTube

で公開　2015年8月
・展覧会「亀岡プロジェクト2015―Genus」 
に音楽作品を展示　2015年12月（亀岡商工
会館）

その他（メディア出演等）
・MAN WITH A MISSION Presents『WOWGOW 

TV SHOW』 2015年12月（WOWOWライブ）

金子　　勇

著書（単著）
・『「地方創生と消滅」の社会学』ミネルヴァ 

書房
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論文（査読なし）
・「大都市の児童虐待の比較分析」『現代社会
研究』創刊号：4-19
・「子育て共同参画社会」への提言　『月刊　

En-ichi』no.299：4-9
・「労働者福祉活動の意味と意義」JP労働組 

合『福祉型労働運動　第1回全国フォーラム
報告書』JP労働組合：4-9
・「リプライ　日本のアクティブエイジング」
北海道社会学会編『現代社会学研究』Vo.28：
73-76.

学会大会発表
・「都市の児童虐待比較研究」西日本社会学会　
2015年5月（山口県立大学）
・「児童虐待の大都市比較」関西社会学会　
2015年5月（立命館大学）
・「地方消滅から地方創生へ」北海道社会学会　
2015年6月（旭川大学）
・「地方消滅から地方創生へ――日本賦活の
条件」日本社会学会　2015年9月（早稲田 

大学）

講演会
・「労働者福祉活動の意味と意義」日本郵政 

グループ労働組合第1回全国フォーラム　
2015年5月

諸活動の記録
・札幌市子ども子育て会議（2015年3月，9月）
・兵庫県庁男女共同参画会議（2015年3月，9
月，12月）
・日本学術振興会審査会（2015年7月，9月，
12月）

神原　文子

著書（単著）
・「社会システムとしての家族」清水新二・ 

宮本みち子編著『新訂　家族生活研究―家
族の景色とその見方―』放送大学教育振興
会　2015年3月：69-88
・「生活者と家族ライフスタイル」清水新二・
宮本みち子編著『新訂　家族生活研究―家
族の景色とその見方―』放送大学教育振興
会　2015年3月：173-194

論文（査読なし）
・「重複差別―被差別部落の子づれシングル
女性の場合―」『現代社会研究』創刊号　神
戸学院大学現代社会学会　2015年3月：74-
91
・「被差別部落の子づれシングル女性の実態
を捉える―兵庫県被差別部落女性の実態調
査より―」『ひょうご部落解放』vol.157　
ひょうご部落解放・人権研究所：4-14

講演会
・「子づれシングルと子どもたち―日本の現
状からいかに脱するか―」　2015年2月（豊
中市男女共同参画センター）
・「子育ち・個育て・社会のしくみ」子育てな
んでもダイヤル　2015年2月
・「子どもの人権を守るとは」徳島県主任児童
委員研修　2015年2月
・「これからの人権教育・人権啓発の課題は 

なにか」洲本市人権教育定期総会　2015年
5月
・「ひとり親家庭の親子が生き生きと暮らせ
るために」香川県母子寡婦福祉連合会高松
支部　2015年5月
・「子どものこれからとおとなの役割」子育て
なんでもダイヤル　2015年5月
・「男女共同参画とは」宝塚市立男女共同参画
センター　2015年6月
・「ひとり親世帯の経済状況と支援策―子づ
れシングルと子どもたち―」枚方市民生委
員児童委員協議会　2015年6月
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・「みんな違って、みんなアリ～多様化する家
族～」奈良県女性センター　2015年6月
・「変容する現代家族 ～多様な家族のあり方
を考える～」兵庫県立男女共同参画セン
ター　2015年7月
・「ひとり親家庭を支援するために―その現
状から支援策を学ぶ―」湖南地区就労支援
相談員等実践講座　2015年7月（栗東市役
所）
・「なぜ、日本のシングルマザーは貧困なの
か？」稲美町教育委員会　2015年8月
・「ひとり親家族の現状と課題」大阪府人権 

協会　2015年8月
・「ひとり親家族の現状と課題―求められる
支援について―」滋賀県社会福祉協議会　
2015年8月
・「子どもたちの人権意識を育むために」西 

脇市日野地区人権教育研究協議会　2015年
9月
・「父子家庭の生活課題とその支援」大阪府 

母子寡婦福祉連合会　2015年9月
・「ひとり親家族の現状から母子寡婦福祉団
体のあり方を考える」奈良県母子寡婦福祉
連合会　2015年9月
・「女性の貧困はなぜ？」NPO法人ウィメン
ズネットこうべ　2015年10月
・「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―」姫路市人権啓発 

センター　2015年11月
・「女性の貧困」NPO法人ウィメンズネット
こうべ　2015年12月
・「男女共同参画から女性の生き方と貧困を
考える」子育てなんでもダイヤル　2015年
12月

諸活動の記録
・枚方市男女共同参画推進審議会　2015年2
月，3月，7月，10月
・公益財団法人　梅が枝中央きずな基金　理

事会　2015年2月，6月
・大阪市同和問題有識者会議　2015年3月
・公益法人　滋賀県人権教育研究協議会　
2015年7月，10月，12月
・奈良県子どもの貧困対策会議　2015年7月，
9月，11月
・奈良市ひとり親家庭自立促進計画推進会議　
2015年8月
・大阪市における人権に関する市民意識調査
検討委員

その他
・NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・
関西理事長
・豊岡市における男女共同参画に関する市民
意識調査のアドバイザー

清原　桂子

著書（共著）
・「被災者の生活復興」、公益財団法人ひょう
ご震災記念21世紀研究機構『翔べフェニッ
クス II～防災・減災社会の構築～』同機構　
2015年1月：257-282
・「政府の対処：防災対策推進検討会議」 
『「国難」となる巨大災害に備える～東日本
大震災から得た教訓と知見～』ぎょうせい　
2015年9月：238-239

論文
・「生きがいと役割を取り戻すための協働」
『災害時の生活復興に関する研究～生活 

復興のための12講～』公益財団法人ひょう
ご震災記念21世紀研究機構　2015年3月：
162-170
・「生活復興総合プログラムと平時からの事
前シナリオ」（室崎益輝氏と共同執筆）　同
上　2015年3月：173-177
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研究ノート
・「震災復興と社会教育・生涯学習」『現代社
会研究』創刊号　神戸学院大学現代社会学
会　2015年3月：130-136

講演会
・「阪神・淡路大震災、東日本大震災津波の教
訓を後世へ」（岩手県知事・兵庫県知事と鼎
談）　岩手県　2015年1月（神戸国際会議場）
・「国際協力を通じた防災・人材育成につい
て」（パネリスト）独立行政法人国際協力機
構（JICA）・公益財団法人ひょうご震災記念
21世紀研究機構・兵庫県　2015年1月（神
戸ポートピアホテル）
・「生涯学習と地域活動～これまでとこれか
ら～」公益財団法人兵庫県生きがい創造協
会いなみ野学園　2015年1月（兵庫県いな
み野学園）
・特別番組「東日本大震災から4年」（コメン
テーター）　KFB福島放送　2015年3月
・「被災者の生活支援と健康づくり」（国連防
災世界会議パブリックフォーラム総合
フォーラム第3セッション）復興庁　2015
年3月（せんだいメディアテーク）
・「災害復興と学生ボランティア」（国連防災
世界会議パブリックフォーラム「復興に関
わる学生ボランティアと大学の役割」）大学
間連携災害ボランティアネットワーク他　
2015年3月（仙台市市民活動サポートセン
ターセミナーホール）
・「災害時に『女性力』を活かすために」岡山
県　2015年8月（岡山県男女共同参画推進
センター）
・「女性の活躍と、ワーク・ライフ・バランス
の推進」、財務省神戸税関、2015年8月（神
戸税関研修所神戸支所）
・「防災・減災のまちづくりと男女共同参画」
神戸学院大学・大阪市立総合生涯学習セン
ター　2015年9月（大阪市立生涯学習セン

ター）
・「阪神・淡路大震災と東日本大震災にみる生
活復興の課題」、毎日放送ラジオ「ネット
ワーク1・17」　2015年10月
・「今後の活動で、誰とどんな連携が必要か」
日本NPOセンター「未来をデザイン！女性
と描く復興とこれからの地域社会」2015年
12月（宮城県大崎市旅館大沼）

委員会委員等
・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
・文部科学省「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」
委員　2015年3月
・兵庫県「ひょうご女性の活躍推進会議」発 

起人　2015年7月
・ひょうご女性未来会議代表（兵庫県立男女
共同参画センター）　2015年5月，11月

冊子・報告書等
・「協働を進めるために～必要な「場」「仕組
み」「人」～」毎日新聞　2015年3月
・「国際協力を通じた防災人材育成について」

JICA関西国際防災研修センター「災害の 

教訓とこれからの国際協力」（阪神・淡路大
震災復興20年特別シンポジウム報告書）　
2015年3月：16-22
・「アツい協働　明日をつむぐ～阪神・淡路大
震災から20年～」報告書、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・兵庫県、2015年9月：58-63，74-75，86

中野　雅至

著書（単著）
・日本資本主義の正体（幻冬舎）
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論文（査読なし）
・「終身雇用制度」はどこへ向かうのか（オム
ニマネジメント　日本経営協会）

講演会
・大学など様々なところで講演

諸活動の記録
・テレビ・ラジオ出演など

中村　　恵

論文（査読なし）
・「ホワイトカラーの技能とその継承～キャ
リア形成の視点から～」『現代社会研究』創
刊号　神戸学院大学現代社会学会　2015年
3月：92-114
・「「女性のもう一つのキャリア」再論―古典
的企業内キャリア概念の再検討」『キャリ 

アデザイン研究』VOL.11　2015年9月：151-
158

講演会
・「女性のさらなる活躍のために何が本当に
必要か」キャリアプランニング大学～女性
のためのE-NEプロジェクト　兵庫県雇用
開発協会　2015年6月

諸活動の記録
・日本キャリアデザイン学会理事・会長
・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」コーディネーター
・市内学生の市内就職を促進するための政策
研究およびモデル事業コーディネーター
（神戸市）

国，都道府県の審議会委員会
・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
（兵庫県）　2015年3月，9月
・生涯現役社会実現環境整備事業提案書技術
審査委員会（兵庫労働局）　2015年3月
・中長期的なキャリア形成を支援をするため
のキャリアコンサルティング等の実施審査
委員会（兵庫労働局）　2015年3月
・民間活用によるキャリア・コンサルティン
グ等就職支援事業に係る企画書評価委員会
（兵庫労働局）　2015年4月
・兵庫地域訓練協議会（兵庫労働局）　2015年
9月
・兵庫県職業能力開発審議会委員（兵庫県）　
2015年11月
・豊岡市経済成長戦略プロジェクト雇用分科
会座長（豊岡市）　2015年11月

学会論文査読者
・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

諸活動の記録
・2015年度 関西学院大学第1回先端研ワーク
ショップ 報告「ダイアローグ：ケアする者
とされる者との関係性について考える――
障害者の介助を『やってみる』/『はたらき
ながらしらべること』をめぐって」　2015
年4月
・「あなたの『道具』になりたくて」，『困って
るズ！』（株式会社シノドス）　2015年9月
25日配信
・「障害者と介助」「障害者のセクシュアリ
ティ」「ノーマライゼーション」「障害者の
所得保障」（項目執筆）比較家族史学会編
『現代家族ペディア』弘文堂　2015年11月
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松田　ヒロ子

論文（査読なし）
・「書評　引揚者を帰還移民として捉えると
いうこと」『関西学院大学先端科学研究所 

紀要』第12号　2015年3月：93-97

学会大会発表
・「東北アジアの現在と仲介人・境界人を語る
ことの困難：琉球列島と台湾を中心に」 
ワークショップ『＜間にあるもの＞の現代
史』　2015年3月（埼玉大学東京ステーショ
ンカレッジ、東京都）
・“Okinawan Labor Migration in Japanese 

Colonial Empire: On Taiwan and Micronesia”, 
Annual Conference of  the Association for 

Asian Studies　2015年3月 (Sheraton Chicago 

Hotel&Towers in Chicago, IL, U.S.A.)

・“Okinawan Medicine and Migration to Colonial 

Taiwan”, The 9th International Convention of  

Asian Scholars　2015 年 7 月 (The Adelaide 

Convention Centre, Adelaide, Australia) 

諸活動の記録
・日本社会学会　国際交流委員会・委員
・“Introduction to My Research: Okinawan 

Migration and the Japanese Colonial Empire”
静岡県立大学グローバル地域センター「次
世代のアジア研究：研究・学術交流を考え
る」2015年8月（静岡県立大学）

都村　聞人

論文（査読なし）
・「学校外教育の活動タイプと支出格差」 『現
代社会研究』創刊号　神戸学院大学現代社
会学会　2015年3月：115-129

学会大会発表
・「子育て世帯の収入とゆとり」日本教育社会
学会第67回大会　2015年9月（駒澤大学）

研究会報告
・「子育て世帯の収入とゆとりに関する基礎
的分析」　SSM2015第1回関西地区研究会　
2015年8月（関西学院大学）

諸活動の記録
・高大連携授業「データから見る教育と社会」
2015年1月（神戸学院大学附属高等学校）

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
1年生の家庭教育調査」メンバー

李　　洪章

論文（査読なし）
・「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――」『三田社会学』第20号　三田
社会学会　2015年7月：22-37

諸活動の記録
・「20世紀東アジアをめぐる人の移動と社 

会統合」（科学研究費補助金・基盤研究A）
内の「長い70年代」研究班の運営と企画を
担当

その他
・同胞学生チャレンジフォーラム「在日朝鮮
人運動に対する提言募集」論文審査員　
2015年12月
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浅野　壽夫

講演会
・「One Village One Product」フィリピン　イフ
ガオ州立大学観光学科　2015年2月
・「Japan’s　ODA」JICA研修「病院管理コース」
聖マリア大学　2015年6月
・「Social Capital～Mutual Aid System」フィリ
ピン　イフガオ州立大学人文系　2015年8月
・「Local Revitalization」フィリピン　イフガオ
州立大学人文系　2015年8月
・「Japan’s International Cooperation」フィリピ
ン　イフガオ州立大学院　Cross Border　
Program　2015年8月
・「Japan’s ODA」JICA研修「病院管理コース」
聖マリア大学　2015年11月

諸活動の記録
・フィリピンイフガオ農村社会における相互
扶助システムの調査（フィリピンイフガオ
州立大学　ロイナス准教授との共同）　
2015年8月
・条件不利益地域（棚田）を通じた相互扶助 

システムの調査（フィリピンイフガオ州立
大学　ロイナス准教授との共同）　2015年
11月

その他
・コラム「佐用町の経験を災害人類学の立場
から」『震災被災者と足湯ボランティア　
「つぶやき」から自立へと向かうケアの試
み』生活書院　2015年8月

伊藤　亜都子

論文（査読なし）
・「仮設住宅・復興公営住宅と地域コミュニ
ティ」『都市問題』後藤・安田記念東京都市
研究所　2015年1月号：27-32

学会大会発表
・パネルディスカッション「災害時に力を発
揮できるための防災教育のあり方」国連防
災会議パブリック・フォーラム　2015年 

3月
・パネルディスカッション「阪神・淡路大震
災と東日本大震災から何を学ぶか～現代社
会学からの提言」神戸学院大学現代社会学
会公開シンポジウム　2015年12月

講演会
・「コミュニティと防災」神戸市シルバーカ
レッジ　2015年1月
・「地域防災力の向上にむけて」大阪市立総合
生涯学習センター　2015年9月

その他
・「今後の神戸市の人口動態に関する有識者
会議」報告　神戸市企画調整局　2015年3
月
・「神戸2020ビジョン策定に向けた有識者検
討会議」報告　神戸市企画調整局　2015年
5月
・『今後の神戸市の人口動態に関する有識者
会議報告書』　2015年7月
・「日本地域政策学会　第3部会コミュニ
ティ・NPO」司会　2015年7月
・「災害メモリアルアクションKOBE」委員　
人と防災未来センター　2015年6月，7月，
10月

中田　敬司

著書（単著）
・DMAT標準テキスト（第2版改訂版）　へる
す出版　2015年3月：111-115

論文（査読なし）
・「日本における災害医療の新たな課題とそ
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の対策について」『現代社会研究』創刊号　
神戸学院大学現代社会学会　2015年3月：
20-42
・「JICA国際緊急援助隊医療チームの活動と
交流分析」『交流分析研究』第40巻第1号　
2015年6月：4-13

学会大会発表
・「東京五輪開催中の首都直下地震と急性期
医療資源の検討」第20回日本集団災害医学
会　2015年2月（たましんホール）
・「8/30広域医療搬送訓練における広島空 

港（域外拠点）での活動と課題」第20回日 

本集団災害医学会　2015年2月（たましん
ホール）
・「災害時における医療ロジスティクスの 

教育・訓練について」第20回日本集団災害
医学会・パネルディスカッション　2015年
2月（たましんホール）
・「第2回東日本大震災被災地を会場とした大
規模ロジスティクス研修」第20回日本集団
災害医学会・パネルディスカッション　
2015年2月（たましんホール）
・「日本DMATにおけるロジスティクス機能
強化のための地方研修会の在り方」第20回
日本集団災害医学会　2015年2月（たまし
んホール）
・「動画配信サービス【You Tube】を使用した

DMAT中国ブロック新EMIS研修の試み」 
第20回日本集団災害医学会　2015年2月 

（たましんホール）
・「動画配信サービス【You Tube】を使用した

DMAT中国ブロック新EMIS研修の試み 

第2報」第20回日本集団災害医学会　2015
年2月（たましんホール）
・「ダリトメソッド」と災害医療におけるロジ
スティクスについて」第20回日本集団災害
医学会・ランチオンセミナー　2015年2月
（たましんホール）

講演会
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」大阪府トラック協会　2015年
1月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」ほか　本田技術研究所　2015
年2月，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　2015年5月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害 

の根本原因―」飛騨労働基準協会　2015年
6月
・「行政機関における災害危機管理」高知県庁　
2015年8月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」埼玉県建設業労働災害防止協
会　2015年9月
・「事後の100策より事前の1策―労働災害の
根本原因―」港湾労働災害防止協会　2015
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　2015年10月
・「行政機関における災害危機管理」福山市・
倉敷市合同研修　2015年11月

諸活動の記録
・「JICA中米防災研修」JICA関西　2015年1月
・「国際緊急援助医療チーム導入 /中級研修企
画運営」　2015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」　2015年5月から17回
・「災害医療従事者研修」　2015年3月，10月，
12月
・「DMAT広域医療搬送・技能維持・実働訓練
（広島県・中国ブロック含む）」　2015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）」　2015年3月，7月，9月，
12月
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・「第6回防災・社会貢献ディベート大会企
画・運営」　2015年2月
・国連防災会議（仙台市）　パブリックフォー
ラム　2015年3月

審議会・委員会
・「日本集団災害医学会　理事会」　2015年 

2月，5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」　2015年 

2月，5月
・「JICA国際緊急援助隊感染症チーム作業部
会委員　委員会　会議」　2015年9月
・「JICA国際緊急援助隊医療チーム総合調整
部会委員　アドバイザー」　2015年3月，9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

著書（単著）
・『住民主権型減災のまちづくり―阪神・淡 

路大震災から学び、南海トラフ地震に備え
る―』ミネルヴァ書房　2015年8月

論文（査読なし）
・「大規模災害に備えた「減災」対策は住民 

主権型まちづくりから」『第8回「災害対策
セミナー in神戸」』公益社団法人　日本技術
士会近畿支部　2015年1：4-7
・「神戸の震災復興事業と区画整理～「創造的
復興」推進の立役者～」『区画整理士会報』
No.173　一般社団法人　日本土地区画整理
士会　2015年3月：47-53
・「「減災」対策におけるリスク分担のあり方
について」『現代社会研究』創刊号　神戸学
院大学現代社会学会　2015年3月：43-55
・「阪神・淡路大震災における密集市街地で 

の被災と創造的復興」『日本地震工学会 

誌』No.25　公益社団法人　日本地震工学会　
2015年6月：19-24
・「「都市計画の母」と「まちづくりの母」に感
謝」『区画整理』58巻10号　一般社団法人　
街づくり区画整理協会　2015年10月：72

学会大会発表
・「阪神・淡路大震災の復興事業の神戸市の政
策決定の評価」2015年度日本行政学会研 

究会　2015年5月（沖縄県那覇市男女共同
参画センターてぃるる）

講演会
・「減災対策は住民主権型まちづくりで」第 

8回災害対策セミナー in神戸　一般社団法
人日本技術士会近畿支部　2015年1月
・「行政職員として災害に備えよう」一宮市職
員研修会　2015年2月（愛知県一宮市）
・「住民主権型まちづくりで「減災」対策に取
り組もう」第9回神戸市民夏季防災大学　
2015年9月（神戸学院大学）
・住民主権型まちづくりで「減災」対策に取り
組もう」平成27年度大阪市総合生涯学習セ
ンター・神戸学院大学連携公開講座　2015
年10月
・「災害復興における住民主権型まちづくり
―建設コンサルタントの役割」建設コンサ
ルタント協会第45回近畿支部資質向上研修
会　一般社団法人建設コンサルタント協会　
2015年11月
・「災害支援の現状　学生ボランティアに期
待すること」災害支援ボランティア報告会　
神戸学院大学ボランティア活動支援室　
2015年12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　2015年
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2月，3月，9月，12月
・加東市都市計画審議会　2015年2月，7月，
12月

前林　清和

著書（共著）
・前林清和・木村佐枝子他『カウンセリング
マインドによる教育』トゥエンティワン　
2015年3月
・前林清和・江田英里香他『アクティブラー
ニング―理論と実践―』デザインエッグ　
2015年4月

論文（査読有）
・「スポーツとボランティア」『身体運動文化
研究』20巻1号　身体運動文化学会　2015
年4月：1-9
・「武士道にみる社会貢献の思想」『NGO活動
研究』12･13-1　NGO活動教育研究センター　
2015年：27-36

論文（査読なし）
・「災害ボランティア―その勃興と現状およ
び課題―」『環境技術』44巻5号　2015年5
月：262-267

学会大会発表
・シンポジウム「語らい「臨床の創造―個を鍛
える」パネリスト　2015年12月（大阪府立
大学）
・神戸・防災フォーラム「理論と復旧の現場
から真のBCPを学ぶ」コーディネーター　
神戸市　2015年3月
・第3回国連防災世界会議パブリックフォー
ラム「災害時に力を発揮できるための防災
教育のあり方」パネリスト　仙台市　2015
年3月

講演会
・JICA研修中米防災対策コース「避難所運営
の管理について」JICA関西　2015年1月
・防災講座＜地域防災リーダー養成＞「災害
図上訓練」　姫路市南大津公民館　2015年 

1月
・国際貢献研究会研修「国際ボランティア」 
神戸市　2015年1月
・国際貢献研究会「地球環境」神戸市　2015
年2月
・神戸市消防局中級幹部研修「人の上にたつ
ということ―良きリーダーになるため 

に―」神戸市消防学校　2015年4月
・国際貢献研究会研修「人権について考える」
神戸市　2015年6月
・神戸市防火教育担当資格者再講習「教育の
方法」神戸市消防局　2015年7月
・防災講座＜地域防災リーダー養成＞「避 

難所開設の進め方」姫路市南大津公民館　
2015年8月
・兵庫県消防学校幹部教育「リーダーシップ
論良きリーダーになるために」兵庫県消防
学校　2015年11月

諸活動の記録
・身体運動文化学会「創立20周年記念国際大
会」実行委員　2015年7月
・国際協力機構（JICA）国際緊急援助隊　隊員　
ミッションマネジメント班，講師
・特定非営利活動法人NGO活動教育研究セ
ンター　理事長（カンボジア基礎教育支援）

安富　　信

講演会
・「大災害で生き残るために」　2015年1月 

（しあわせの村シルバーカレッジ）
・「自主防災会と防災士の関係」　2015年2月
（兵庫県広域防災センター）
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・「神戸学院大学と地域連携」　2015年2月 

（香川大学）
・「四日市大学フォーラム　地域力アップの
ために」　2015年2月（四日市大学）
・「京都市消防局講演会　地域の防災力とは」　
2015年3月（京都市南区役所）
・「西宮市自主防災会講演会　地域の防災力
あっぷのために」　2015年3月（西宮市役所）
・「人と防災未来センター公務員研修春期　
効果的な広報とは」　2015年6月（人と防災
未来センター）
・「横浜市立大学の子ども応援プロジェクト
でマスコミとは」　2015年7月（横浜市立 

大学）
・「佐賀県防災トップセミナー　台風接近で
のタイムラインと記者発表」　2015年8月
（佐賀市ホール）
・「人と防災未来センター公務員研修秋期　
戦略的な広報とは」　2015年10月（人と防
災未来センター）
・「神高クラブ講演会　阪神淡路大震災から
20年　これまで、そしてこれから」　2015
年10月（神戸高校同総会館）
・「滋賀県消防学校講演会　現場広報とは」　
2015年11月（滋賀県消防学校）
・「兵庫消防署講演会　大災害で生き残るた
めに」　2015年11月（兵庫区役所）
・「減災報道勉強会・関西なまずの会講演　阪
神淡路大震災から21年マスコミは進化した
か？」　2015年12月

諸活動の記録（メディア出演など）
・ラジオ関西「阪神淡路大震災から20年　マ
スコミは進化したか」　2015年1月
・さんだ防災リーダーの会諸活動、役員会、
防災倉庫点検、防災訓練参加など1月～12
月まで約20回
・国連防災会議ワークショップなどのコー
ディネーター　2015年3月

・ラジオ関西「出番です！林編集長」準レギュ
ラーコメンテーター　月に数回出演　2015
年4月～ 12月
・人と防災未来センター公務員研修図上訓練
指導講師　2015年2月
・三田市危機管理条例制定委員会委員　2015
年3月まで，4月に危機管理監設置などを 

答申
・神戸市危機管理委員会委員　2015年4月 

まで
・減災報道勉強会「関西なまずの会」京都大 

学防災研究所阿武山地震観測所での合宿勉
強会　2015年9月

中山　　学

論文（査読有）
・Kawamata, Y., Nakayama, M., Towhata, I.  

and Yasuda, S. 2016, “Dynamic Behaviors of  

Underground Structures in E-Defense Shaking 

Experiments.” Soil Dynamics and Earthquake 

Engineering, 82: 24-39.

論文（査読なし）
・「安全・安心な都市空間形成を目指して～都
市高架橋からのアプローチ～」『現代社会研
究』創刊号　神戸学院大学現代社会学会　
2015年3月：56-73

学会大会発表
・「地下空間の有効活用に役立つ人材育成の
ための調査事例（その2）」平成27年度土木
学会全国大会第70回年次学術講演会　2015
年9月（岡山大学）

講演会
・「実務者のための耐震設計入門：実践編」土
木学会 地震工学委員会主催　2015年11月
（土木学会本部）
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諸活動の記録
・「KOBE 子ども大学プロジェクト　液状化
現象を実験してみよう！」　2015年2月（グ
ランフロント大阪，ナレッジキャピタル）
・「KOBE 子ども大学プロジェクト　アーチ
橋をつくって力の分散を体験してみよ
う！」　2015年8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」「都市型水害体験装置」「津波体
験装置」を展示　2015年9月19日～10月18
日，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）
・土木学会　地下空間シンポジウム開催　
2015年1月（早稲田大学 国際会議場）
・土木学会　液状化対策工法見学会開催　潮
来市　2015年7月
・土木学会　東北地方被災地学習ツアー開催　
2015年9月
・土木学会　全国大会研究討論会開催　2015
年9月（岡山大学）
・土木学会　全国大会学術発表会 参加・発表　
2015年9月（岡山大学）
・土木学会　地下浸水シンポ開催　2015年10
月（岡山大学）

その他
・（公財）土木学会　地震工学委員会親委員会　
常任顧問

 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　委員長 防災小委員会　委
員長
・（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
・災害から子どもを守る研修会　滋賀県庁　
2015年2月
・第2回尼崎市防災セミナー　尼崎市　2015
年11月
・兵庫県教育委員会　丹波地区第1回防災教
育研修会　2015年11月

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

その他
・「防災教育チャレンジプラン実行委員」内 

閣府
・防災まちづくり大賞　審査委員　総務省
・兵庫県教育委員会学校防災アドバイザー
・放送番組審議会　審議委員　ラジオ関西
・神戸市教育委員会　学校防災アドバイザー
・神奈川県座間市立座間小学校　学校防災ア
ドバイザー
・京都府京田辺市松井ケ丘小学校　学校防災
アドバイザー
・京都府京田辺市大住中学校　学校防災アド
バイザー

水本　有香

著書（共著）
・『阪神・淡路大震災資料集1　住吉の記録「住
中と水」』住吉学園・住吉歴史資料館　2015
年3月：9-17，24-28，34-35

講演会
・「フィリピン共和国イフガオ州における 

海外研修の成果と課題」共同研究会大学が
できる国際協力の総合的研究　2015年10月
（天理大学地域文化研究センター）
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諸活動の記録
・「災害時に力を発揮できるための防災教育
のあり方」第3回国連防災世界会議パブリッ
ク・フォーラム　2015年3月（東京エレク
トロンホール宮城）
・高大連携事業「異文化交流授業」　2015年6
月　（兵庫県立伊川谷高校）

その他
・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

江田　英里香

著書（共著）
・前林清和・江田英里香他『アクティブラー
ニング―理論と実践―』デザインエッグ　
2015年4月

講演会
・神戸学院大学附属高等学校2年生対象講義
『世界の多様性と格差』

諸活動の記録
・学内教育助成『学内通貨―タイムバンキン
グ―を通じた相互扶助とネットワークのシ
ステム構築』実施
・高大連携『国際化と世界の多様性』2015年
9月–2月（鈴蘭台高等学校）
・学内団体『ママパパお助け隊』実施
・特定非営利活動法人NGO活動教育研究セ
ンター事務局（カンボジア基礎教育支援）


