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はじめに

（1）�人間社会研究域教員構成，教員所属，職名等は平成28年10月1日現在とした。

（2）�人間社会研究域教員構成については，科学研究費の主たる申請分野にもとづき，職種毎に

五十音順で氏名を記載した。

（3）�研究業績は，本学人間社会研究域の教員によって公表された著書，論文，芸術・フィールドワー

ク，特許，口頭報告等をリストアップしたものである。



巻　頭　言

　平成27年度の＜金沢大学人間社会研究域研究業績集＞第１号の刊行に続き，このたび第2号を刊行す

ることになりました。

　電子データによる資料の公開が一般化するこの時代に，紙媒体でこうした研究業績集を刊行すること

に疑問を感じる方もおられるかと思います。しかし，本研究業績集では，冊子体ならではの効果を発揮

させるため，人間社会学域・研究域に所属する教員をそれぞれの教員の研究分野にしたがって，すなわ

ち人文学・社会科学・総合人文社会・情報学・環境学・複合領域・総合理工・数物系科学・化学・工学・生物学・

農学の研究分野別に配列いたしました。これによって，各研究分野における教員の専門や具体的な研究

テーマが一覧でき，金沢大学が戦略的に進める共同研究のためのシーズの発掘や，文系さらには文理融

合型の学際的研究シーズの発掘に威力を発揮するものと考えます。

　私自身は，電子データをパソコンで操作するのとは異なり，かえってこの厚くて重い研究業績集のペー

ジをめくりながら，自分の同僚が，知らない分野で様々な研究を行っていることを知る喜びを感じてい

ます。

　人間社会研究域は，人間科学系，歴史言語文化学系，法学系，経済学経営学系，学校教育系の５系に

わかれ，また附属の研究センターとして，国際文化資源学研究センターと地域政策研究センターがあり

ますが，こうした教員の所属する組織とは離れ，研究分野別に教員を配列してみると，本研究域は，社

会学・哲学・心理学・文学・歴史・言語・法学・政治学・経済学・経営学・教育・地域政策・環境・国際学等の

文系の専門領域をほぼ網羅しており，さらに専門は理系の分野にも広がっていることがわかります。人

間社会学域では，これら教員が人文学類，法学類，経済学類，学校教育学類，地域創造学類，国際学類

の６学類において，日々自らの専門領域の研究を生かしつつ学生の教育を行っており，この総合性が本

学域の強みとなっています。

　多くの世帯が集合して暮らすマンションでは，世帯を隔てるのは壁や天井だけなのですが，「隣は何を

する人ぞ」で近所付き合いもなく，隣家の職業や家族状況等，知らないことが多いものです。同様の状況

が実は大学においても見られます。例えば法学を研究しているといっても，その専門領域は，公法，民事法，

刑事法，行政法，労働法，社会保障法，環境法，知的財産法，法制史・・・とあり，同じ法学系の教員間であっ

ても個々の教員の専門領域や具体的な研究テーマを必ずしも詳細に把握しているわけではありません。

私自身授業において民法や環境法の講義をしていますが，研究テーマは不法行為法に関するものです。

　「隣の研究者」は○○を研究しているという理解が，教員の単なる個人的な興味や関心の域を超え，「隣

の研究者」から研究上の協力を得ることや，自分の研究に新たな視点を取り込むことを可能にするかもし

れません。

　この研究業績集の刊行を通じて，本学の人間社会研究域に属する教員のあいだで，また本学の理工研

究域や医薬保健研究域，さらには他大学や一般社会に対しても私たちの研究成果が周知され，研究の発

展ならびに社会貢献の一助となることを願ってやみません。

��������������������������人間社会研究域長　

������������������������������樫　見　由美子
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人間社会研究域教員構成
研究域長（併任）　教　授　樫見　由美子

研究分野別教員構成
◆人文学
哲　学
教　授　　石黒　盛久 教　授　　三浦　　要 教　授　　森　　雅秀
教　授　　山本　英輔 准教授　　佐々木　拓 准教授　　清水　邦彦

芸術学
教　授　　安藤　常光 教　授　　江藤　　望 教　授　　大村　雅章
教　授　　小野　隆太 准教授　　浅井　暁子 准教授　　菅原　裕文

文　学
教　授　　和泉　邦子 教　授　　上田　　望 教　授　　志村　　恵
教　授　　杉山　欣也 教　授　　髙田　茂樹 教　授　　竹内　義晴
教　授　　西村　　聡 教　授　　山本　　卓 教　授　　山本　　一
教　授　　結城　正美 准教授　　飯島　　洋 准教授　　岩津　　航
准教授　　久保　拓也 准教授　　小原　文衛 准教授　　佐藤　文彦
准教授　　鈴木　暁世 准教授　　原田　　愛

言語学
教　授　　入江　浩司 教　授　　岩田　　礼 教　授　　粕谷　雄一
教　授　　加藤　和夫 教　授　　近藤　　明 教　授　　阪上　るり子
教　授　　髙山　知明 教　授　　西嶋　義憲 教　授　　新田　哲夫
教　授　　深澤　のぞみ 教　授　　守屋　哲治 准教授　　滝沢　雄一
准教授　　堀田　優子 准教授　　安永　大地 准教授　　ラントハーゲ，ザビーネ
助　教　　大江　元貴

史　学
教　授　　足立　拓朗 教　授　　黒田　　智 教　授　　田中　俊之
教　授　　中村　慎一 教　授　　中村　誠一 教　授　　根津　由喜夫
教　授　　能川　泰治 教　授　　野村　眞理 教　授　　平瀬　直樹
教　授　　藤井　純夫 教　授　　古市　大輔 教　授　　古畑　　徹
特任教授　　山形　眞理子 准教授　　安部　聡一郎 准教授　　上田　長生
准教授　　小林　信介 准教授　　堀内　隆行 准教授　　吉永　匡史
特任准教授　　秦　　小麗 特任准教授　　吉田　泰幸 特任助教　　久保田　慎二
特任助教　　長屋　憲慶

人文地理学
教　授　　伊藤　　悟 教　授　　神谷　浩夫 准教授　　中島　弘二
准教授　　吉田　国光 講　師　　宇根　義己



文化人類学
教　授　　鏡味　治也 教　授　　西本　陽一 准教授　　アベ，デヴィッド・キヨシ
特任助教　　田村　うらら 特任助教　　松村　恵里

◆社会科学
法　学
教　授　　足立　英彦 教　授　　石田　道彦 教　授　　稲角　光恵
教　授　　宇都宮　純一 教　授　　大友　信秀 教　授　　樫見　由美子
教　授　　合田　篤子 教　授　　齊藤　高広 教　授　　櫻井　利夫
教　授　　佐藤　美樹 教　授　　戸川　成弘 教　授　　永井　善之
教　授　　中村　正人 教　授　　名古　道功 教　授　　西村　秀二
教　授　　東川　浩二 准教授　　稲葉　実香 准教授　　鵜澤　　剛
准教授　　大貝　　葵 准教授　　長内　祐樹 准教授　　髙　　秀成
准教授　　小島　陽介 准教授　　永江　　亘 准教授　　羽賀　由利子
准教授　　平川　英子 准教授　　福本　知行 准教授　　舟橋　秀明
准教授　　本間　　学 准教授　　丸本　由美子 准教授　　宮本　誠子
准教授　　棟居　徳子 准教授　　村上　　裕 准教授　　山崎　友也

政治学
教　授　　岡田　　浩 教　授　　仲正　昌樹 教　授　　西村　　茂
准教授　　木村　高宏 准教授　　中野　涼子 准教授　　ビートン，アンドリュー
准教授　　フォックス，セナン・ジェームズ 准教授　　山本　竜大 講　師　　河合　晃一

経済学
教　授　　碇山　　洋 教　授　　加藤　峰弘 教　授　　佐無田　光
教　授　　武田　公子 教　授　　中島　健二 教　授　　藤澤　美恵子
教　授　　弁納　才一 教　授　　前田　　隆 教　授　　正木　　響
准教授　　東江　日出郎 准教授　　塩谷　雅弘 准教授　　加藤　篤行
准教授　　佐藤　秀樹 准教授　　瀬尾　　崇

経営学
教　授　　佐藤　清和 教　授　　澤田　　幹 教　授　　白石　弘幸
教　授　　竹島　貞治 教　授　　平田　　透 教　授　　柳　　在圭

社会学
教　授　　高橋　涼子 教　授　　田邊　　浩 教　授　　轟　　　亮
教　授　　森山　　治 准教授　　岩本　健良 准教授　　小澤　裕香
准教授　　小林　大祐 准教授　　眞鍋　知子 助　教　　小熊　　仁

心理学
教　授　　岡田　　努 教　授　　小島　治幸 教　授　　谷内　　通
准教授　　浅川　淳司 准教授　　荒木　友希子 准教授　　原田　克巳



教育学
教　授　　大井　　学 教　授　　折川　　司 教　授　　河田　史宝
教　授　　小林　宏明 教　授　　篠原　秀夫 教　授　　武居　　渡
教　授　　田邊　俊治 教　授　　土井　妙子 教　授　　松田　淑子
教　授　　松本　謙一 教　授　　村井　淳志 教　授　　鷲山　　靖
教　授　　綿引　伴子 准教授　　池上　貴之 准教授　　伊藤　伸也
准教授　　河合　隆平 准教授　　土屋　明広 准教授　　鳥居　和代
准教授　　平石　晃樹 准教授　　本所　　恵 准教授　　松田　洋介

◆総合人文社会
地域研究
准教授　　古泉　達矢 准教授　　佐藤　尚平

ジェンダー
准教授　　杉橋　やよい

観光学
助　教　　丸谷　耕太

◆情報学
情報学基礎
教　授　　寒河江　雅彦

◆環境学
環境創成学
教　授　　市原　あかね
准教授　　大野　智彦

◆複合領域
生活科学
教　授　　尾島　恭子 教　授　　寺沢　なお子 教　授　　山岸　雅子
准教授　　森島　美佳

科学教育・教育工学
教　授　　大谷　　実 教　授　　松原　道男

地理学
准教授　　青木　賢人 准教授　　林　紀代美

健康 ･スポーツ科学
教　授　　岩田　英樹 教　授　　佐川　哲也 教　授　　藤谷　かおる
教　授　　増田　和実 准教授　　奥田　睦子 准教授　　山田　　哲
准教授　　横山　剛士



子ども学
教　授　　滝口　圭子

文化財科学
特任助教　　覚張　隆史

◆数物系科学
数　学
教　授　　佐藤　秀一 教　授　　長谷川　和志 教　授　　山下　　浩

物理学
教　授　　辻井　宏之

地球惑星科学
教　授　　酒寄　淳史

◆化　学
基礎化学
教　授　　井原　良訓

◆工　学
機械工学
教　授　　佐々木　敏彦

建築学
准教授　　矢口　直道

◆生物学
基礎生物学
教　授　　川幡　佳一 教　授　　矢倉　公隆

◆農　学
境界農学
准教授　　林　　直樹





人  文  学
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  専門分野 
西洋政治思想史（イタリア），イタリア文化史（15-16世紀），マキアヴェツリの政治思想

  専門分野キーワード 
政治思想，ルネサンス，マキアヴェッリ，国家理性論，ボテーロ，文化史

  著書 
・�『マキアヴェッリとルネサンス国家』風行社，2009年

  共著，共編著，編著 
・�共著　『国際学への扉』風行社，2008年
・�共著　『近世軍事史の震央－人民の武装と皇帝の凱旋』　彩流社1992年
・�共著　『近代の超克』理想社，2009年
・�共著　『戦争と近代-ポスト・ナポレオン200年の世界』，2011年，社会評論社
・�共著　『国際学への扉』（改訂新版）　風行社

  翻訳 
・�単独訳　ジョバンニ・ボッテーロ『国家理性論』風行社，2015年
・�単独訳　『マキアヴェッリ』（戦略論体系　第13巻）　芙蓉書房　2011年
・�単独訳　バルベーロ　『ヨーロッパ近世軍事史－ルネサンスからナポレオン戦争まで』論創社，2013年
・�単独訳　「ダニエラ・コーリ著「マキアヴェッリ政治思想における現実とユートピア」－翻訳と解説」『金沢
大学教育学部紀要』57号，2008年。

・�単独訳　「G・ボッテーロ『国家理性論』(1589ヴェネツィア刊)�:�第3巻〜第4巻」『言語文化論叢』19号，
2015年。

・�単独訳　「翻訳と注解�G・ボッテーロ『国家理性論』(1589年ヴェネツィア刊)�第2巻第1章〜第10章」『金沢
大学人間社会学域学校教育学類紀要』7号，2015年。

・�単独訳　「翻訳と注解�G・ボッテーロ『国家理性論』(1589年ヴェネツィア刊)�第2巻第11章〜第17章」『金
沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』7号，2015年。

・�共訳　『マキアヴェッリ全集』第6巻（政治小論・書簡）筑摩書房
・�共訳　『マキアヴェッリ全集』補巻（研究，年譜・年表，索引）筑摩書房
・�単独訳　「翻訳と注解　G・ボッテーロ『国家理性論』（1589年ヴェネツィア刊）第1巻第11章〜第21章」『金
沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』6号，2014年。

・�単独訳　「翻訳と注解　G・ボッテーロ『国家理性論』（1589年ヴェネツィア刊）－序文並びに第1巻第1章
〜第10章」『言語文化論叢』18号，2014年。

・�「G・ボッテーロ『国家理性論』(1589ヴェネツィア刊)�:�第7巻」『言語文化論叢』20号，2015年。
・�単独訳　「ダニエラ・コーリ「ホッブスとマキアヴェッリにおける武力と法」」『世界史研究論叢』5号，2015
年。

・�単独訳　「翻訳と注解�G・ボッテーロ『国家理性論』(1589年ヴェネツィア刊)�第5巻」『金沢大学人間社会学
域学校教育学類紀要』8号，2016年。

・�単独訳　「翻訳と注解�G・ボッテーロ『国家理性論』(1589年ヴェネツィア刊)�第6巻」『金沢大学人間社会学
域学校教育学類紀要』8号，2016年。

  論文・研究ノート 
・�論文「ルネサンス・フィレンツェに於ける祝祭装飾と政治」『立正史学』　88号　2000年　査有
・�研究ノート　「ルネサンス後期の「君主論」と政治プロパガンダ」『地中海研究』25号　2000年　査有
・�論文「マキアヴェッリ政治思想と「自分で支配すること」(comandar�per�sè)」『北陸史学』51号，2002年　
査有

・�論文「N・マキアヴェッリと『メディア党に告ぐ』をめぐって　一五一二年の政変と『君主論』第九章」『日伊
文化研究』42号，2004年　査有

・�論文「ロレンツォ・デ・メディチと祝祭の「絶対主義」－16世紀フィレンツェ政治文化に関する一考察」『北

石黒　盛久　（イシグロ　モリヒサ）　教授
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陸史学』54号，2005年　査有
・�論文「マキアヴェッリの政治観と諸階級の葛藤－〈絶対的〉君主政に関する一考察」『社会文化史学』48号，
2005年，査有

・�書評　「マキアヴェツリの政治思想とルネサンス・フイレンツェ－鹿子生浩輝『征服と自由』を読む」『ノモ
ス』36号，2015年。

・�書評　「マキアヴェッリとナポレオンの間で－小倉欣一編『近世ヨーロッパの東と西』と近世共和政の射
程」『史境』53号，2003年。

・�研究ノート　「軍事思想家マキアヴェッリ－その過去と未来」『戦略論研究』5号，2009年。
・�論文「ピエロ・ソデリーニ政権(一五〇二－一五一二)の成立経緯と『君主論』第九章」『社会文化史学』50号，
2008年。

・�論文「『戦術論』における公民と君主�:�マキアヴェッリ軍事思想の多元性の解読」『立正西洋史』26号，2009
年。

・�論文「マキアヴェッリ政治思想とロレンツォ・デ・メディチ像の創出－『フィレンツェ史』第8巻の分析を中
心に－」『世界史研究論叢』4号，2014年。

・�論文「『君主論』と16世紀初頭フィレンツェの党派政治－ピエロ・ソデリーニ政権と〈市民的君主政〉」『金沢
大学教育学部紀要』57号，2007年。

・�論文「時はめぐりぬ｣(Les�temps�revient!)ーポッジョ･ア･カイアーノ山荘のフリーズ装飾と15世紀イタリ
アの君主観ー『金沢大学歴史言語文化学系論集』4号，2012年。

  その他 
・�書評　「将基面貴己『ヨーロッパ政治思想の誕生』」『社会思想史研究』2015年。
・�マキアヴェッリ研究の「根堀り論」と「先取り論」:解釈論のオセロ・ゲーム
・�フィレンツェ・ルネサンスをめぐる二冊の本
・�新刊紹介　「佐藤公美著『中世イタリアの地域と国家－紛争と平和の政治社会史』」『北陸史学』62号，
2014年。

・�書評　「笹倉秀夫著『政治の覚醒－マキアヴェッリ・ヘーゲル・ウエーバー』」『社会思想史研究』37号，
2013年。

・�書評　「バウズマ『ルネサンスの秋』」『図書新聞』3090号，2012年。
・�書評　「白幡俊輔『軍事技術者のイタリア・ルネサンス－築城・大砲・理想都市』」『史境』65号，2013年。
・�書評　「保立道久『義経の登場』」『北陸史学』59号，2012年。
・�文献紹介　「『ノルマン騎士の地中海興亡史』（山辺規子）」『戦略研究』8号，2010年。
・�文献紹介　「『ロレンツォ・デ・メディチ暗殺』（M・シモネッタ著）」『戦略研究』8号，2010年。
・�文献紹介　「『近代の超克-永久革命』（石塚正英・工藤豊編）」『戦略研究』7号，2009年。
・�文献紹介　「「フィレンツェの傭兵隊長ジョン・ホークウッド」（パストラレッチ著／和栗珠里訳）」『戦略研
究』7号，2009年。

・��“Un�liuto�dell’VIII�secolo�nel�tesoro�imperiale�giapponese:Il�«biwa�a�cinque�corde�in�sandalo�rosso,�
madreperla�e�tartaruga»[«螺鈿紫檀五弦琵琶»]”,�Liuto:�Rivista�della�societa�di�luto,�11,�2015.

・�書評　柴田平三郎著『中世の春－ソールズベリのジョンの思想世界』『史境』45号，2002年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「時はめぐりぬ(Le�temps�revient�!)：ポッジョ・ア・カイアーノのフリーズ彫刻と16世紀末の君主観」�　　　
ルネサンス研究会（2010年）

・�「マキアヴェッリ『戦術論』を読む
　�…〈新しい君主〉と16世紀イタリアにおける軍事技術の革命」　第34回　戦略研究学会定例研究会（2010
年）

・�「小シンポジウム　制度の政治思想史」（社会思想史学会　2015年度大会　　2015年）
・�「マキァヴェッリの政治思想とルネサンス・フィレンツェ／マキァヴェッリ研究の『根堀り論』と『先取り
論』－解釈論のオセロ・ゲーム－」（関西大学法学研究所シンポジウム2014年11月9日）

・�G・ボッテーロ『国家理性論』とマキアヴェッリ批判の射程」（第46回　ルネサンス研究会　2015年12月
12日）

・�“From�Machiavelli�to�Botero－�La�ragion�di�Stato(1589)�and�Principal�Characters�of�Italian�Political�Phi-
losophy�in�the�late�16th�Century（早稲田大学中世ルネサンス研究所シンポジウム　2016年9月17日）

・�「マキアヴェッリからボテーロへ－16世紀イタリア政治思想の特質」
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  専門分野 
哲学

  専門分野キーワード 
西洋古代哲学

  著書 
『パルメニデスにおける真理の探究』京都大学学術出版会，2011年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『哲学の歴史1（古代1）』内山勝利責任編集，中央公論新社，2008年。（分担：第Ⅱ章）
・�共著：『西洋哲学史再構築試論』渡邊二郎監修，昭和堂，2007年（分担：第11章）
・�共著：『イリソスのほとり──藤澤令夫先生献呈論文集』内山勝利・中畑正志編，世界思想社，2005年（分
担：第Ⅳ部第一章）

・�共著：『カルキディウスとその時代』西洋古代末期思想研究会編，慶應義塾大学言語文化研究所，2001
年（分担：第1章）

・�共著：『西洋哲学史の再構築に向けて』渡邊二郎監修，昭和堂，2000年（分担：第1章）

  翻訳 
・�単独訳：アリストテレス『気象論』（『新版アリストテレス全集6』所収）岩波書店，2015年。
・�単独訳：J・F・マテイ『プラトンの哲学──神話とロゴスの饗宴──』白水社，2012年。
・�共訳：G・S・カーク，J・E・レーヴン，M・スコフィールド『ソクラテス以前の哲学者たち』京都大学学術
出版会，2006年（分担：第8章，第9章，第14章）

・�単独訳：プルタルコス『モラリア11』京都大学学術出版会，2004年。
・�共訳：『ソクラテス以前哲学者断片集4』岩波書店，1998年。（分担：140〜178ページ）
・�共訳：『ソクラテス以前哲学者断片集2』岩波書店，1997年。（分担：124〜153，154〜178ページ）
・�共訳：『ソクラテス以前哲学者断片集1』岩波書店，1996年。（分担：4〜37，236〜267，284〜308，
351〜366ページ）

・�共訳：J・デリダ他著『現代フランス哲学12講』青土社，1986年（分担：63〜76ページ）
・�共訳：J・L・ナンシー著『エゴ・スム』朝日出版社，1986年（分担：109〜170，231〜294ページ）

  論文・研究ノート 
・�研究ノート：“Sur�l’identification�des�«Amis�des�Formes»�en�245E-249C�du�Sophiste�de�Platon”,『哲学・
人間学論叢』第7号，2016年。（査読無）

・�研究ノート：“Quelques�notes�sur�les�critiques�du�pluralisme�et�du�monisme�dans�le�Sophiste�de�Pla-
ton”,『哲学･人間学論叢』第6号，2015年。（査読無）

・�論文：「死の害悪に関する一考察」『哲学・人間学論叢』第5号，2014年。（査読無）
・�書評：「J.�Palmer,�Parmenides�and�Presocratic�Philosophy」『西洋古典学研究』岩波書店，第61号，
2013年。（依頼原稿）

・�論文：「｢自律的自己｣の起源について」『哲学・人間学論叢』第4号，2013年。（査読無）
・�論文：「「有る」とはどういうことか？──プラトン『ソピステス』における「有」論の射程をめぐって」『哲
学・人間学論叢』第3号，2012年。（査読無）

・�論文：「死は本当にわれわれにとって何ものでもないのか？──エピクロスに見る死の分析」『哲学・人

三浦　要　（ミウラ　カナメ）　教授
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間学論叢』第2号，2011年。（査読無）
・�論文：�「エピクロスにおける感覚と快楽」『哲学・人間学論叢』第1号，2010年。（査読無）
・�論文：「デモクリトスの倫理学説について」『金沢大学人間科学系紀要』第1号，2009年。（査読有）
・�文献解題：「ディールス，クランツ編『ソクラテス以前の人々の断片集』」『現代思想』青土社，Vol.32-11，
2004年。（依頼原稿）

・�論文：「パルメニデスは一元論者か？」『古代哲学研究』第35号，2003年。（査読有）
・�書評：「井上忠『パルメニデス』，鈴木照雄『パルメニデス哲学研究』」　『西洋古典学研究』岩波書店，第
50号，2002年。（依頼原稿）

  その他 
・�「書物が私をつくった」『哲学の歴史』別巻，中央公論新社，2008年。（コラム）
・�「不死なる者と死すべき者のはざまで」『現代思想』青土社，Vol.32-14，2004年。（コラム）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「パルメニデスにおけるコスモロジーの可能性について」：第20回哲学史研究会（2003年，9月15日，
金沢大学）（口頭発表）

・�「パルメニデスは一元論者だったか？」古代哲学フォーラム・イリソス会（2002年，9月28日，京都大学・
芝蘭会館）（口頭発表）
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  専門分野 
インド哲学・仏教学，美術史，宗教学

  専門分野キーワード 
密教，マンダラ，儀礼，仏教文化史

  著書 
・�『高僧たちの奇蹟の物語』朱鷺書房　2016年。
・�『エロスとグロテスクの仏教美術』春秋社　2011年。
・�『チベットの仏教美術とマンダラ』名古屋大学出版会　2011年。
・�『インド密教の儀礼世界』世界思想社　2011年。
・�Vajrāvalī�of�Abhayākaragupta:�Edition�of�Sanskrit�and�Tibetan�Versions,�2�vols.�Buddhica�Britannica�
Series�Continua�XI.�Tring:�The�Institute�of�Buddhist�Studies,�2009.

・�『マンダラ事典　100のキーワードで読み解く』春秋社　2008年。
・�『生と死からはじめるマンダラ入門』法蔵館　2007年。
・�『仏のイメージを読む　マンダラと浄土の仏たち』大法輪閣　2006年。
・�『インド密教の仏たち』春秋社　2001年。
・�『マンダラの密教儀礼』春秋社　1997年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『ネパール密教：歴史・マンダラ・実践儀礼』立川武蔵編，春秋社，2016年（分担：pp.�142-145）
・�共著：『般若経大全』小峰彌彦他編，春秋社　2015年（小峰彌彦他と共同執筆）
・�編著：『アジアの灌頂儀礼：その成立と伝播』法蔵館，2014年。
・�共著：『チベットの仏教世界：もうひとつの大谷探検隊』龍谷ミュージアム，2014年。（入澤崇他と共同
執筆）

・�共著：『死から生を考える：新「死生学入門」金沢大学講義集』細見博志編，北國新聞社　2013年。（分担：
pp.�85-120）

・�編著：『文化資源情報論』CRS�Textbook�Series�No.�2,�金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究
センター，2013年。

・�共著：『仏教美術論集　2　図像学�I：イメージの成立と伝承（密教・垂迹）』津田徹英編，竹林舎　2012年。
（分担：pp.�68-82）
・�共著：『真鍋俊照古稀記念論文集：密教美術と歴史文化』法蔵館　2011年。（分担：pp.�37-56）
・�共著：『南アジア仏教史9　チベット　須弥山の仏教世界』沖本克己・福田洋一編，佼成出版社　2010年。
（分担：pp.�267-311）
・�共著：『チベット　ポン教の神がみ』国立民族学博物館　2009年。（長野泰彦他と共同執筆）
・�共著：『天馬　シルクロードを翔ける夢の馬』奈良国立博物館　2008年。（分担：pp.�174-178）
・�共著：Esoteric�Buddhist�Studies:�Identity�in�Diversity,�Proceedings�of�the�International�Conference�
on�Esoteric�Buddhist�Studies,�Koyasan�University,�5�Sept.-8�Sept.�2006.�Koyasan:�Executive�Com-
mittee,�ICEBS,�2008.�（分担：�pp.�223-241）

・�共著：『加藤精一博士古稀記念論文集　真言密教と日本文化（下）』ノンブル社　2007年。（分担：pp.�
137-158）

・�共著：『汎アジアの仏教美術』宮治昭先生献呈論文集刊行委員会編，中央公論美術出版社　2007年。（分
担：pp.�150-171）

・�共著：『大日如来の世界』頼富本宏編，春秋社　2007年。（頼富本宏他と共同執筆）
・�共著：『高野山大学選書　第2巻　真言密教の新たな展開』生井智紹編，小学館スクウェア　2006年。（分
担：pp.�86-105）

・�共著：『仏像』小川光三写真，關信子・山崎隆之編・監修，山と渓谷社　2006年。（關信子他と共同執筆）
・�共著：『インド後期密教（下）般若・母タントラ系の密教』松長有慶編，春秋社　2006年（松長有慶他と共

森　雅秀　（モリ　マサヒデ）　教授
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同執筆）
・�共著：『インド後期密教（上）方便・父タントラ系の密教』松長有慶編，春秋社　2005年。（松長有慶他と
共同執筆）

・�共著：『頼富本宏博士還暦記念論集　マンダラの諸相と文化』法蔵館　2005年。（分担：pp.�77-96）
・�共著：『真鍋俊照博士還暦記念論集　仏教美術と歴史文化』法蔵館　2005年。（分担：pp.�27-46）
・�共著：S.�Einoo�&�J.�Takashima�eds.,�From�Material�to�Deity:�Indian�Rituals�of�Consecration.�Japanese�
Studies�on�South�Asia�No.�4.�Delhi:�Manohar,�2005.�（分担：pp.�199-240）

・�共著：S.�Hino�and�T.�Wada�eds.�Three�Mountains�and�Seven�Rivers:�Prof.�Musashi�Tachikawa’s�Felic-
itation�Volume,�Dellhi:�Motilal�Banarsidaass,�2004.�（分担：pp.�843-856）

・�共著：『聖なるものの形と場』頼富本宏編，法蔵館　2004年。（分担：pp.�423-451）
・�共著：『小野塚幾澄博士古稀記念論文集　空海の思想と文化』ノンブル社　2004年。（分担：pp.�523-
543）

・�共著：『マンダラ　チベット・ネパールの仏たち』立川武蔵編，国立民族学博物館，2003年。（立川武蔵
他と共同執筆）

・�共著：『密教の聖者　空海』高木訷元・岡村圭真編，吉川弘文館　2003年。（分担：pp.�184-200）
・�共著：Buddhist�and�Indian�Studies�in�Honour�of�Professor�Sodo�Mori.�Hamamatsu:�Kokusai�Bukkyo-
to�Kyokai,�2002.�（分担：�pp.�267-284）

・�共著：『仏教をいかに学ぶか　仏教研究の方法論的反省』日本仏教学会編，平楽寺書店　2001年。（分担：
pp.�195-209）

・�共著：『癒しと救い：アジアの宗教的伝統に学ぶ』立川武蔵編，玉川大学出版部　2001年。（分担：pp.�
154-171.

・�共著：Three�Hundred�and�Sixty�Buddhist�Deities.�Asian�Iconography�Series�No.�2.�New�Delhi:�Adroit,�
2001.�（M.�Tachikawa他と共同執筆）

・�共著：『高木訷元博士古稀記念論集　仏教文化の諸相』山喜房仏書林　2000年。（分担：pp.�345-364）
・�共著：『加藤純章博士還暦記念論集　アビダルマ仏教とインド思想』春秋社　2000年。（分担：pp.�373-
386）

・�共著：S.�Karmay�&�Y.�Nagano�eds.�New�Horizons�in�Bon�Culture�in�Tibet,�Senri�Bon�Studies�2,�Ethno-
logical�Reports�15,�National�Museum�of�Ethnology,�2000.（分担：pp.�509-549）

・�共著：『三蔵法師のシルクロード』三蔵法師の道研究会編，朝日新聞社　1999年。（分担：p.�173）
・�共著：『シリーズ密教　第2巻　チベット密教』立川武蔵・頼富本宏編，春秋社　1999年。（分担：pp.�
135-160）

・�共著：『シリーズ密教　第1巻　インド密教』立川武蔵・頼富本宏編，春秋社　1999年。（分担：pp.�194-
208）

・�共著：『インド密教の形成と展開』松長有慶編，法蔵館，1998年。（分担：pp.�305-328）
・�共著：『西西蔵（チベット）石窟遺跡』頼富本宏監修　集英社，1997年（頼富本宏他と共同執筆）
・�共著：『チベット仏教図像研究　ペンコルチューデ仏塔』立川武蔵・正木晃編，国立民族学博物館　
1997年。（分担：pp.�269-318）

・�共著：『高野山大学創立百十周年記念　高野山大学論文集』高野山大学　1996年。（分担：pp.�101-124）
・�共著：『マンダラ宇宙論』立川武蔵編，法蔵館　1996年。（分担：pp.�143-173）
・�共著：『密教を知るためのブックガイド』松長有慶編，法蔵館，1995年（分担：pp.�32-47）
・�共著：Five�Hundred�Buddhist�Deities.�Senri�Ethnological�Reports�No.�2.�Senri:�National�Museum�of�
Ethnology,�1995.�（M.�Tachikawa他と共同執筆）

・�共著：『ネパール国立古文書館所蔵『デーヴィーマーハートミヤ』絵画集』　ユネスコ東アジア文化研究
センター（財団法人東洋文庫附置）　1995年。（森喜子と共同執筆）

・�共 著：The�Devīmāhātmya�Paintings�Preserved�at�the�National�Archives,�Kathmandu.�Bibliotheca�
Codicum�Asiaticorum�No.�9,�Tokyo:�The�Centre�for�East�Asian�Cultural�Studies�for�Unesco,�1995.（Y.�
Moriと共同執筆）

・�共著：『南アジア・東南アジアにおける宗教，儀礼，社会：「正統」，ダルマの波及，形成と変容』（Monu-
menta�Serindica�No.�26）石井溥編，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所　1995年。（分担：
pp.�19-34）
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・�共著：『仏教における聖と俗』日本仏教学会編，平楽寺書店　1994年。（分担：pp.�105-121）
・�共著：『曼荼羅と輪廻：その思想と美術』立川武蔵編，佼成出版社　1993年。（分担：pp.�206-234）
・�共著：『宮坂宥勝博士古稀記念論文集　インド学密教学研究』法蔵館　1993年。（分担：pp.�909-937）
・�共著：Studies�in�Original�Buddhism�and�Mahāyāna�Buddhism�in�Commemoration�of�Late�Professor�
Dr.�Fumimaro�Watanabe�（Ed.�by�Egaku�Mayeda）�2�vols.�Kyoto,�Nagatabunshodo,�1993.（分担：pp.�
131-152）

・�共著：『密教大系　第九巻　密教の実践』法蔵館　1994年。（分担：pp.�426-477）
・�共著：『仏教における心と形』日本仏教学会編，平楽寺書店　1992年。（分担：pp.�73-90）
・�共著：『仏教の受容と変容3　チベット・ネパール編』立川武蔵編，佼成出版社　1991年。（分担：pp.�
291-324）

・�共著：『法界マンダラの神々』長野泰彦・立川武蔵編，国立民族学博物館　1989年。（分担：pp.�235-
282）

  翻訳 
・�単独訳：マルティン・ブラウエン著『曼荼羅大全　チベット仏教の神秘』東洋書林　2002年
・�共訳：フィリップ・ローソン著『聖なるチベット　秘境の宗教文化』（イメージの博物誌　25）　平凡社　
（森喜子と共訳）.［旧版：1992年；新版：2012年］

  論文・研究ノート 
・�論文：「『観仏三昧海経』「観馬王蔵品」における性と死」『北陸宗教文化』第21号�2008年7月，pp.�31-55.（査
読無）

・�論文：「初期パッラヴァ朝におけるヒンドゥー石窟の彫刻」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第
28号�2008年3月，pp.�173-205.�（査読無）

・�書評：杉本卓洲『ブッダと仏塔の物語』（大法輪閣　2007年）『北陸宗教文化』第20号　2008年3月　pp.�
123-127.（依頼原稿／査読無）

・�論文：「エローラ第11窟，第12窟の菩薩群像」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第27号�2007
年3月，pp.99-134.�（査読無）

・�論文：「ラジャスターン州ジャガットのアンビカー寺院」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第
25号�2006年3月，pp.�121-146.�（査読無）

・�論文：「『ヴァジュラーヴァリー』「彩色の儀軌」和訳」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第25号�
2005年3月，pp.91-127.�（査読無）

・�論文：「『ヴァジュラーヴァリー』「墨打ちの儀軌」和訳（下）」『高野山大学密教文化研究所紀要』第18号�
2005年2月，pp.�1-57.�（査読有）

・�論文：「仏教の空間論への視座」『論集』第31号　2004年12月，pp.�1-17.�（査読有）
・�論文：「インド密教における聖地と巡礼」『東洋文化研究所紀要』第144冊�2004年12月，pp.�177-232.�（査
読有）

・�論文：「『ヴァジュラーヴァリー』「墨打ちの儀軌」和訳（上）」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第
24号　2004年3月，pp.�71-117.�（査読無）

・�論文：「密教文献に説かれるヴァーストゥナーガ」『高野山大学密教文化研究所紀要』第16号　2003年3
月，pp.�21-49.�（査読有）

・�論文：「集会樹にみられる宗教実践とイメージ」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第23号　
2003年3月，pp.�63-98.（査読無）

・�論文：「ヴァーストゥナーガに関する考察」『東洋文化研究所紀要』第142冊�2003年3月，pp.�219-263.�（査
読有）

・�書 評：Samten�Karmay�&�Yasuhiko�Nagano�eds.�New�Horizons�in�Bon�Culture�in�Tibet,�Senri�Bon�
Studies�2,�Ethnological�Reports�15,�National�Museum�of�Ethnology,�July,�2000『密教学研究』第34号　
2002年3月，pp.�195-201.�（依頼原稿／査読有）

・�論文：「インドの不空羂索観音像」『佛教藝術』262号　2002年5月，pp.�43-67.�（査読有）
・�論文：「ボストン美術館所蔵「カーラチャクラと諸尊図」」『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』第
22号　2002年3月，pp.�85-104.�（査読無）
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・�書評：北村太道・ツルティム・ケサン共訳『秘密集会安立次第論註釈』永田文昌堂『密教学研究』第33号　
2001年3月　pp.�174-178.�（依頼原稿／査読有）

・�書評：島岩・坂田貞二編『聖者たちのインド』春秋社　2001年）『北陸宗教文化』第14号　2002年3月　
pp.�156-160.�（依頼原稿／査読無）

・�論文：「『ヴァジュラーヴァリー』所説のマンダラ：尊名リストおよび配置図」『高野山大学密教文化研究
所紀要』第14号　2001年2月，pp.�1-117.（査読有）

・�書評：Tanaka,�M.�&�M.�Tachikawa�eds.,�Living�with�Śakti:�Gender,�Sexuality�and�Religion�in�South�
Asia.�Senri�Ethnological�Studies�no.�50.�Senri:�National�Museum�of�Ethnology,�1998.�『南アジア研究』第
12号　2000年10月�pp.�248-254.�（依頼原稿／査読有）

・�論文：「青海省同仁県のポン教寺院」『高野山大学密教文化研究所紀要』第13号　2000年2月　pp.�1-86.�
（査読有）
・�論文：「インド密教における成就法と儀礼」『高野山大学論叢』第35巻　2000年2月　pp.�23-43.（査読有）
・�論文：「オリッサ出土の四臂観音：密教図像の成立に関する一考察」『高野山大学密教文化研究所紀要別
冊（密教の形成と流伝）』第2号　2000年1月　pp.�119-145.（査読有）

  その他 
・�「旧・満洲で撮影されたチベット仏教美術に関する画像データベース」『明日の東洋学』（東京大学東洋文
化研究所附属東洋学研究情報センター報）32号　2014年，pp.�8-10。

・�「カジュラーホ：インド式エロティシズム」『芸術新潮』2012年，pp.�60-64.
・�「阿弥陀如来に会いに行く」『親鸞の歩き方』ダイヤモンド社，2011年，pp.�62-65.
・�「チベット密教と日本密教の違い」『大法輪』平成22年3月号　2010年，pp.�125-129.
・�「大地にひそむ龍とナーガ：比較儀礼研究の可能性」『明日の東洋学』（東京大学東洋文化研究所附属東洋
学研究情報センター報）20号　2008年，pp.�2-5.

・�「密教仏の形成」『インド世界への憧れ：仏教文化の源郷を求めて』（シルクロード・奈良国際シンポジウ
ム記録集　No.�9）　2008年，pp.�86-92.

・�「仏のイメージを読む：阿弥陀・来迎する仏」『点から線へ』第52号　2008年，pp.�96-142.
・�「日本人はマンダラをどのように見てきたか」『点から線へ』第50号　2007年，pp.�78-102.
・�「マンダラの表現方法とその意味」『マンダラ　心と身体』立川武蔵編，（財）千里文化財団　2006年，
pp.�51-72.

・�「「見ること」による救い」『PSIKO』第30号　2003年，pp.�40-43.

  口頭発表・ポスター発表 
・�「チベット密教美術の魅力」会議名：龍谷ミュージアム特別展「チベットの仏教世界：もうひとつの大谷
探検隊」記念講演会（2014年4月27日，龍谷大学大宮学舎）

・�「マンダラと密教の仏たち」会議名：第42回　奈良国立博物館　夏期講座（2013年8月21日，奈良国立
博物館）

・�「インド文化における身体」会議名：スポーツ人類学会2013年度学術大会（2013年3月24日，金沢大学
サテライトプラザ）（招待講演）

・�「マンダラから見る密教の世界」会議名：富山県［立山博物館］アジア文化セミナー（2007年3月17日，
北日本新聞社ホール）（招待講演）

・�"The�Vajrāvalī�mand
3 3

ala�series�in�Tibet",�International�Conference�of�Esoteric�Buddhist�Studies,�Koyasan�
University,�7�Sep�2006,�Koyasan�University.

・�「実践からみたマンダラ」会議名：「マンダラ展」関連企画「マンダラ�─�心・身体・宇宙（3）」（2004年6月
12日，名古屋市立博物館）

・�「インド密教における聖地と巡礼」会議名：インド学宗教学会（2004年6月5日，高野山大学）
・�「チベット仏教美術におけるイメージの機能」会議名：比較思想学会北陸支部例会（2002年12月7日，
西田幾多郎哲学館）

・�「パーラ朝の密教美術」会議名：京都大学東南アジア研究センター共同研究会（2001年1月23日，京都
大学東南アジア研究センター）

・�「仏教学と図像研究」会議名：日本仏教学会平成12年度学術大会（2000年9月30日，広島大学）
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  専門分野 
哲学，倫理学

  専門分野キーワード 
ハイデガー，空間論，解釈学

  著書 
・�『ハイデガー「哲学への寄与」研究』法政大学出版局，2009年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『ハイデガー読本』秋富克哉・安部浩・古荘真敬・森一郎編，法政大学出版局，2014年。
・�共編著：『科学と技術への問い―ハイデッガー研究会第三論集』理想社，2012年。
・�共著：『危機への心理支援学　91のキーワードでわかる緊急事態における心理社会的アプローチ』心理
臨床学会監修，同支援活動プロジェクト委員会編，遠見書房，2010年。

・�共著：『道の手帖　ハイデガー生誕120年，危機の時代の思索者』河出書房新社，2009年。
・�共編著：『ハイデッガーと思索の将来』ハイデッガー研究会編，理想社，2006年。
・�共著：『自然と人間―哲学からのアプローチ』大東俊一・奥田和夫・菅沢龍文・大貫義久編，梓出版社，
2006年。

・�共著：『「ハイデガー哲学への寄与」解読』平凡社，2006年。
・�共著：『二〇世紀の思想家たち』竹内昭・大東俊一編，梓出版社，2004年。
・�共著：『対話に立つハイデッガー』ハイデッガー研究会編，理想社，2000年。

  翻訳 
・�単独訳:�渡邊二郎「歴史哲学の根本問題」『渡邊二郎著作集　第4巻』筑摩書房，2011年。
・�共訳：ディルタイ「フリードリヒ大王とドイツ啓蒙主義」『ディルタイ全集』第8巻，法政大学出版局，
2010年。（分担：198〜252ページ）

・�共訳：インゲボルグ・マウス『啓蒙の民主制理論―カントとのつながりで―』法政大学出版局，1999年。
（分担：86〜124ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「ハイデガーの芸術論における空間の問題」『哲学・人間学論叢』第7号，2016年。（査読無）
・�論文：「場所としての言葉―ハイデガーの存在のトポロギーによせて―」『哲学・人間学論叢』第6号，
2015年。（査読無）

・�論文：「場所と言葉―ハイデガーを手がかりに―」『北陸宗教文化』第28号，北陸宗教学会，2015年。
・�論文：「＜明け開け＞と＜場所＞－ハイデガーと西田との一つの比較の試み」『哲学・人間学論叢』第4号，
2013年。（査読無）

・�論文：「『存在と時間』における空間性の問題」『哲学・人間学論叢』第3号，2012年。
・�論文：「ハイデガーの空間論――生起する空間」Heidegger-Forum電子ジャーナルvol.5，2011年。（査読
無）

・�論文：「後期ハイデガーとディルタイ」日本ディルタイ協会『ディルタイ研究』第21号，2010年。（依頼
論文）

・�論文：「企業におけるエンジニアの責任の問題」『経済倫理の諸伝統の比較研究―日本版経済倫理の確立
をめざして』科学研究費報告書，基盤研究（A）（1）課題番号15202001，2007年。（査読無）

・�論文：「企業倫理と工学倫理の連繋にむけて―エンジニアの責任に関する考察から」『経済倫理の諸伝

山本　英輔　（ヤマモト　エイスケ）　教授
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統の比較研究―日本版経済倫理の確立をめざして』科学研究費中間報告書，基盤研究（A）（1）課題番号
15202001，2005年。（査読無）

・�論文：「良心論と「こころ」の解体」『理想　特集「こころ」の科学と哲学』No.672，理想社，2004年。（依
頼論文）

・�論文：「ハイデガーにおける跳躍の思想」『実存思想論集ⅩⅧ』，2003年。（査読有）
・�論文：「存在者への問い―ハイデガー『哲学への寄与』をめぐって―」『法政哲学会会報』第21号，2003年。
（査読無）
・�論文：「選択的人工妊娠中絶をめぐる倫理的問題」『流通経済大学論集』Vol.36,No.1（132），2001年。（査
読有）

・�論文：「ハイデガーの歴史論―ゲシヒテとヒストーリエの区別をめぐって」『哲学』第52号，2001年。（査
読有）

・�論文：「原初の投げ渡し―ハイデガー『哲学への寄与』の一考察」法政大学教養部『紀要』第116号（人文科
学編），2001年。（法政哲学会「泰本賞」受賞論文，2001年6月）（査読無）

・�書評：「田端健人『学校を災害が襲うとき　教師たちの3・11』」『実存思想論集ⅩⅩⅠⅩ』2014年。（依頼
論文）

・�書評：「牧野英二『持続可能性の哲学への道――ポストコロニアル理性批判と生の地平』」『ディルタイ研
究』第24号，2013年。（依頼論文）

・�書評：「渡邊二郎『ハイデッガー「第二の主著」『哲学への寄与試論集』研究覚え書き――その言語的表現
の基本的理解のために――』」『実存思想論集ⅩⅩⅣ』2009年。（依頼論文）

・�学会報告：「二〇一一年度全国大会共同討議司会者報告」『ディルタイ研究』第22号，2011年。

  その他 
・�図書紹介：「『越境する環境倫理学　環境先進国ドイツの哲学的フロンティア』コンラート・オット，マ
ルチン・ゴルケ編著　滝口清栄，アンドレアス・ヴェルナー監訳　大橋基，相原博，片山善博，小島優
子，清水由美，三崎和志訳，現代書館」『法政哲学』第7号，2010年。

・�図書紹介：「トム・ロックモア『カントの航跡のなかで　二十世紀の哲学』牧野英二監訳，法政大学出版局」
『法政哲学』第5号，2009年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「場所と言葉――ハイデガーを手がかりに」会議名：北陸宗教文化学会　第21回学術大会　シンポジウ
ム「住む」ことをめぐって―思想・民俗・建築から考える―（2014年10月18日，金沢大学サテライトプ
ラザ）

・�「＜Lichtung＞と＜場所＞－ハイデガーと西田との一つの比較の試み」会議名：比較思想学会北陸支部研
究大会（2012年12月1日，金沢大学サテライトプラザ）

・�「ハイデガーの空間論―生起する空間」会議名：ハイデガー・フォーラム第5回大会（2010年9月18日，
早稲田大学）

・�「後期ハイデガーとディルタイ」会議名：日本ディルタイ協会大会（2009年12月12日，家の光会館）（特
別講演）

・�「被害者支援における責任と契約―哲学の視点から」会議名：日本心理臨床学会第27回大会，（委員会企
画シンポジウム6　支援活動プロジェクト委員会）（2008年9月6日，つくば国際会議場）

・�「存在者への問い―ハイデガー『哲学への寄与』をめぐって―」会議名：法政哲学会第22回大会（2002年
6月29日，法政大学）

・�「ハイデガーにおける≪跳躍≫の思想」会議名：実存思想協会第28回研究発表会（2002年3月28日，お
茶の水女子大学）

・�「ハイデガーの歴史論―との区別をめぐって」会議名：日本哲学会第59回大会（2000年5月20日，立命
館大学）
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  専門分野 
倫理学，17-8世紀道徳哲学

  専門分野キーワード 
自由意志，責任，ジョン・ロック

  共著，共編著，編著 
・�共著：『理解しやすい倫理』藤田正勝編著，文英堂，2006年。（分担：第5章第4節，5節）

  翻訳 
・�共訳：ジョン・マクダウェル『徳と理性：マクダウェル倫理学論文集』勁草書房，2016年。（分担：167〜
220ページ）

・�共訳：加藤尚武／児玉聡編・監訳『徳倫理学基本論文集』勁草書房，2015年。（分担：73〜103ページ）
・�共訳：ケネス・グッドマン『医療IT化と生命倫理:�情報ネットワーク社会における医療現場の変容』世界
思想社，2009年。（分担：65〜83ページ）

・�共訳：ピーター・シンガー『人命の脱神聖化』晃洋書房，2007年。（分担：i〜xixページ）
・�共訳：生命倫理百科事典翻訳刊行委員会編『生命倫理百科事典』丸善，2007年。（分担：734〜736，
2096〜2099ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「第9回社会倫理研究奨励賞受賞記念講演原稿『依存行動への責任を限定するーレヴィの自我消耗
仮説と規範的統制原理の適用可能性』」『時報しゃりんけん』第9号，2016年。（依頼論文／査読無）

・�論文：「依存症と自由意志：統制的原理適用可能性アプローチからの検討」『倫理学研究』第46号，2016年。
（査読有）
・�論文：「依存行動への責任を限定する：レヴィの自我消耗仮説と規範的統制原理の適用可能性」『倫理学
年報』第64集，2015年。（査読有）

・�論文："On�happiness�in�Locke's�decision-making�theory"�in:�CAPE�Studies�in�Applied�Philosophy�and�
Ethics�Series,�Vol.�2,�2014.（査読有）

・�論文：「ロボット倫理学の基礎：責任とコントロール」『社会と倫理』第28号，2013年。（査読無）
・�論文：「ロック哲学における動機づけの力―幸福，欲求，そして落ちつかなさ―」『哲学研究』第596号，
2013年。（査読有）

・�書評：「田中朋宏著『文脈としての倫理学』」『倫理学研究』第43号，2013年。（依頼論文／査読無）
・�論文：「依存の責任論：ヤッフェの補償負担説と脳神経科学的依存理解」『倫理学年報』第62集，2013年。
（査読有）
・�論文：「メタ倫理学における不整合主義」『実践哲学研究』第34号，2011年。（査読有）
・�書評：「船橋新太郎編『依存学ことはじめ』」『社会と倫理』第27号，2011年。（依頼論文／査読無）
・�論文：「自由意志の非認知主義的解釈の可能性—スミランスキーの幻想主義とその補完—」『倫理学研究』
第40号，2010年。（査読有）

・�論文：「ジョン・ロック道徳哲学の射程」，2008年。（査読有／博士学位論文）
・�論文（共著）：「依存症の脳科学」『実践哲学研究』第30号，2007年。（査読無）
・�論文：「ジョン・ロックの道徳論とその限界」『倫理学研究』第37号，2007年。（依頼論文／査読有）
・�論文：「生き方が責任を作る：『もうひとつの可能性』再考」『実践哲学研究』第28号，2007年。（査読無）
・�書評：「大庭健『「責任」ってなに？』」『社会と倫理』第19号，2006年。（依頼論文／査読無）
・�論文：「帰責の観点から眺める人格同一性：ジョン・ロックの人格同一性論を巡る諸問題」『倫理学年報』
第53集，2004年。（査読有）

佐々木　拓　（ササキ　タク）　准教授
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・�論文：「欲求の保留としての意志の自由—ジョン・ロック自由論の整合的解釈を目指して」『イギリス哲
学研究』第27号，2004年。（査読有）

・�書評：「柘植尚則『良心の興亡—近代イギリス道徳哲学研究』」『倫理学研究』第34号，2004年。（依頼論
文／査読無）

・�論文（共著）：「メタ倫理学における価値の実在問題について：準実在論と感受性理論」『実践哲学研究』第
26号，2003年。（査読無）

・�論文：「有意的でありながら自由ではない行為は可能か？—ジョン・ロック自由論のための予備的考
察—」『倫理学研究』第33号，2003年。（査読有）

・�論文（共著）：「内在主義と外在主義の区別について：ウィリアムズとコースガードの論争」『実践哲学研
究』第25号，2002年。（査読無）

・�研究ノート：「文献紹介：ジョン・ウィッカート『コンピュータ倫理学：将来の方向』」『情報倫理学研究資
料集IV』，2002年。（査読無）

・�研究ノート：「文献紹介：ジェームズ・H・ムーア『コンピュータ倫理学の将来：あなたはまだ何も目にし
ていない！』」『情報倫理学研究資料集IV』，2002年。（査読無）

・�論文：「ロック自由論の独自性について」『実践哲学研究』第24号，2001年。（査読無）
・�研究ノート：「文献紹介：ジョン・スナッパー『コンピュータに基づいた医療上の意思決定に対する責任
について』」『情報倫理学研究資料集III』，2001年。（査読無）

・�研究ノート：「文献紹介：ラングドン・ウィナー『技術社会における市民的徳』」『情報倫理学研究資料集
II』，2000年。（査読無）

  その他 
・�「情報倫理関係資料」『京都大学文学研究科学生支援プロジェクト「情報支援プロジェクト」Webサイト』，
2010年。（Web教材）

・�「誤審」『応用倫理学事典』丸善，2008年。
・�「価値」ほか11項目『現代倫理学事典』弘文堂，2006年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「依存症研究のために倫理学ができること―依存症理解における規範的統制原理の重要性」会議名：第9
回社会倫理研究奨励賞受賞記念講演会（2016年，3月14日，南山大学）（招待講演）

・�「責任帰属に必要なコントロールとは何か―依存症事例を手掛かりに」会議名：日本倫理学会第66回大
会（2015年，10月4日，熊本大学）（一般発表）

・�「依存症：二種類のコントロールと二重の行為者性」会議名：道徳心理学コロキアム第6回ワークショッ
プ「依存：その心理と倫理」（2015年，2月23日，東京大学）（招待講演）

・�“How�to�evaluate�addicts�as�partially�responsible:�Free�will�as�a�regulative�ideal”,�The�9th�International�
Conference�on�Applied�Ethics.�（November�1st,�2014,�Hokkaido�University）（一般発表）

・�「ロボットにはなぜ責任が帰属できないのか」会議名：日本哲学会第73回大会公募ワークショップ「戦争
とロボットについての応用哲学的考察」（2014年，6月29日，北海道大学）（ワークショップパネル発表）

・�“On�Happiness�in�Locke's�Decision-making��Theory”,�Kyoto�'Ethics�and�Well-being'�Workshops.�（No-
vember�10th,�2013,�Kyoto�University）（ワークショップパネル発表）

・�「依存症と自由意志：近年の依存症道徳哲学の検討」会議名：日本倫理学会第63回大会（2012年，10月
14日，日本女子大学）（一般発表）

・�「自由意志問題における非実在論的解釈の可能性―スミランスキーの幻想主義―」会議名：関西倫理学
会2007年度大会（2007年，11月4日，京都女子大学）（一般発表）

・�「ジョン・ロックの道徳論とその限界」会議名：関西倫理学会2006年度大会シンポジウム「サンクション
の可能性と限界」（2006年，11月5日，熊本大学）（シンポジウムパネル発表）

・�「帰責の要件としての自由意志とは何か」会議名：日本倫理学会第54回大会（2003年，10月11日，静
岡大学）（ワークショップパネル発表）
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  専門分野 
日本宗教史，日本民俗学

  専門分野キーワード 
地蔵信仰，水子供養

  著書 
・�『中世曹洞宗における地蔵信仰の受容』岩田書院，2016年

  共著，共編著，編著 
・�共著　『死から生を考える』細見博志編，北国新聞社，2013年。（分担：第4節）
・�共著　『近代国家と仏教』末木文美士編，佼成出版社，2011年。（分担：302〜304頁）
・�共著　『知的キャンパスライフのすすめ　第2版』金沢大学「大学・社会生活論」テキスト編集会編，学術
図書出版。（分担：157〜163頁）

・�共著　『徹通義介禅師研究』東隆眞編，大法輪閣，2006年。（分担：84〜86頁）
・�共著　『川の恵みもがたり』手取川エコミュージアム構想プロジェクトチーム編，2005年。（分担：40〜
43頁・54〜59頁）

・�共著　『中世仏教の展開とその基盤』今井雅晴編，大蔵出版，2002年。（分担：105〜109頁）

  翻訳 
・�共訳：『水子』青木書店，2006年。（分担：2〜79頁）

  論文・研究ノート 
・�書評：「田村正彦著『描かれる地獄　語られる地獄』」『宗教研究』385号，2016年。（依頼論文/査読無）
・�書評：「Hank�Glassman,�The�Face�of�Jizo」『日本仏教綜合研究』13号，2015年。（依頼論文/査読無）
・�論文：「中世地蔵説話の継承と変遷」『倫理学』30号，2014年。（査読無）
・�書評：「田村航『一条兼良の学問と室町文化』」『北陸宗教文化』27号，2014年。（査読無）
・�論文：「奈良県奈良市中心市街地の地蔵盆」『西郊民俗』224号，2013年。（査読無）
・�論文：「兵庫県豊岡市竹野町の地蔵盆」『比較民俗研究』27号，2012年。（査読無）
・�論文：「京都地蔵盆の宗教史的研究」『比較民俗研究』25号，2011年。（査読無）
・�論文：「水子供養から見る日本人の生命観」『倫理学』27号，2011年。（査読無）
・�研究ノート：「大乗寺蔵“五山十刹図”考」『比較民俗研究』23号，2009年。（査読無）
・�論文：「中世曹洞宗の地蔵信仰」『日本宗教文化史研究』12巻2号，2008年。（査読有）
・�論文：「日本中世に於ける地蔵信仰受容」『倫理学』24号，2008年。（査読無）
・�論文：「中世曹洞宗の展開」『北陸宗教文化』20号，2008年。（査読無）
・�論文（共著）：「旧・白峰村の板碑・石仏」『比較思想研究』32号別冊，2006年。（査読無）
・�論文：「地蔵が子どもの姿を取ることについて」『北陸宗教文化』17号，2005年。（査読有）
・�論文：「実睿編『地蔵菩薩霊験記』再考」『日本仏教綜合研究』2号，2004年。（査読有）
・�論文：「日米和親条約に於ける誤訳」『大塚フォーラム』21号，2003年。（査読有）
・�書評：「アラン・マクファーレン著『イギリスと日本』」『比較民俗研究』19号，2003年。（査読無）
・�論文：「『地蔵十王経』考」『印度学仏教学研究』45巻2号，2002年。（査読有）
・�論文：「『地蔵菩薩霊験記』を巡る諸問題」『北陸宗教文化』13号，2001年。（査読有）
・�書評：「新田雅章著『天台小止観』」『北陸宗教文化』13号，2001年。（依頼論文/査読無）

清水　邦彦　（シミズ　クニヒコ）　准教授
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・�論文：「地蔵の名字・再考」『北陸宗教文化』12号，2000年。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「死者を「ほとけ」と呼ぶことについて」日本宗教学会第74回学術大会（2015年9月6日，創価大学）
・�「「地蔵の化身」観の変遷」日本思想史学会平成25年大会（2013年10月18日，東北大学）
・�「新型出生前診断と水子供養」日本宗教学会第72回学術大会（2013年9月7日，國學院大學）
・�「地蔵盆と両墓制」日本宗教学会第71回学術大会（2012年9月8日，皇學館大学）
・�「東京都23区西北部の「路傍の地蔵」」日本宗教学会第70回学術大会（2011年9月4日，関西学院大学）
・�「路傍の地蔵の歴史的考察」日本宗教学会第69回学術大会（2010年9月4日，東洋大学）
・�「中世後期曹洞宗の地蔵信仰」日本宗教学会第67回学術大会（2008年9月15日，筑波大学）
・�「『地蔵菩薩霊験記』再考」日本仏教綜合研究学会第2回大会（2003年12月14日，早稲田大学）
・�「ハーデカー著『日本における水子供養』考」日本宗教学会第62回学術大会（2003年9月4日，天理大学）
・�「『地蔵十王経』考」日本印度学仏教学会第53回学術大会（2002年，東國大學校7月7日）
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  専門分野 
音楽，声楽

  専門分野キーワード 
オペラ演奏，ドイツ歌曲演奏，合唱指導

  著書 
・�日本フィル・スプリング・コンサート　バリトン独唱　1996年2月25日　日野市民会館
　�指揮：小林研一郎　日本フィルハーモニー交響楽団
・�二期会新進オペラ公演　モーツァルト「魔笛」パパゲーノ役　1996年11月25日　新宿文化センター
　�指揮：高橋大海　新星日響オーケストラ
・�東京二期会ガラコンサート　バリトン独唱　1998年5月31日　新宿文化会館　
　�指揮：増井信貴　東京交響楽団
・�安藤常光バリトンリサイタル　1998年9月2日　大分市コンパルホール
・�文化庁特別演奏会　バリトン独唱　2000年2月4日　東京オペラシティ―タケミツメモリアル
�　指揮：現田茂夫　東京交響楽団
・�NHK�FM放送出演　NHK「名曲リサイタル」　2001年1月11日　司会：古今亭志ん輔
・�文化庁アートフェスティバル　バリトン独唱　2002年2月26日　新国立劇場中劇場
　�指揮：河地良智　東京ニューシティー管弦楽団
・�ラインスベルク国際音楽祭(海外)　バリトン独唱　2002年7月11日　ドイツ，ラインスベルク州立歌
劇場

　�指揮：エドワード・�ハンス　ラインスベルク管弦楽団
・�安藤常光バリトンリサイタル　2003年4月18日　大分県立総合文化センター
・�小澤征爾音楽塾公演　J.シュトラウス「こうもり」　ファルケ役　2003年7月28日　上越文化会館
　�指揮：小澤征爾　小澤征爾音楽塾オーケストラ
・�モーツァルト「レクイエム」　バス独唱　2005年4月10日　東京芸術劇場
　�指揮：郡司�博　オラトリオ・�シンフォニカJAPAN
・�ショスタコーヴィチ「森の歌」　バス独唱　2006年11月5日　石川県立音楽堂コンサートホール
　�指揮：井上道義　オーケストラアンサンブル金沢，大阪センチュリー交響楽団
・�ベートーヴェン「第九」　バリトン独唱　2006年12月24日　小松うらら大ホール
　�指揮：本名徹次　オーケストラアンサンブル金沢
・�カウントダウンコンサート2006　バリトン独唱　2006年12月31日　石川県立音楽堂コンサートホー
ル

　�指揮：ルドヴィーク・�モルロー　オーケストラアンサンブル金沢
・�バッハ「コーヒーカンタータ」　バス独唱　2007年6月22日　紀尾井ホール
　�指揮：堤�俊作　ロイヤルチェンバーオーケストラ
・�金沢歌劇座改称記念公演　ビゼー「カルメン」　エスカミリオ役　2008年3月7日　金沢歌劇座
　�指揮：本名徹次　オーケストラアンサンブル金沢
・�ヴェルディ「レクイエム」　バス独唱　2009年2月28日　ベートーヴェンホール(ドイツ)
　�指揮：ユルゲン・�ベーメ　ボンフィルハーモニー管弦楽団
・�三都市提携公演　池辺晉一郎「耳なし芳一」　寺男与作�役　2010年3月10日　石川県立音楽堂邦楽ホー
ル

　�指揮：池辺晉一郎　オーケストラアンサンブル金沢

安藤　常光　（アンドウ　ジョウコウ）　教授
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・�大分二期会創立記念公演　モーツァルト「魔笛」　パパゲーノ役　2012年11月23日　�
　�iichiko大分県立総合文化センターグランシアタ　指揮：森口真司　KOSオーケストラ
・�首都オペラ公演　R.シュトラウス「アラベラ」　マンドリカ役　2014年10月12日　神奈川県民ホール
　�指揮：中橋健太郎左衛門　神奈川フィルハーモニー管弦楽団

  論文・研究ノート 
・�「ブルックナー“テ・デウム”を歌う」
・�金沢大学学校教育学類紀要　平成23年　第3号

  その他 
・�北國新聞　平成25年12月9日　評論「舞台」
・�NHK名曲リサイタル　平成13年1月11日，18日　NHK�FM放送　公共放送への独唱での出演
・�第69回日本音楽コンクール　平成13年10月　声楽部門第2位　主催：毎日新聞社，NHK
・�ラインスベルク国際音楽コンクール　平成14年2月　入賞　主催：ラインスベルク州立歌劇場

  口頭発表・ポスター発表 
・�浄土真宗本願寺派九州地区組長研修協議会　講演テーマ「講話と歌」　2009年6月13日　別府亀の井
ホテル

・�日本声楽発声学会　講演テーマ「プロとアマの歌唱技術の違いについて」　2010年5月28日　東京芸
術大学大講義室

・�まことの保育大学講座　公演テーマ「音楽が人の心に伝わるとき」　2010年7月27日　ANA�CROWNE
ホテル広島�
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  専門分野 
彫刻，塑造，フレスコ画の技法，彫刻造形論

  専門分野キーワード 
塑造，人体彫刻，具象彫刻，フレスコ画，ストゥッコ技法

  論文・研究ノート 
論文
・�「フラ・アンジェリコのフレスコ画における円光の技法Ⅰ-サンマルコ修道院の「受胎告知」を中心に」，
『美術教育学研究第48号』，共著，査読有，2016
・�「アーニョロ･ガッディによるサンタ･クローチェ教会主礼拝堂内の空間演出について」，『美術教育学研
究第48号』，共著，査読有，2016

・�「『聖十字架物語』における漆喰盛り上げによる円光の技法」，『アーニョロ･ガッディ作『聖十字架物語』
に施された工芸的装飾技法の研究』，共著，査読無，2015

・�「『聖十字架物語』における蜜蝋盛り上げの技法」，『アーニョロ･ガッディ作『聖十字架物語』に施された
工芸的装飾技法の研究』，共著，査読無，2015

・�「『聖十字架物語』における金属箔装飾の技法」，『アーニョロ･ガッディ作『聖十字架物語』に施された工
芸的装飾技法の研究』，共著，査読無，2015

・�「立体作品の移動によるメッセージ性の変容：イチハナリアートプロジェクトにおける実践を踏まえ
て」，『こうさく学』，Vol.3，単著，査読無，2014

・�「グラヴィーナ・ディ・リッジョ東教会における壁画の重層構造」，『金沢大学フレスコ壁画研究センター�
2012年度�研究報告書』，単著，査読無，2013

・�「ロダン彫刻における写真の受容Ⅱ」，『大学美術教育学会誌』，44号，単著，査読有，2012
・�「パードゥレ・エテルノおよびサン・ヴィート・ヴェッキオ洞窟教会におけるマッセッロ法について」，『金
沢大学フレスコ壁画研究センター�2011年度�研究報告書』，単著，査読無，2011

・�「ロダン彫刻における写真の受容Ⅰ」，『大学美術教育学会誌』，43号，単著，査読有，2011
・�「人体具象彫刻に導入された幾何学的抽象形態Ⅰ」，『こうさく学』，Vol.2，単著，査読無，2010
・�「ロダン彫刻における〈持送り〉構造についてⅡ」，『大学美術教育学会誌』，42号，単著，査読有，2010
・�「ロダン彫刻における〈持送り〉構造についてⅠ」，『大学美術教育学会誌』，41号，単著，査読有，2009
・�「彫刻における時間性についてⅡ：表象としての不完全性と時間性の関係」，『金沢大学教育学部研究紀
要�人文科学・社会学編』，54号，単著，査読無，2005

・�「彫刻における時間性についてⅠ：ロダンの動勢表現を中心に」，『金沢大学教育学部研究紀要�人文科学・
社会学編』，53号，単著，査読無，2004

  その他 
公募展受賞
・�第65回石川県現代美術展　美術文化優秀賞，2009
・�第84回白日展　吉田賞，2008
・�第83回白日展　長嶋美術館館長賞，2007
・�第61回石川県現代美術展　委嘱賞，2005
・�第36回日展　特選，2004
・�第32回日展　特選，2000

江藤　望　（エトウ　ノゾム）　教授
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パブリック作品
・�金沢市立森本小学校シンボル像「学びの像」，2008
・�熊本県立人吉高等学校80周年記念モニュメント「祥風」，2003
・�熊本国府高等学校創立60周年記念モニュメント「青春の譜」，2001

  口頭発表・ポスター発表 
・�金沢大学・金沢美術工芸大学・第9回交流シンポジウム，「金大と美大のお宝紹介：所蔵コレクションか
らみる両大学の魅力･特色」，報告者：大村雅章・江藤　望，タイトル：「サンタ・クローチェ教会フレス
コ壁画の復元」，2015
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  専門分野 
芸術，美術，絵画

  専門分野キーワード 
フレスコ壁画，テンペラ画，油彩画

  著書 
・�『佐藤一郎とその周辺展』日本橋三越本店，2016年
・�『第5回日本美術家連盟北陸支部会員展』福井市立美術館，2015
・�『第7回富山国際交流美術展』魚津・新川文化ホール，2014
・�『12visual�points明日への視線』金沢21世紀美術館，2014
・�『第4回日本美術家連盟北陸支部会員展』富山県民会館美術館，2013
・�『第3回日本美術家連盟北陸支部会員展』金沢21世紀美術館，2011
・�『第6回富山国際交流美術展』魚津・新川文化ホール，2010

  共著，共編著，編著 
・�共著：アーニョロ･ガッディによるサンタ･クローチェ教会主礼拝堂内の空間演出について，江藤　望，
大村雅章，大学美術教育学会，「美術教育学研究第48号」，2016

・�共著：フラ・アンジェリコのフレスコ画における円光の技法Ⅰーサンマルコ修道院の「受胎告知」を中心
にー．大村雅章・江藤　望，大学美術教育学会，「美術教育学研究第48号」，2016

・�共著：『聖十字架物語』における漆喰盛り上げによる円光の技法，江藤　望・大村雅章，金沢大学人間社
会学域，アーニョロ･ガッディ作『聖十字架物語』に施された工芸的装飾技法の研究，2015

・�共著：『聖十字架物語』における蜜蝋盛り上げの技法，江藤　望・大村雅章，金沢大学人間社会学域，アー
ニョロ･ガッディ作『聖十字架物語』に施された工芸的装飾技法の研究，2015

・�共著：『聖十字架物語』における金属箔装飾の技法，江藤　望・大村雅章，金沢大学人間社会学域，アー
ニョロ･ガッディ作『聖十字架物語』に施された工芸的装飾技法の研究，2015

  その他 
・�『フレスコ画が完成するまで〜ジョルナータ法とは？』KKベストセラーズ，一個人（特別編集），2010

  口頭発表・ポスター発表 
・�金沢大学・金沢美術工芸大学・第9回交流シンポジウム，「金大と美大のお宝紹介：所蔵コレクションか
らみる両大学の魅力･特色」，報告者：大村雅章・江藤　望，タイトル：「サンタ・クローチェ教会フレス
コ壁画の復元」，2015

大村　雅章　（オオムラ　マサアキ）　教授
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  専門分野 
ピアノ

  専門分野キーワード 
器楽，ピアノ

  著書 
・�ハイドン：ピアノ協奏曲　ニ長調　Hob.ⅩⅧ:11〈カデンツ：B.Skoda〉2011.5
　��「金沢弦楽合奏団　第40回定期演奏会」主催/金沢弦楽合奏団　金沢市文化ホール　2011.5
・�「小野隆太ピアノ・リサイタル」
　�バッハ=ブゾーニ：「オルガンコラール集より“来たれ異教徒の救い主よ”BWV659
　�ハイドン：ピアノ・ソナタ　ハ短調Hob.ⅩⅥ-20
　�ブラームス：6つのピアノ小品集　作品118
　�ショパン：前奏曲　嬰ハ短調　作品45
　�ショパン：バラード第3番　変イ長調�作品47
　�バーバー：ピアノ・ソナタ作品26　他2曲　主催/財団法人石川県文教会館
　�企画/LIVE�SIGHT　石川県文教会館　演奏記事掲載/2008年PROSOUND12月号2008.12
・�メンデルスゾーン：ヴァイオリンとピアノのための協奏曲ニ短調
　�「金沢弦楽合奏団　第32回定期演奏会」主催/金沢弦楽合奏団　金沢市文化ホール　2003.5
・�ショパン：ピアノとオーケストラのための「クラコヴィアク」へ長調　作品14
　�「金沢弦楽合奏団　第29回定期演奏会」主催/金沢弦楽合奏団　金沢市文化ホール　2000.5
・�モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番ハ短調�K.491
　�「ウェルカム・スプリング・コンサート」　主催/（財）石川県音楽文化振興事業団　
　�石川県厚生年金会館　2000.4
・�「小野隆太ピアノ・リサイタル」
　�バッハ：平均律第Ⅰ集より第24番　ロ短調
　�ショパン：2つのノクターン�ロ長調　作品62-1　ホ長調　作品62-2
　�ショパン：スケルツォ第4番　作品54
　�フランク：前奏曲,フーガと変奏曲　ロ短調　作品18
　�ラヴェル：《夜のガスパール》　他2曲
　�企画/家永音楽事務所　サントリーホール（小）
　�演奏記事掲載/1997年ムジカ・ノーヴァ10月号,1997年ショパン10月号　1997.12
・�「小野隆太ピアノ・リサイタル」
　�ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第4番　変ホ長調　作品7　
　�スクリャービン：ピアノ・ソナタ第5番　作品53
　�シューマン：ピアノ・ソナタ第1番　嬰へ短調　作品11　他2曲
　�企画/家永音楽事務所　サントリーホール（小）
　�演奏記事掲載/1995年ムジカ・ノーヴァ　3月号,1995年ショパン2月号,1995年音楽の友2月号　
1994.12

・�「小野隆太ピアノ・リサイタル」
　�バッハ：パルティータ第6番　ホ短調�BWV830
　�ハイドン：ピアノ・ソナタ　変ホ長調Hob.ⅩⅥ-52
　�リスト：ピアノ・ソナタ　ロ短調　他2曲

小野　隆太　（オノ　リュウタ）　教授
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　�企画/家永音楽事務所　サントリーホール（小）
　�演奏記事掲載/1993年ムジカ・ノーヴァ3月号,1993年音楽芸術3月号,1993年音楽の友2月号　
1992.12

・�「第18回フィナーレ・リグレ国際コンクールピアノ部門」ディプロマ賞受賞
　�ハイドン：ピアノ・ソナタ　ハ短調Hob.ⅩⅥ-20�　
　�ショパン：エチュード　作品10-10　変イ長調　他2曲
　�主催/フィナーレ・リグレ国際コンクール音楽文化協会　開催地/Finale�Ligure�Palma�D’Oro（イタリア）　
1991.8

・�リスト：ピアノ・ソナタ　ロ短調
　�「Vortragsabend」　主催/ベルリン芸術大学　Konzertsaal�Bundesallee　1991.6
・�ハイドン：ピアノ・ソナタ　ハ短調�Hob.ⅩⅥ-20
　�「Vortragsabend」　主催/ベルリン芸術大学　Konzertsaal�Bundesallee　1990.11
・�シューマン：交響的練習曲　作品13
　「Vortragsabend」　主催/ベルリン芸術大学　Kammersaal�Fasanen　1990.5
・�「第41回ブゾーニ国際ピアノコンクール」セミファイナリスト
　�ショパン：エチュード作品10-8
　�スクリャービン：エチュード作品8-5
　�バッハ=ブソーニ：シャコンヌ　他2曲
　�共催/ボーツェン自治体，文部省，観光演劇関係の省,�ボーツェン地方委員会
　�開催地/Bolzano�Musik�Konservatrium�　“C.Monteverdi”�in�Bozen（イタリア）　1989.8
・�「クロイツァー賞受賞者による演奏会」シューマン：謝肉祭　作品9
　�シューマン：謝肉祭　作品9
　�主催/クロイツァー記念会��イイノホール　1988.7
・�「武蔵野音楽大学大学院生による研究演奏会」
　�ショパン：ノクターン　作品48-1
　�ショパン：スケルツォ第2番変ロ短調作品31
　�スクリャービン：12の練習曲作品8より4番,5番,11番,12番
　�主催/武蔵野音楽大学同窓会�イイノホール�1988.6
�（音楽賞受賞）
・�第18回「フィナーレ・リグレ国際コンクールピアノ部門」ディプロマ賞受賞�1991.8
・�第41回「ブゾーニ国際ピアノコンクール」セミファイナリスト�1989.8
・�クロイツァー賞受賞（ピアノ）1987.3
（コンクール審査員歴）
・�第67回福井県音楽コンクール　ピアノ部門本選審査員�2015.10
・�ヤマハピアノフェスティバル　ピアノ部門本選審査員�2013.3
・�第12回日本クラシック音楽コンクール　ピアノ部門石川本選審査員�2002.10
・�第8回日本クラシック音楽コンクール　ピアノ部門東京本選審査員�1998.11
・�第7回日本クラシック音楽コンクール　ピアノ部門東京本選審査員�1997.11

  共著，共編著，編著 
・�ランチタイムコンサート〜角間ゼンガーによるフィガロアリア集〜
　�モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より　
　�もう飛ぶまいぞ，この蝶々　美しい日々はどこにいってしまったの？　早くおいで，美しい喜びよ　
他（ピアノ伴奏）　　　

　�主催/（財）石川県音楽文化振興事業団　石川県立音楽堂コンサートホール　2012.8
・�ラ･フォル･ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭2008
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　�シューベルト:“Ständchen”“An�die�Musik”“Die�Forelle”
　�ベートーヴェン：“Ich�liebe�dich”�
　�他3曲（ピアノ伴奏）
　�主催/ラ･フォル･ジュルネ金沢音楽祭実行委員会　石川県立音楽堂交流ホール　2008.5
・�『音楽HOLIDAY』Vol.11
　�フォーレ：“愛の歌”“夢の後に”
　�ドボルジャーク：“民謡の調べで”作品73より4曲
　�ドニゼッティ：“私は家をつくりたい”
　�他2曲（ピアノ伴奏）
　�主催/金沢クラシック研究会　金沢市アートホール　2007.11
・�ジョンルター：“Magnificat”（ピアノ伴奏）
　�「金沢中央公民館合唱団第53回定期演奏会」主催/金沢中央公民館合唱団　金沢市文化ホール　2005.7
・�ヴェルディ：オペラ“オテロ”より,「柳の歌」,「アヴェ・マリア」（ピアノ伴奏）
　�『音楽HOLIDAY』Vol.7　主催/金沢クラシック研究会　金沢市アートホール　2004.12
・�「小沢久美子ヴァイオリン・リサイタル」
　�ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第8番　ト長調　作品30-3
　�シューベルト：ヴァイオリン・ソナタイ長調　D.574　作品162
　�武満徹：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ“悲歌”
　�シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ変ホ短調　作品18　他2曲　（ピアノ伴奏）
　�主催/小沢久美子　企画/インタークラシックス　サントリーホール（小）　1998.4
・�バッシ：クラリネットとピアノのための“リゴレット幻想曲”
　�「Konzert�Abend」der�KlarinettenKlasse-ZERETZKE=Die�Klarinette�in�der�Romantik=
　�主催/ベルリン芸術大学　Konzertsaal�Bundesallee　1989.12
・�モーツァルト：ピアノ・トリオ変ホ長調　K.498
　�「Konzert�Abend」der�KlarinettenKlasse-ZERETZKE=Die�Klarinette�in�der�Klassik=
　�主催/ベルリン芸術大学　Konzertsaal�Bundesallee　1989.5
・�「馬場順子ソプラノ・リサイタル」
　�ベートーヴェン：“太鼓を鳴らせ”
　�シューベルト：歌曲��“トゥーレの王様”“糸を紡ぐグレートヒェン”
　�シュトラウス：“親しき幻影”“サフラン”�“帰郷”“ダリア”他7曲　（ピアノ伴奏）
　�主催/馬場順子　練馬公民館　1989.4
・�「弥生の会〜武蔵野音楽大学大学院生有志による声楽アンサンブル」
　�ベルディ：オペラ「リゴレット」より“あなたは心の太陽”他6曲（ピアノ伴奏）
　�主催/「弥生の会」練馬文化センター　1989.3
・�「若き演奏家たちによるコンサート」
　�ラヴェル：「夜のガスパール」より“スカルボ”
　�ショパン：エチュード��作品25-6　嬰ト短調
　�主催/菊池芳江　ルーテル市ヶ谷センター　1985.1
・�「新人演奏家デビューコンサート」�������������������
　�ボザ：トランペット独奏曲「ルスティーク」（ピアノ伴奏）
　�主催/東京文化会館　東京文化会館（小）　1984.12
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  専門分野 
作曲，指揮

  専門分野キーワード 
現代音楽，作曲，編曲，演奏，パフォーマンス

  著書 
（純粋な芸術作品）
・�創作作品「疲レタ少年ノ旅」for�Viola�and�Reading
　�『Musitravel�Vol.7�音で奏でる童話の世界　新美南吉の作品と若手作曲家による新曲コラボコンサート』　
Muse主催,�2016.9.27,�日本橋公会堂

・�創作作品「dis-communication�between�Clarinet�and�Violin」
　�『トリオコンサート』福井大学星谷研究室・金沢大学浅井研究室共催,�2016.6.19,�Café&Bar�Mock（シェ
ア金沢）

・�創作作品「Jabberwocky�for�Brass�Quintet」
　�『Composer�Group�Cue作品展�vol.10�Cue�×�Buzz�Five』2016.�4.12,�すみだトリフォニーホール・小ホー
ル

・�創作作品「The�Air�Sculpture�by�Guitar�and�Ondes�Martenot」
　�『日本の作曲家�2016　第1夜U40』日本作曲家協議会主催,�2016.2.26,�東京オペラシティ・リサイタル
ホール

・�創作作品「Fixation�IV�for�Violin�and�Piano」
　�『金沢ナイトミュージアム』金沢芸術創造財団主催,�2015.3.20,�金沢市文芸館
・�第66回全国植樹祭いしかわ（2015.5.17）への楽曲提供
　�創作作品「木遣り幻想〜男声合唱のための」（プロローグ楽曲）スタジオ録音
　�創作作品「里山里海幻想〜尺八＆ドラムとオーケストラのための」（大会テーマ表現楽曲）2015.3.29,�石
川県立音楽堂コンサートホール［演奏：オーケストラ・アンサンブル金沢，LOTUSPOSITIONほか］

  共著，共編著，編著 
（舞台作品等，共作した作品）
・�演劇作品「不思議の国のアリス」第七劇場主催,�2015.11.22-23,�三重県文化会館小ホール
　�（12.15-16,�広島市東区民文化センター，12.19-20大垣市スイトピアセンター文化ホール）
・�演劇作品「シンデレラ」第七劇場主催,�2014.11.23,24,20,�テアトルドゥベルヴィル�
・�第66回全国植樹祭いしかわ（2015.5.17）への楽曲提供
　�テープ作品「木工ダンスシーン用楽曲」編集：竹田智明

  翻訳 
（編曲）
・�室内楽編曲「フィガロの結婚」序曲　2016.8-11,�金沢芸術創造財団主催「お届けコンサート」
・�第66回全国植樹祭いしかわ（2015.5.17）への楽曲提供　小編成バンド用編曲「翼をください」（グランド
フィナーレ用楽曲）

・�弦楽合奏編曲　バレエ組曲「白鳥の湖」より　『ふるさとのミューズ�with�OEK』石川県芸術文化協会主催,�
2015.10.2,�赤羽ホール

・�校歌編曲（ヒップホップ調）およびピアノ演奏　『学習発表会』附属特別支援学校主催,�2015.11.8

浅井　暁子　（アサイ　アキコ）　准教授
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・�弦楽五重奏編曲「いい日旅立ち」�北陸新幹線開業記念プレミアムコンサート「北陸ロマン」�2015.10.7,�
石川県立音楽堂コンサートホール［演奏：谷村新司，OEKメンバーほか］

  論文・研究ノート 
（演奏および構成を伴うパフォーマンス）
【演奏】
・�鳴り物を中心とする打楽器演奏（音楽構成）
　�『百式　茶会』百式実行委員会主催,�秋元雄史席主,�2016.3.21,�白鷺美術
・�朗読との音楽構成および演奏
　石川県近代文学館主催,�2015.10.18「ピュア」／2015.11.23「ダーク」,�石川四高記念文化交流館
・�ピアノ演奏
　�『コーヒー学入門』全国大学連合特別公開講座,�2015.7.10,�金沢市アートホール

  その他 
（その他）
・�金沢ナイトミュージアム　音楽分野ディレクター（2014〜）
・�日本バッハコンクール審査員
・�ラフォルジュルネ金沢　ピアノオーディション審査員

  口頭発表・ポスター発表 
・�研究発表「ウズベキスタンにおける音楽シーンの現状」
　�『中央アジアの文化遺産を護る人たち〜ソ連崩壊後の文化芸術環境の変遷〜』金沢大学国際文化資源研
究センター,�新学術創成研究機構共催,�2015.12.6,�金沢大学サテライトプラザ・集会室
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  専門分野 
西洋美術史

  専門分野キーワード 
西洋美術史，ビザンティン美術史，キリスト教図像学

  共著，共編著，編著 
・�「象徴的プログラムの多義性�—�カッパドキア，クズル・チュクル，アギオス・ニキタス・スティリティ
ス聖堂」『聖堂の小宇宙』竹林舎，2016年（印刷中・査読無）

・�「図像・空間・儀式�—�カッパドキア，ギョレメ，チャルクル・キリセ」『聖堂の小宇宙』竹林舎，2016年（印
刷中・査読無）

・�菅原裕文（19名中19番目）「名と形の間に�—�エレウサ型聖母子像とブラケルネ信仰」『聖地と聖人の東
西�—�起源はいかに語られるか』勉誠出版，2011年，473-492頁（査読無）

  翻訳 
・�「コンスタンティノポリス総主教ゲルマノス『教会史と神秘的観想』」『エクフラシス別冊資料集』第2号
（2017年3�月）（査読無）

  論文・研究ノート 
・�「スヴェティ・ニコラ聖堂の図像形成」『エクフラシス』第5号（2015年3�月）47-61�頁（査読有）
・�「後期ビザンティン聖堂におけるプラティテラ型聖母子像�—�後期ビザンティン聖堂（13〜15世紀）に
おける儀礼化の進展」『エクフラシス』第4号（2014年3月）78-88頁（査読有）

・�「キリスト伝サイクルの変容とスヴェティ・ニコラ聖堂の装飾プログラム�—�後期ビザンティン聖堂（13〜
15世紀）における儀礼化の進展」『Waseda�RILAS�Journal』第1号（2013年10月）43-53頁（査読有）

・�「ビザンティン聖堂儀礼化研究序説�—�後期ビザンティン聖堂（13〜15世紀）における儀礼化の進展」『エ
クフラシス』第3号（2013年3月）123-144頁（査読有）

・�菅原裕文，益田朋幸「カッパドキア円柱式聖堂群の装飾プログラムと制作順」『美術史研究』第50冊（2012
年12月）45-79頁（査読有）

・�Хирофуми�Сугавара,�"Улогата�на�Ангелите�кои�ги�опкружуваат�Бодородица�
и�Христос,”�Премин,�83/84�（2012年11月）,�pp.�72-82（査読無，マケドニア正教会依頼原稿）

・�「優しさの形�—�エレウサ型アンナ像の出現とその意義」『地中海学研究』第35号（2012年5月）55-74頁
（査読有）
・�Хирофуми�Сугавара,�"Елеуса,"�Премин,�77/78�（2012年1月）,�pp.�53-57（査読無，マ
ケドニア正教会依頼原稿）

・�「聖母子像にともなう天使の役割」『エクフラシス』第1号（2011年3月）56-69頁（査読有）
・�「カッパドキアにおける慈愛の聖母の受容」『美術史』第162冊（2007年3月）84-97頁（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「チャルクル・キリセ再考」（美術史学会・国際ビザンツ学会日本支部共催「ビザンティンのカッパドキア」
2016年3月，於早稲田大学，査読無）

・�「カッパドキア，クズル・チュクル，アギオス・ニキタス・スティリティス聖堂の図像プログラム」（第
23回ヘレニズム〜イスラム考古学研究会，2016年7月，於金沢大学，査読無）

・�Hirofumi�Sugawara,�The�Function�of�the�Virgin�Eleousa�in�Tokalı�Kilise（トルコ，2015年9月，於ギョレ

菅原　裕文　（スガワラ　ヒロフミ）　准教授
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メ村観光協会，招待講演）。
・�「総主教ゲルマノスの遺産�—�可視化された典礼註解」（第152回教父研究会，2015年6月，於東京大学，
招待講演）。

・�Hirofumi�Sugawara,�Liturgical�Program�of�Çarıklı�Kilise（トルコ，2015年2月，於国立ネヴシェヒル・ハジ・
ベクタシュ・ヴェリ大学観光学部，招待講演）

・�「裁かれる罪人たち�—�ビザンティンの「最後の審判」図と悪の描写」（上智大学中世思想研究所講演会『中
世における悪の諸相』2014年11月，於上智大学，招待講演）

・�「中期ビザンティン聖堂における「受胎告知」の配置�—�カッパドキアの事例を中心に」（第38回地中海学
会大会，2014年6月，於國學院大学，査読有）

・�「12〜14世紀のビザンティン聖堂におけるキリスト伝サイクルの変容�—�マケドニア，ヴァロシュと
マナスティルのスヴェティ・ニコラ聖堂を中心に」（美術史学会東支部例会，2013年7月，於早稲田大学，
査読有）

・�「ビザンティン聖堂における装飾プログラムと象徴性」早稲田高等研究所高等研究所セミナーシリーズ
【比較文明史】第4回シンポジウム「建築から見るイスラーム教とキリスト教」早稲田大学，2013年1月
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  専門分野 
アメリカ文学，英語圏女性作家，ジェンダー学

  専門分野キーワード 
エスニシティ，ジェンダー，セクシュアリティ

  共著，共編著，編著 
・�共編著『英語圏女性作家のジェンダー・エスニシティ表象』彩流社，2013年（分担：第1章1節，2節，3節，
第2章4節，第3章11節）

・�共著：『国際学への扉：異文化との共生に向けて』風行社，2008年（分担：第11章）
・�共著：『ファンタジーの世界』九州大学出版会，2002年（分担：第3章4節の3）
・�共著：『アメリカの小説：理論と実践』リーベル出版，1987年（分担：ヘンリー・ジェイムズの実践）

  翻訳 
・�共訳：キンコック・チャン『アジア系女性作家論：沈黙の声を聴く』彩流社，2015年（分担：序章の1/3，
第3章125〜210ページ）

・�共訳：ヴィッキー・L・ルイス＆キャロル・デユボイス編『差異に生きる姉妹たち』1997年（分担：第4章
135-206，第7章303-330ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「シスターフッド構築のオルターナティヴ・ヴィジョンに向けて---『若草物語』と『仕事』を「分ける
もの／繋ぐもの」Kanazawa�English�Studies,vol.28，2013年（査読無）

・�論文：「セクシュアリティと死をめぐる語り---『ダロウェイ夫人』におけるレズビアン・サブテクストの
表象」『金沢大学歴史言語文化学系論集，言語・文学篇』第1号，2009年（査読無）

・�論文：「近代における[生]と[性]の物語をグローバルに問い直す---『浮かびあがる』におけるボディ・ポリ
ティックスとエコ・フェミニズムへの旋回」『金沢大学文学部論集，言語・文学篇』第26号，2007年（査
読無）

・�論文：「フライデイの口をジェンダー化／性化（セクシュアライズ）する---China�Menにおける身体性の
語り直し地図」『金沢大学文学部論集，言語・文学篇』第26号，2006年（査読無）

・�論文：「＜男＞の闘い／＜女＞の闘い---闘いのフロンティアとMaxine�Hong�Kingston」『英語青年』2005
年（査読有）

・�論文：グローバリゼーションの文脈における中国系移民文学のEmasculation/Domestication表象---The�
Woman�Warriorをめぐる「外枠／内枠」物語　『金沢大学文学部論集，言語・文学篇』第25号，2005年（査
読無）

・�論文：「シスターフッドの連帯の可能性に向けて---Uncle�Tom’s�CabinとIncidents�in�the�Life�of�a�Slave�
Girlにおけるジェンダーとセクシュアリティの再構築」New�Perspevtive�177号，2003年（査読有）

・�論文：「表象システムの暴力を超えて---『ジャズ』におけるモリスンの二重の語りの戦略と黒い母の再定
位」『金沢大学文学部論集，言語・文学篇』第23号，2003年（査読無）

・�論文：「共和国アメリカの公母---Uncle�Tom’s�Cabinにおける人種，階級，性／ジェンダーと国民化物語」
Kanazawa�English�Studies�第24号，2003年（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�金沢大学人文学類比較文学シンポジウム「読みかえる，書きかえる---文学の越境と変容」---「屋根裏の

和泉　邦子　（イズミ　クニコ）　教授
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狂女とは誰のことか：Jane�EyreとWide�Sargasso�Seaにおける白人クリオール女性の表象」2015年
・�金沢大学大学院ジェンダー・プログラム開設記念シンポジウム「19世紀アメリカ児童文学におけるジェ
ンダー表象再考」2012年

・�日本アメリカ文学会中部支部大会シンポジウム「セクシュアリティと死をめぐる語り---『ダロウェイ夫
人』におけるレズビアン・サブテクストの表象」2008年

・�新英米文学会大会「近代国家と（の）戦争における人種・ジェンダー／セクシュアリティの結び目を紐解
く---黒人版＜ジェンダー的ダブル＞としてのシャドラックとスーラ」2007年

・�お茶の水女子大学ジェンダー研究のフロンティアCOEプロジェクト「第5回文献討論会：Elizabeth�Grosz,�
Volatile�Bodiesを読む」2005年

・�新英米文学会月例会「ジェンダー／フェミニズム／クイア理論研究」2003年
・�新英米文学会大会シンポジウムパネラー『Uncle�Tom’s�Cabinと同時代作家たち』2002年
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  専門分野 
中国文学

  専門分野キーワード 
三国志演義，地方劇，出版文化

  共著，共編著，編著 
・�共著：『楊家将演義読本』岡崎由美・松浦智子編，勉誠出版，2015年。（分担：150-162ページ）
・�共著：『東アジア海域に漕ぎだす3�くらしがつなぐ寧波と日本』高津孝編・小島毅監修，東京大学出版会，
2013年。（分担：134-154ページ）

・�共著：『評弾と講談　伝統話芸の比較研究』木越治編，八木書店，2010年。（分担：74-96ページ）
・�共著：『中国近世文芸論』田仲一成他編，東方書店，2009年。（分担：39-60ページ）
・�共著：『狩野直禎先生傘寿記念三国志論集』三国志学会編，汲古書院，2008年。（分担：429-456ページ）
・�共著：『中國地域與中國語文學』祥明大學校韓中文化情報研究所編，新星出版社，2005年。（分担：225-
248ページ）

・�共著：『日本中國學會創立五十年記念論文集』日本中國學會創立五十年記念論文集編集小委員會編，汲
古書院，1998年。（分担：197-211ページ）

・�共著：『三国演義叢考』周兆新主編，北京大学出版社，1995年。（分担：55-102，347-362ページ）

  翻訳 
・�共訳：沙汀「沙汀《一个秋天晩上》訳注」『金沢大学中国語学中国文学教室紀要』6，2003年。
・�共訳：呉組緗「呉組緗《官官的補品》訳注」『金沢大学文学部論集言語・文学篇』20，2000年。
・�共訳：銭杭「同姓聯宗組織の地縁性の問題について」『金沢大学中国語学中国文学教室紀要』2，1998年。

  論文・研究ノート 
・�論文：「寧波走書「白鶴図」について」『中国における伝統芸能テクスト創出の機構解明と文化資源として
の活用　付�寧波走書「白鶴図」影印校注』（科学研究費報告書），2015年。（査読無）

・�論文：「文化資源化する伝統芸能と中国―芸能研究の情報収集・整理・発信の手引きとして―」森雅秀編
『文化資源学情報管理術』（CRS�TEXTSERIES�NO.2），2013年。（査読無）
・�論文：「古典の「再興」から「再考」へ―日中両国における『三国志演義』の受容を手がかりに―」一戸渉・佐
藤文彦編『「古典」は誰のものか―比較文学の視点から―』（第5回金沢大学人文学類シンポジウムブック
レット），2013年。（査読無）

・�論文：「日本における『三国演義』の受容（前篇）－翻訳と挿図を中心に－」『金沢大学中国語学中国文学教
室紀要』9，2006年。（査読無）

・�論文：「『三国演義』の言葉と文体」『金沢大学文学部論集言語・文学篇』25，2005年。（査読無）
・�論文：「雲南関索戯とその周辺」『金沢大学中国語学中国文学教室紀要』6，2003年。（査読無）
・�論文：「人はなぜ三国志の物語を「唱う」のか　－詩讃体講唱文芸に見える三国故事作品の生成と流通に
ついて－」『金沢大学文学部論集　言語・文学篇』23，2003年。（査読無）

・�論文：「毛綸，毛宗崗批評『四大奇書三国志演義』と清代の出版文化」『東方學』101，2001年。（査読有）（第
20回東方学会賞受賞）

・�研究ノート：「『蝴蝶夢』再読」『金沢大学中国語学中国文学教室紀要』5，2001年。（査読無）
・�論文：「講史小説と歴史書（4）－英雄物語から歴史演義へ－」『金沢大学中国語学中国文学教室紀要』4，
2000年。（査読無）

上田　望　（ウエダ　ノゾム）　教授
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  その他 
・�『蘇州大学図書館蔵弾詞「描金鳳」』金沢大学人間社会研究域，2014年。
・�「朱左朝」ほか2項目『世界人名大辞典』岩波書店，2013年。
・�『蘇州大学図書館蔵宝巻五種』『金沢大学日中無形文化遺産プロジェクト報告書』12，2011年。
・�「中国の歴史小説」『歴史と地理626世界史の研究220』，2009年。（読書案内）
・�「浙江東部の伝統芸能の現在と未来」『東アジア海域交流史　現地調査研究〜地域・環境・心性〜』3，
2009年。（調査報告）

・�『中国文学研究文献要覧　古典文学1978〜2007』川合康三監修，日外アソシエーツ，2008年。（編集協力）
・�「中国四大奇書の世界」『歴史群像シリーズ83�演義三国志』，2006年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「唐代伝奇に魅せられた日本の作家たち」会議名：第8回人文学類シンポジウム「読みかえる，書きかえ
る――文学の越境と変容」（2015年，7月11日，ITビジネスプラザ武蔵）（口頭発表）

・�「文化資源としての伝統芸能の可能性――日中両国の調査・保護活動の取組みから考える」会議名：日本
学術会議第一部公開シンポジウム「環日本海の文化交流」（2014年，8月3日，金沢のしいのき迎賓館）（口
頭発表）

・�“Three�Kingdoms�in�Japanese�Popular�Culture：A�Comparative�Cultural�Perspective�Analysis�between�
China�and�Japan”，Chinese�Literary�Migration�in�Asia：Three�Kingdoms�from�Translation�to�Local�Culture�
Construction，workshop�sponsored�by�Harvard-Yanjing�Institute，Boston，May�15,�2014（口頭発表）

・�「淺析《三國志演義》的冩法：從對白分析明清小説的語體特點」会議名：澳門文獻整理研究及數字化學術研
討會（2008年，8月27日，澳門大學）（口頭発表）

・�「地方戲的越界：論江蘇如皋童子戲的三種表現形態」会議名：中國戲劇與宗教學術研討會（2007年，9月
13日，香港浸會大學中國語言文學系）（口頭発表）

・�「小説『三国志』と日本人」会議名：三国志シンポジウム（2006年，7月26日，大東文化大学文学部中国学科）
（招待講演）
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  専門分野 
ドイツ文学，ドイツ学，キリスト教学

  専門分野キーワード 
ドイツ近代文学，ドイツの現代社会，キリスト教倫理，キリスト教宣教史

  共著，共編著，編著 
・�共著：『宗教者が語る死刑廃止』現代書館，2006，（岩井信等と共著）
・�共著：『ファンタジーの世界』九州大学出版会，2002年，（池田紘一，眞方忠道と共著）
・�共著：『死刑廃止とキリスト教』新教出版社，1993年，（岩井信等と共著）

  翻訳 
・�共訳：ヴィル・ベルトルト『ヒトラー暗殺計画・42』社会評論社，2015年，（分担：309-364）。
・�単独訳：ヴェルナー・フート『生きる意味　うつの原因・うつからの解放，医療とスピリチャリティ』In『心
と魂の叫びに応えて4』（ウァルデマール・キッペス編）サンパウロ，（分担：119-173）2006年。

・�単独訳：ヴェルナー・フート『原理主義　確かさへの逃避』新教出版社，2002年。
・�単独訳：ヴェルナー・フート『イスラームを理解するための諸前提』「福音と世界」（2002年1月号）新教
出版社。

・�共訳：„Versteckte�Strafe.�Todesstrafe�in�Japan“�Tokio�2001.�Forum�90.�（全体を分担）。
・�共訳：ヨェルデン（編著）『ヨーロッパの差別論』明石書店，1999年，（分担：125-143，430-445）。
・�単独訳：ヴェルナー・フート『ファンダメンタリズム　―この玉虫色の概念―』「福音と世界」（1997年8
月号）新教出版社。

・�単独訳：ミヒャエル・スタアク『脳死判定の方法論について』「日本法医学雑誌」48巻4号（1994年）
・�共訳：エトムント・ヘルツェン『神なき時代の芸術と哲学』鬼隠企画室，1987年，（分担：89-105）

  論文・研究ノート 
・�論文：「普及福音新教伝道会会長Johannes�Witteの見た日本―�“Sommer-Sonnentage�in�Japan�und�China”�
を巡って�―」『北陸宗教文化』26号（2015年7月）15-25.（査読あり）

・�論文（共著）：「小松市における外国にルーツを持つ子どもたちへの学習支援」『金沢大学留学生センター
紀要』第18号（2015年3月）（査読あり）

・�論文（共著）：「子育て支援者向け多胎育児支援研修プログラムの開発」『十文字学園女子大学人間生活学
部紀要』第11巻（2013年3月）。（査読なし）

・�論文（共著）：「グローバル人材育成としての日本語教師養成」『金沢大学留学生センター紀要』第16号
（2013年3月）（査読あり）
・�論文（共著）：「地域の子育て支援拠点を対象にした多胎育児支援の研修事業」『北陸公衆衛生学会誌』第
38巻第1号（2011年9月）（査読あり）

・�論文：「クルト・マルティの『葬送説教』」『独文研究室報』21（2011年3月）63-73.�（査読なし）
・�論文（共著）：「乳幼児健診に対する多胎児の母親の意識調査」『北陸公衆衛生学会誌』第36巻第1号（2009
年9月）（査読あり）

・�論文（共著）：「石川県における多胎育児家庭への支援　－いしかわ多胎ネットの構築とピアサポート活
動－」『北陸公衆衛生学会誌』第35巻第2号（2009年3月）（査読あり）

・�論文：「宣教巡察使ヴィッテが見た日本と中国　―視察旅行記『東洋の不思議な世界』を巡って―」『北陸
宗教文化』21号（2008年7月）（査読なし）

・�論文：「青島鹵獲書籍について　―現在の所蔵を中心に―」『金沢大学文学部論集』（文学科篇）27（2007
年）（査読なし）

・�論文：「ゴットヘルフは牧会者だったのか？」『北陸宗教文化』18（2006年3月）（査読なし）
・�論文：「協定大学におけるドイツ語サマーコースと海外研修の単位化」『独文研究室報』20（2005年3月）
（査読なし）
・�論文：「ヴィルヘルム・フォン・ショルツの『ペルペトゥア』について」『ドイツ語文化圏研究』（日本独文学�
会北陸支部）2（2004年3月）（査読あり）

志村　恵　（シムラ　メグミ）　教授
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・�論文：「日独戦争と青島鹵獲書籍」『独文研究室報』18（2002年3月）（査読なし）
・�論文：「ECTSと教育課程・履修科目のモデル化・モジュール化」『独文研究室報』17（2002年3月）（査読
なし）

・�論文：「文学における双子－最近のバイオものから－」『金沢大学大学教育開放センター紀要』21（2001
年10月）（査読なし）

・�論文：「死刑は死に絶えつつある－アルベルト・ビツィウスの死刑廃止論－」『キリスト教史学』55（2001
年7月）（査読あり）

・�論文：「アルベルト・ビツィウスの説教集について」『北陸宗教文化』13（2001年3月）（査読なし）
・�論文：「ヴィルヘルム・フォン・ショルツのドロステ理解」『独文研究室報』（金沢大学独文学研究会）15
（2000年1月）（査読なし）

  その他 
・�「ハウスシェア型混住寮としての「先魁」」『留学交流』（2015年9月号）日本学生支援機構（報告）
・�「小島�潤子『双生児の内的世界Ⅱ　自己[セルフ]と影[シャドウ]』文芸社，2011年」In:「日本双生児研究
学会ニュースレター」2012年7月（書評）

・�「死刑制度とキリスト教」『こえ』61号（2011年）日本聖公会中部教区名古屋学生青年センター（学術エセイ）
・�「ドイツ租借期青島旧所蔵書籍の現蔵機関及びその概況報告」『「青島鹵獲書籍」の復元と清末民国初にお
ける独英の対中国文化接触に関する比較研究』（平成17年度－平成19年度科学研究費補助金基盤研究B
一般研究成果報告書，課題番号17320091）2009年3月（共著，科研報告書）

・�「楽しきかなツインズライフ」『ツインズ・プラス』1（2003年）―　25（2007年）ビネバル出版（エセイ）
・�「文学における双子　その壮大なイメジャリー」『日本双生児研究学会ニュースレター』30（2001年12
月）（書誌）

・�「『そして，死刑は廃止された』を読む」「福音と世界」（2002年9月号）新教出版社（書評）
・�「改革の波の中で－学部教育の視点から」「ひろの」41（2001年10月）日本ドイツ文学振興会（大学教育
エセイ）

・�「金沢大学中央図書館所蔵『青島文庫』蔵書目録（2）」『金沢大学文学部論集』（文学科篇）21（2001年3月）
（書誌）
・�「金沢大学中央図書館所蔵『青島文庫』蔵書目録（1）」『金沢大学文学部論集』（文学科篇）20（2000年3月）
（書誌）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「30周年を迎えた日本双生児研究学会のこれまでとこれから」第30回日本双生児研究学会学術講演会
2016年1月25日（於和光大学）

・�「青島鹵獲図書について」ソウル大学大学史研究会　2015年3月12日（於ソウル大学法学同窓会館）（招
待講演）

・�「普及福音新教宣教会会長Johannes�Witteの見た日本―�“Sommer-Sonnentage�in�Japan�und�China”�を
巡って―」日本独文学会北陸支部2014年度秋季研究発表会　2014年10月25日　（於金沢大学サテラ
イトプラザ）

・�「多文化を背景に持つ子どもたちへの学習支援の実践を通して」石川県同和教育研究協議会第24回研究
大会，2014年8月21日（於石川県地場産業振興センター）（共著）

・�「日本多胎支援協会『子育て支援者向け多胎支援研修プログラム』について」第27回日本双生児研究学会
学術講演会2013年1月26日（於慶応大学）（共著）

・�「虐待防止のための連携型多胎支援事業」について第26回日本双生児研究学会学術講演会2012年1月
29日（於東京大学教育学部附属学校園）（共著）

・�「いしかわ多胎ネットによる「ピアサポート活動」の取り組み」第25回北陸母性衛生学会学術総会，2010
年7月24日（金沢大学保健学類）（共著）

・�「多胎育児支援全国普及事業について」第24回日本双生児研究学会学術講演会2010年1月23日（於石川
県生涯学習センター）（共著）

・�「多胎育児支援　地域ネットワーク構築事業　第3報　その1「多胎児家庭へのピアサポート事業第23
回日本双生児研究学会学術講演会2009年1月25日（於大阪市立大学）（共著）

・�「多胎育児支援　地域ネットワーク構築事業　第3報　その2「新しい地域多胎ネット構築の方向第23
回日本双生児研究学会学術講演会2009年1月25日（於大阪市立大学）（共著）
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  専門分野 
日本近現代文学

  専門分野キーワード 
三島由紀夫，出版文化論

  著書 
『「三島由紀夫」の誕生』翰林書房，2008年

  共著，共編著，編著 
・�共著：『21世紀の三島由紀夫』有元伸子・久保田裕子編，翰林書房，2015年（分担：62-70，286-289）
・�共著：『改造社のメディア戦略』庄司達也・中沢弥・山岸郁子編，双文社出版，2015年（分担：9-35）
・�共著：『「古典」は誰のものか　比較文学の視点から』一戸渉・佐藤文彦編，金沢大学人文学類，2013年（分
担：）

・�共編著：『大衆文学の領域』天野知幸・杉山欣也ほか編，大衆文学研究会，2005年（分担：49-68）
・�共著：『明治から大正へ　メディアと文学』，筑波大学近代文学研究会，2002年（分担：56-79）
・�共著：『明治期雑誌メディアにみる「文学」』，筑波大学近代文学研究会，2000年（分担：不明）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「「時事新報」文化関係記事目録（一九二七（昭和2）年七〜八月）」『金沢大学歴史言語文化学
系論集　言語・文学篇』8，2016年（査読無）

・�研究ノート：「神島・沖縄・内灘—三島由紀夫の旅する海辺」『日本近代文学』93，2015年（依頼）
・�論文：「「時事新報」文化関連記事目録　一九二七（昭和2）年六月」『金沢大学歴史言語文化学系論集　言
語・文学篇』7，2015年（査読無）

・�論文：「「時事新報」文化関連記事目録　一九二七（昭和2）年四〜五月」『金沢大学歴史言語文化学系論集　
言語・文学篇』6，2014年（査読無）

・�論文：「「時事新報」文化関連記事目録　一九二七（昭和2）年二〜三月」『金沢大学歴史言語文化学系論集　
言語・文学篇』5，�2013年（査読無）

・�論文：「『潮騒』の語り手と戦後社会」『季刊iichiko』116，2012年（依頼）
・�論文：「三島由紀夫・昭和三十年代エンターテイメント系小説群における語りの問題」『社会文学』　36，
2012年（査読有）

・�論文（共著）：「「時事新報」文化関連記事目録　一九二七（昭和2）年一月」『金沢大学歴史言語文化学系論
集　言語・文学篇』4，�2012年（査読無）

・�研究ノート：「昭和改元前後の『改造』－大衆化するメディア，広告化する『改造』」『日本近代文学』2009
年（依頼）

・�論文：「直木三十五の〈戦争未来記〉ー自称「フアシスト」の戦争文学（1）」『近代文学合同研究会論集』5，�
2008年（査読無）

・�研究ノート：「作家と求める読者，読者を求める作家ー改造社主催講演旅行実地踏査の印象」『日本近代
文学』77，�2007年（依頼）

・�論文：「『鹿児島朝日新聞』にみる円本宣伝活動ーその構造と欲望」『出版メディアにおける〈大衆〉の獲
得ー1920年代の「改造」の戦略と文学・映像・アジア』（査読無）

・�論文：「「花ざかりの森」の成立背景ー学習院における「貴族的なるもの」の位相」『日本語と日本文学』44，�
2007年（査読有）

杉山　欣也　（スギヤマ　キンヤ）　教授
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・�論文：「三島由紀夫未発表小説群における〈貴族階級〉ー「心のかゞやき」「公園前」「鳥瞰図」の一側面」『京
都語文』13�2006年（査読有）

・�論文：「三島由紀夫〈伝説〉と芥川賞の行方」『近代文学合同研究会論集』1，�2004年，（査読無）
・�論文：「『焔の幻影』の三島由紀夫ー初期三島成立の〈場〉に関する一考察」『昭和文学研究』46，�2003（査
読有）

・�論文：「輔仁会文化大会の三島由紀夫ー「扮装狂」「玉刻春」にふれつつ」『京都語文』8，�2001年（査読有）
・�論文：「坊城俊民著作目録稿」『稿本近代文学』25，�2000年（査読無）
・�論文：「『輔仁会報』第二号と三島由紀夫」『文学』1-4，�2000年，（依頼論文）

  その他 
海外滞在中のため調査不能

  口頭発表・ポスター発表 
・�「三島由紀夫はアメリカをどう描いたか　Mishima's�Vision�of�the�US.」2016/03/23，リーハイ大学（ア
メリカ）（招待講演）

・�Way�of�Sweets�from�Kanazawa�Japan（2016/03/21，リーハイ大学（アメリカ）（招待講演）
・�「ブラジルにおける日本語文学とメディア」日本文学協会第70回大会，2015/11/15，成城大学�（ラウ
ンドテーブル・ファイシリテーター）

・�「和菓子で歩く／読む金沢」金沢大学・東京都中央区連携講座「金沢を知る」）2015/11/14，築地社会教
育会館（講演）

・�島由紀夫が見て書かなかったブラジル（国際語としての日本語に関する国際シンポジウム，
2015/08/11，サンパウロ大学（発表）

・�書きかえられるブラジル　三島由紀夫『アポロの杯』の問題性（会議名：第8回金沢大学人文学類シンポ
ジウム，2015/07/11，ITビジネスプラザ武蔵（発表）

・�「O�que�Yukio�MISHIMA�viu�e�nao�contou:uma�introducao�a�experiencia�do�autor�no�Brasil」2014/11/�
07，リオデジャネイロ州立大学（講演）

・�「金沢からブラジルへ　三島由紀夫と能楽」（ciclo�de�Palestras:Estudos�de�Lingua�E�Literatura�Japonesa，
2013/12/16，サンパウロ大学（講演）

・�「学習院における『白樺』イメージとその継承　三島由紀夫を視点として」有島武郎研究会第53回全国大
会シンポジウム「学習院という〈場〉」2013.5，金沢大学サテライトプラザ（パネリスト）

・�「『現代日本文学全集』における伏字調査（中間報告）—円本と検閲をめぐって」シンポジウム「『円本』，地
域，文学」（2013.3，パネリスト）

・�「三島由紀夫・六〇年代エンターテイメント系小説群における語りの問題」�（会議名：日本社会文学会
2011年度春季大会シンポジウム，2011.5（パネリスト）
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  専門分野 
イギリス文学

  専門分野キーワード 
イギリス・ルネサンス　シェイクスピア　現代批評理論

  共著，共編著，編著 
・�共著『蘇るシェイクスピア--没後四〇〇年記念論集』〔日本シェイクスピア協会編，研究社，2016〕（分担：
「理想の君主を演じる――『ヘンリー五世』への道」）
・�共著『シェイクスピアとその時代を読む』〔日本シェイクスピア協会編，研究社，2007〕（分担：「ルーシ
オの悪ふざけ--『尺には尺を』における裁きと認識」147-166頁））

・�共著『ゴルディオスの絆--結婚のディスコースとイギリス・ルネサンス演劇』〔楠明子・原英一編，松柏社，
2002年〕（分担：「家族の肖像--シェイクスピア『ジョン王』論--」93-124頁）

・�共著�Hot�Questrists�after�the�English�Renaissance:�Essays�on�Sheakespeare�and�His�Contemporaries,�
（Takahashi,�Yasunari�et�al�[eds.]　New�York,�AMS�Press,�2000）（分担：'The�First�and�the�Second�Parts�
of�Henry�IV:�Some�Thoughts�on�the�Origins�of�Shakespearean�Gentleness,'�pp.�183�-�196）

・�共著『逸脱の系譜』〔（高橋康也編，研究社出版，1999）（分担：「人を駆りたてるもの--『トロイラスとクレッ
シダ』の世界--」85-102頁）

・�共著『エリザベス朝演劇の誕生』〔水声社，1997〕（分担：「『フォースタス』の悪魔」451-477頁）
・�共著『ニューヒストリシズム』〔富山太佳男編，研究社出版，1995〕121-155頁）（分担：「プロスペロウ
の帰郷」121-155頁）

・�共著『シェイクスピア全作品論』〔玉泉八州男他編，研究社出版，1992〕（分担：「『ヘンリー四世二部作』
--あるいは，シェイクスピア的温厚さの起源について--」145-164頁）

  翻訳 
・�単独訳：スティーヴン・グリーンブラット『シェイクスピアの自由』（みすず書房，2013）
・�単独訳：クリストファー・マーロウ『タンバレイン』（水声社　2012）
・�単独訳：ピーター・ブルックス『肉体作品--近代の語りにおける欲望の対象--』（新曜社，2003）
・�単独訳：スティーヴン・グリーンブラット『ルネサンスの自己成型--モアからシェイクスピアまで--』（み
すず書房，1992）

  論文・研究ノート 
・�研究ノート：「宗教の復権の時代に」（Shakespeare�News�〔日本シェイクスピア協会会報〕第39巻第3号
〔2000〕13-15頁）

  その他 
・�書評：Kiernan�Ryan,�Shakespeare's�Comedies�（Palgrave�Macmillan,�2009）,�Shakespeare�Studies.�Vol.�
48�（Shakespeare�Society�of�Japan,�2010）,�pp.�39�-51（英文）

  口頭発表・ポスター発表 
・�　研究発表：「水村美苗『本格小説』--語りの位相」
・�　第8回人文学類シンポジウム「読みかえる，書きかえる―文学の越境と変容」
・�　（2015年7月11日（土）ITビジネスプラザ武蔵　交流室1〔めいてつ・エムザ6階〕）

高田　茂樹　（タカダ　シゲキ）　教授
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・�研究発表：「マキャヴェリアンたちの変貌」
・�関西シェイクスピア研究会例会（龍谷大学梅田キャンパス，2015年2月22日（日））
・�研究発表：「『終わりよければすべてよし』なんて，いったい誰が言ってるんだ」
・�第48回シェイクスピア学会（筑波大学，2009年10月3，4日）
・�研究発表：「ルーシオウの悪ふざけ--『尺には尺を』における裁きと沈黙」
・�第44回シェイクスピア学会（日本女子大学，2005年10月9，10日）
・�パネル・ディスカッション「舞台を読む--�King�John�の場合--」講師
・�第39回シェイクスピア学会（神戸松蔭女学院大学，2000年10月28，29日）
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  専門分野 
認知コミュニケーション論，進化言語学，認知言語学，認知科学，ドイツ語の意味論，構文論

  専門分野キーワード 
認知，認知科学，コミュニケーション，言語と認知，言語の進化，身体，身体論，人間の進化と言語，物語論，
メタファー，ドイツ語

  著書 
・�翻訳という問題から見えてくる言語，文化，人間。日本独文学会　2012/10　編著

  論文 
・�内的経験の発露としての「叫び」の言語起源論的考察�―�ドイツ語と日本語を比較しながら。金沢大学
歴史言語文化学系論集，言語・文学篇（8）,�1〜27,�2016/3,�査読無

・�Konzept�eines�auf�Videoszenen�basierenden�Deutschunterrichts�mit�dem�Fokus�auf�Gesprächsübun-
gen.�Ein�Unterrichtsversuch�nach�dem�Usage-Based�Model�（ビデオシーンを使ったドイツ語授業の
構想，用法基盤モデルに基づいた授業実践）。橘日香里との共著，ドイツ語圏文化研究（12）,�91-112,�
2015,�日本独文学会北陸支部,�査読有

・�ことばを動機づけているさまざまなことごとについて�―�知性，音声，語彙，構文，理解，コミュニケー
ション力の進化。金沢大学歴史言語文化学系論集，言語・文学篇（7）,�1〜36,�2015/3,�査読無

・�Die�Satzmelodie�zur�Abgrenzung�der�Kognitionseinheiten－am�Beispiel�der�restriktiven�und�nicht�re-
striktiven�Relativsatzkonstruktionen－（認知単位を切り分けるための文メロディー�―制限，非制限的関
係構文を例に）。金沢大学歴史言語文化学系論集，言語・文学篇（06）,�1-23,�2014/3,�査読無

・�Rhetorik�aus�kognitiver�Sicht�-�Über�das�Wunder,�wie�verständliche�und�wirkungsvolle�Texte�verfasst�
werden（認知的レトリック論�―�理解が容易で効果的な文章作成の秘訣について）。歴史言語文化学系
論集，言語・文学篇（5）,1-16,�2013/03,�査読無

・�Negation�und�Körperliche�Ausdrücke（否定と身体表現）。宮下博幸，Schmaus,�S.との共著，Transkul-
turalität�–�Identitäten�in�Neuem�Licht�（hrsg.�v.�Maeda,�R.）,�Iudicium,�München�2012,�査読無

・�翻訳と語彙―「うらみ」がドイツ語に翻訳できない。�翻訳という問題から見えてくる言語，文化，人間，
日本独文学会,�2012/10,4-21,�査読無

・�認知コミュニケーション論の試み―私たちはことばを使って何をしているのか。�独文研究室報（21）,�
1-13,�2011/03,�査読無

・�ことばの力と人間の進化。金沢大学歴史言語文科系論集，言語・文学篇（3）,�1-24,�2011/03,�査読無
・�身体によって表現される否定とコミュニケーション―質問に対する反応としての身体表現の動画情報
を使った反応実験にもとづく考察。宮下博幸との共著，日本語用論学会大会発表論文集�（5）,�73-80,�
2009,�査読無

・�Negation�as�Embodied�Cognition�-�What�Co-occurring�Bodily�Expressions�Reveal�about�Negation.�宮
下博幸との共著，金沢大学歴史言語文化学系論集　言語･文学篇（2）,�1-27,�2010/03,�査読無

・�Körperliche�Ausdrucke�als�Fenster�der�Kognitionen�:�ein�Versuch�der�Beschreibung�der�Negationen�auf�
audiovidueller�Basis（認知の窓としての身体表現―否定認知の視聴覚データに基づく分析のこころみ）。
宮下博幸との共著，ドイツ文学（137）�124-139,�2009/01,�日本独文学会，査読有

・�環境と進化の観点からの認知物語論―物語を実現する認知メカニズム，物語の果たす機能，物語る能
力の発達，物語る能力の進化について。金沢大学文学部論集，言語・文学篇（28）,�2008/3，査読無

・�探索認知（分かろうとする）とベース認知（分かっている）によるテクスト構造の動機づけ―「分かろうと

竹内　義晴　（タケウチ　ヨシハル）　教授
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する」vs「分かっている」。日本認知言語学会論文集（6-1）,�528-531,�2006/09,�査読無
・�空間表現における非対称・時間表現における非対称―メタファーによる認知拡張の理論から進化論的
な認知成立の理論へ。ドイツ語文化圏研究（4）,�23-44,�2006/09,�査読有

・�認知言語学的テクスト論―「分かっている」，「分かろうとする」，そして「行動する」認知姿勢によって
テクストなどの言語形式は動気づけられている。日本独文学会研究叢書（36-1）,�28-48,�2005/10，査
読無

・�Evolutionäre�und�kognitive�Ursprünge�der�Negation�und�deren�Inkorporierung�in�die�Sprache（否定の進
化的・認知的起源とその言語化について）。Neue�Beiträge�zur�Germanistik（3-2）,�145-158,�2004/10,�
査読有

・�言語から心を覗くことができるのか，論理表現についての進化言語学的考察,ドイツ語文化圏研究（2）,�
1-23,�2004/07,�査読有

・�進化と生存という観点からの身体論的意味論�―いわゆる授受動詞についての考察つき。金沢大学文学
部論集，言語・文学篇（23）�119-144,�2003/03,�査読無

・�並列接続詞に導かれる文は，作業記憶容量の制約により分断された認識断片を補足し，認識の全体性
への関連を修復する�―ドイツ語並列接続詞の認知的働きについて,�金沢大学文学部論集，言語・文学篇
（22）,�53-75,�2002/03,�査読無
・�外国語「教育方法」論の基本哲学。独文研究室報（17）,�93-10,�2002/03,�査読無
・�メタファーの認知的働きを神経群淘汰理論で説明する試み�―メタファーが写像であるというメタ
ファーが隠しているもの。金沢大学文学部論集，言語・文学篇（21）,�51-80,�2001/03,�査読無

・�身体主義にもとづく，主格の認知意味論。ドイツ文学（104）,�65-77,�000/03,�査読有
・�認知構造から発声形態へのメタファー的な写像�―指示，否定，疑問の言語表現の身体性について。金
沢大学文学部論集，言語・文学篇（20）,�105-128,�2000/03,�査読無

  翻訳 
・�テクストからみたドイツ語文法（ハラルト�ヴァインリ著），脇阪豊他との共訳　2003，三修社
・�インターネットと使ったタンデムによる外国語学習の手引き。（ブラマーツ,Hとリトゥル,D編著），糸
魚川修他との共訳，金沢大学文学部文学科，ドイツ語学・ドイツ文学コース発行，1998/3
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  専門分野 
日本文学，芸術諸学，日本史

  専門分野キーワード 
中世文学，能楽，芸能史

  著書 
・�『能の主題と役造型』三弥井書店，1999年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『文化資源情報論』森雅秀編，金沢大学国際文化資源学研究センター，2013年。（分担：「能楽研究
の方法と資料―能〈百万〉の作品研究を例として―」123-133ページ）

・�共著：『中世の芸能と文芸』（中世文学と隣接諸学7）小林健二編，竹林舎，2012年。（分担：「元雅的世界
の形成－〈隅田川〉における悲劇と奇跡－」195-213ページ）

・�共著：『金沢能楽美術館図録』金沢能楽美術館，2006年。（分担：「加賀藩能楽史の展開」8-17ページ，「謡
本と謡曲」96-100ページ，「加賀藩能楽史略年表」113-117ページ）

・�共編著：『金沢市史通史編2近世』金沢市，2005年。（分担：「第一編第一章第五節四　学問の奨励，五　
能楽」84-95ページ，「第二編第一章第三節一　歴代藩主の学問はじめなど」253-259ページ）

・�共編著：『大鼓役者の家と芸－金沢・飯島家十代の歴史－』長山直治・西村聡，飯嶋調寿会，2005年。（分担：
「概説大鼓飯島家の三百年」13-17ページ，「第二章近代飯島家の歩みと記録」177-215ページ，「第四章
近代における出演能・囃子番組」299-363ページ）

・�共編著：『鎌倉室町文学論纂』徳江元正・石川透・岡見弘道・西村聡編，三弥井書店，2002年。（分担：「〈小
原野花見〉と足利義政」320-341ページ）

・�共編著：『金沢市史資料編15学芸』金沢市，2001年。（分担：「第二編芸能・文化第一章藩政期の諸芸第一
節能楽，第二節幸若舞」291-313ページ）

・�共著：『能楽―加賀宝生の世界―』石川県立歴史博物館，2001年。（分担：「加賀宝生の近代―舞台が区切
る百三十年―」6-8ページ）

・�共著：『石川の文化読本』石川県県民文化局文化振興課，2001年。（分担：「現状と展望　能・狂言」37-41
ページ）

・�共編著：『金沢能楽会百年の歩み　下　回顧と展望』金沢能楽会，2001年。（分担：「金沢能楽会の百年」
5-222ページ）

・�共編著：『金沢能楽会百年の歩み　上　番組集成』金沢能楽会，2000年。（全体の編集を分担）
・�共編著：『加賀・能登の古典文学』能登印刷出版部，2000年。（分担：「平家物語・源平盛衰記・能〈実盛〉・
能〈安宅〉・舞〈富樫〉・舞〈笈さがし〉・歌舞伎〈勧進帳〉」）

・�共著：『加賀・能登の能楽』石川県・北国新聞社，1997年。（分担：「（写真編）解説」6-35ページ，76-119ペー
ジ，「加賀・能登の能楽の歴史」130-167ページ，「加賀・能登能楽史略年表」「参考文献」257-265ページ）

・�共著：『白居易研究講座第四巻日本における受容（散文篇）』太田次男編，勉誠社，1994年。（分担：「無住
の白居易」125-142ページ）

・�共著：『加賀藩御細工所の研究（二）』金沢美術工芸大学，1993年。（分担：「第三章第二節催能時の御細工
者」162-191ページ）

・�共著：『室町藝文論攷』徳江元正編，三弥井書店，1991年。（分担：「氏子桜子」270-286ページ）
・�共著：『金沢－伝統・再生・アメニティ－』二宮哲雄編，御茶の水書房，1991年。（分担：「加賀宝生の伝
統と再生」355-374ページ）

・�共著：『室町文学纂集Ⅱ古今和歌集三條抄』徳江元正編，三弥井書店，1990年。（分担：「河原院幻想の構
造－〈融〉像処理論－」241-268ページ）

・�共著：『深井一郎教授退官記念論文集』深井一郎教授退官記念事業会，1990年。（分担：「〈玉葛〉主題論の
ゆくえ」148-155ページ）

・�共編著：『金沢市立図書館蔵謡言粗志―翻刻と校異―下巻』金沢市，1990年。（分担：外編22冊中，第2冊，

西村　聡　（ニシムラ　サトシ）　教授
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第8冊，第14冊，第20冊の翻刻と校異，『謡言粗志拾遺』『謡言粗志訂補』の翻刻，「解題Ⅱ謡言粗志」の
単著）

・�共編著：『金沢市立図書館蔵謡言粗志―翻刻と校異―上巻』金沢市，1989年。（分担：内編20冊中，第4冊，
第10冊，第16冊の翻刻と校異）

・�共著：『説話文学の世界』池上洵一・藤本徳明編，世界思想社，1987年。（分担：「第五章中世Ⅱ－中世近
江の眺望」128-153ページ）

・�共著：『室町文学纂集Ⅰ伊勢物語註』徳江元正編，三弥井書店，1987年。（分担：「在原行平の像形成－古
注を経て〈松風〉に至る－」141-167ページ）

・�共著：『古典の変容と新生』川口久雄編，明治書院，1984年。（分担：「『卒都婆小町』の近代－三島由紀夫
による新生－」471-479ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「亡き母を慕う未来―泉鏡花『笈摺草紙』の虚構と史実―」『紫明』38号，2016年。（依頼論文）
・�小論：「〈須磨源氏〉山賤の涙―物語を敬う作法と理由―」『第四十二回篠山春日能解説図録』，2015年。（依
頼小論）

・�論文：「『照葉狂言』の松風，『卯辰山開拓録』の井筒―「日暮の丘」周辺をめぐる一考察―」『金沢大学歴史
言語文化学系論集言語・文学篇』6号，2014年。

・�論文：「『申楽談儀』を語ることと書くこと」『能と狂言』11号，2013年。（査読有）
・�小論：「〈安宅〉における立衆と地謡」『廣田鑑賞会第二十回公演解説図録』，2013年。（依頼小論）
・�論文：「世阿弥作品の軍体と名乗り―美しい修羅の自画像」『観世』79巻11号，2012年。（依頼論文）
・�論文：「〈棒縛〉の演出とその変遷―金沢と名古屋の比較を視点に―」『金沢大学日中無形文化遺産プロ
ジェクト報告書』17集，2012年。

・�論文：「和泉流狂言史の金沢と名古屋」『金沢大学日中無形文化遺産プロジェクト報告書』17集，2012年。
・�小論：「〈夕顔〉の世語りと菩提心」『廣田鑑賞会第十九回公演解説図録』2012年。（依頼小論）
・�論文：「能の作品世界と北陸―〈実盛〉〈安宅〉〈鵜祭〉の公演を前に―」『国立能楽堂』338号，2011年。（依
頼論文）

・�論文：「『大野木克寛日記』から見た加賀藩中期の能楽」『芸能史研究』194号，2011年。（査読有）
・�論文：「『歌行燈』を能楽で読む」『金沢大学日中無形文化遺産プロジェクト報告書』10集，2011年。
・�論文：「文禄三年の能楽事情と『太閤記』－〈高野参詣〉の上演をめぐる一考察－」『金沢大学歴史言語文化
学系論集言語・文学篇』2号，2010年。

・�論文：「宗教劇から人間劇へ－鬼を救い生を語る能の流れ」『国文学解釈と鑑賞』74巻10号，2009年。（依
頼論文）

・�論文：「加賀藩江戸藩邸御成記録と能番組－前田家三代利常治藩期を中心に－」『能と狂言』7号，2009年。
（査読有）
・�論文：「〈綾鼓〉研究の現在－「元雅新作」は〈恋重荷〉を超えたか－」『金沢大学文学部論集言語・文学篇』28
号，2008年。

・�論文：「〈葵上〉注釈余説」『金沢大学文学部論集言語・文学篇』27号，2007年。
・�小論：「「綾の鼓」の両義性―鳴らない鼓である前に―」『廣田鑑賞会第九回公演解説図録』，2007年。（依
頼小論）

・�論文：「〈檜垣〉における奇跡の老い」『観世』73巻6号，2006年。（依頼論文）
・�論文：「近代〈安宅〉論議と地域伝承史－「鳴るは滝」名所化への視線－」『金沢大学文学部論集言語・文学
篇』26号，2006年。

・�小論：「〈女郎花〉論のための二三の視点」『銕仙』551号，2006年。（依頼小論）
・�小論：「〈葵上〉の結末のことなど」『銕仙』527号，2004年。（依頼小論）
・�小論：「近代能楽史料としての『三百年祭記事』二種」『石川県史だより』43号，2004年。（依頼小論）
・�論文：「〈花筺〉達成論の更新」『金沢大学文学部論集言語・文学篇』23号，2003年。
・�論文：「明治の能楽復興とその地方展開－金沢能楽会の設立趣意書から読み取れること－」『文学』3巻5
号，2002年。（依頼論文）

・�論文：「「砧」論の前提」『金剛』159号，2000年。（依頼論文）
・�小論：「〈杜若〉は『伊勢物語』の形見」『第二十七回篠山春日能解説図録』，2000年。（依頼小論）
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  その他 
・�資料翻刻・解題：「『謡曲義解』五「卒都婆小町」―解題と翻刻―」『金沢大学歴史言語文化学系論集言語・文
学篇』8号，2016年。

・�資料翻刻・解題：「安政二年刊『照葉俄早合点二編』―解題と翻刻―」『金沢大学歴史言語文化学系論集言
語・文学篇』7号，2015年。

・�資料翻刻・解題：『そして能は広がる。―「謡曲・能楽」の定着と金沢―』金沢市立玉川図書館近世史料館・
中世文学会共同企画展展示解説，2014年。

・�書評：「尾本頼彦『世阿弥の「花の論」の展開』」『芸能史研究』204号，2014年。
・�資料翻刻・解題：「金沢大学本狂言集―解題と翻刻―」『金沢大学歴史言語文化学系論集言語・文学篇』5号，
2013年。

・�書評：「平林一成『能，戯曲解釈の可能性―〈草刈りの能〉から〈狭衣〉まで』」『演劇映像』51号，2010年。
・�資料翻刻・解題：「元和・寛永期加賀藩御成能番組集成―加越能文庫蔵御成記録を主として―」『金沢大
学国語国文』34号，2009年。

・�書評：「天野文雄著『世阿弥がいた場所』・大谷節子著『世阿弥の中世』」『芸能史研究』179号，2007年。
・�書評：「小林健二著『中世劇文学の研究―能と幸若舞曲―』『伝承文学研究』52号，2002年
・�書評：「三宅晶子著『歌舞能の確立と展開』」『金剛』162号，2001年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「芭蕉葉の夢は破れる―〈井筒〉結末の表現をめぐる一考察―」第8回金沢大学人文学類シンポジウム「読
みかえる，書きかえる―文学の越境と変容」（2015年7月11日，金沢市・ITビジネスプラザ武蔵）

・�「『申楽談儀』を語ることと書くこと」能楽学会2012年度世阿弥忌セミナー（2012年8月8日，奈良国立
博物館）

・�「和泉流狂言史の金沢と名古屋」金沢大学・東京文化財研究所共同開催「和泉流狂言の伝承―金沢と名古
屋―」（2010年12月12日，石川県立能楽堂）

・�「仕舞と対談「鏡花と能楽〜名作『歌行燈』を中心に〜」金沢大学・泉鏡花記念館・金沢能楽美術館連携企
画「鏡花と能楽」（2010年7月24日，金沢能楽美術館）

・�「加賀藩江戸藩邸御成記録と能番組」能楽学会平成20年度大会（2008年5月18日，早稲田大学）
・�「加賀宝生の昭和25年（1950）」金沢大学日中無形文化遺産シンポジウム「金沢が育んだ加賀宝生の魅力
―無形文化遺産の継承を考える―」（2007年10月6日，金沢21世紀美術館）
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  専門分野 
イギリス文学，英語圏文学

  専門分野キーワード 
ヴィクトリア朝後期小説，太平洋文学，ポストコロニアル批評

  共著，共編著，編著 
・�共著：『国際学への扉：異文化との共生に向けて』風行社，2008年。（分担：第13章）

  翻訳 
・�共訳：『おしりに口づけを』岩波書店，2006年。（村上清敏との共訳）
・�共訳：『コンラッド文学案内』研究社，2012年。（分担：第11章，読書案内）

  論文・研究ノート 
・�論文：“Appropriating�Robert�Louis�Stevenson:�Nakajima�Atsushi�and�the�Ideological�Context�in�the�Pre-
War�Japan”�The�International�Journal�of�Scottish�Literature　9号　67-84頁　2014/03　査読有

・�論文：「他者のいない主体：アルバート・ウェントと『黒い虹』」『言語文化論叢』16号　109-127頁　
2012/03　査読無　

・�論文：「太平洋を描く：中島敦のスティーヴンソンとスティーヴンソンのサモア」『言語文化論叢』15号　
139-157頁　2011/03　査読無　

・�論文：「太平洋文学の第一世代小説家：エペリ・ハウオファトとアルバート・ウェント」『言語文化論叢』
14号　145-163頁　2010/03　査読無　

・�論文：「この授業は何を目指すのか？：小学校英語教育における曖昧性の問題」『外国語フォーラム』3巻　�
49-63頁　2009/03　査読無　

・�論文：「無害な脅威：『ダイナマイター』おけるテロリズムと虚構」『金沢大学人間社会学域学校教育学類
紀要』1巻　�11-20頁　2009/02　査読無　

・�論文：「南太平洋のナチュラライゼーション：19世紀英米文学における女性表象とその変移」『金沢大学
教育学部紀要』56巻　�13-25頁　2007/02　査読無　

・�論文：「英語存廃論争と植民地主義」『金沢大学教育学部紀要』54巻　�1-13頁　2005/02　査読無　
・�論文：「『ジーキル博士とハイド氏』における進化と倫理の言説」『金沢大学教育学部紀要』51巻　15-25
頁　2002/02　査読無

  その他 
・�「アナログメディアリスニング教材のコンピュータによる活用とその手法」『言語文化論叢』8巻　1-15
頁　2004/03

  口頭発表・ポスター発表 
・�「植民地ロマンスの系譜：ヴィクトリア朝冒険小説とコンラッド」第2回日本コンラッド協会年次大会シ
ンポジウム「船とロマンス：コンラッドのイマジネーションを再考する」（2015年11月　関西学院大学）

・�「太平洋世界の情報発信者としてのR.�L.スティーヴンソン」第67回日本英文学会中部支部大会（2015年
10月　名古屋工業大学）

・�「ジョゼフ・コンラッドの『密偵』：起爆装置と生の解剖学」第18回日本キプリング協会大会シンポジウ
ム「イギリス小説とスパイ或は諜報員」（2014年3月　学習院大学）

山本　卓　（ヤマモト　タク）　教授
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・�「スティーヴンソンから読むコンラッド：『ダイナマイター』と『密偵』におけるテロリズム表象」第1回日
本コンラッド協会年次大会（2013年6月　跡見学園女子大学）

・�“Locating�the�Pacific�Stevenson�in�Japanese�Literature”�Locating�Stevenson:�6th�Biennial�Stevenson�
Conference�（2010年7月�Sterling�University）

・�「異種混交のロボット：現代太平洋作家における主体へのまなざし」�第62回日本英文学会中部支部大会
シンポジウム「『似姿』としてのロボット：英米文学テクストをロボットで読む」（2010年10月�金沢大学）

・�「太平洋文学の「語り」：Albert�Wendtが描くポスト・コロニアリズム的主体の可能性」�第61回日本英文
学会中部支部大会（2009年10月�愛知学院大学）

・�“Kisses�in�the�Nederends�and�the�Japanese�Oral�Tradition:�The�Japanese�Tradition�of�Literary�Eroti-
cism�and�Storytelling”�A�book-launch�seminar�at�USP�（2006年9月�The�University�of�the�South�Pacif-
ic）（招待講演）
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  専門分野 
　日本中世文学

  専門分野キーワード 
　中世歌論，仏教文学，鷹書

  著書 
・�『藤原俊成―思索する歌びと―』三弥井書店，2014年
・�『慈円の和歌と思想』和泉書院，1999年

  共著，共編著，編著 
・�共著：和歌文学大系『拾玉集（上）（下）』明治書院，2008年，2011年（石川一との共著）
・�共著：『中世文学と寺院資料・聖教』竹林舎，2010年（「慈円の言説活動」の章を担当）
・�共著：『歌論歌学集成　第七巻』三弥井書店，2006年（小林一彦，渡部泰明との共著）

  論文・研究ノート 
・�論文；「鷹書に現れる人々―「（徳丸）宗養奥書本鷹書」の固有名詞―」（『金沢大学学校教育学類紀要』第8
号，2016年）査読なし

・�論文：「国立公文書館内閣文庫蔵「宗養奥書本鷹書」（仮称）をめぐって」（『金沢大学学校教育学類紀要』第
７号，2015年）査読なし

・�論文：「松平文庫蔵（福井県立図書館保管）｢鷹ノ書」の研究と翻刻｣（『金沢大学学校教育学類紀要』6号，
2014年）査読なし

・�論文：「鷹書とは―概観の試みと今後の展望―」（『鷹書類の調査と研究（研究課題番号20520189）』，
2012年）査読なし，科学研究費成果報告

・�論文：「奇妙な自注」（岩波書店『文学』6巻4号）依頼論文

  その他 
・�「幻視される仮名成立期の「国語政策」―鴎外「仮名遣意見」から―」（日本文学協会『日本文学』58-8，
2009年）学術エッセイ

・�「教材に見る「戦争の心象」―「一つの花」のための二つの視点―」（學燈社『国文学』53巻13号，2008年）
教材分析

・�「表記法をめぐる断章」（日本文学協会『日本文学』56-10，2007年年）学術エッセイ

  口頭発表・ポスター発表 
・�講演「鷹書と鷹歌」（中世文学会平成26年度秋季大会，2014年10月4日）招待講演

山本　一　（ヤマモト　ハジメ）　教授
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  専門分野 
環境文学，アメリカ文学・文化，比較文学

  専門分野キーワード 
エコクリティシズム，ネイチャーライティング，食研究（フードスタディーズ）

  著書 
・�『他火のほうへ――食と文学のインターフェイス』水声社，2012年。［英訳Foodscpaes�of�Contemporary�
Japanese�Women�Writers:�An�Ecocritical�Journey�around�the�Hearth�of�Modernity.�Trans.�Michael�
Berman.�Palgrave�Macmillan,�2015.］

・�『水の音の記憶――エコクリティシズムの試み』水声社，2010年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：The�Routledge�Companion�to�the�Environmental�Humanities.�Ed.�Ursula�K.Heise,�Jon�Chris-
tensen�and�Michelle�Niemann,�Routledge,�2017.�［分担：pp.56-63］

・�共著：A�Global�History�of�Literature�and�the�Environment.�Ed.�John�Parham�and�Louise�Westling,�Cambridge�
University�Press,�2017.�［分担：pp.335-347］

・�共編著：Allen,�Bruce,�and�Yuki�Masami,�eds.�Ishimure�Michiko's�Writing�in�Ecocritical�Perspective:�
Between�Sea�and�Sky.�Lexington�Books,�2016.�［執筆担当：vii,�pp.�1-10,�41-56�］

・�共編著：小谷一明，巴山岳人，結城正美，豊里真弓，喜納育江編著『文学から環境を考える――エコク
リティシズム�ガイドブック』勉誠出版，2014年。［執筆担当：i-xiv�］

・�共編著：Gebhardt,�Lisette,�and�Yuki�Masami,�eds.�Literature�and�Art�after�"Fukushima":�Four�Approaches.�
EBVerlag,�2014.�［分担：pp.�7-10,�37-51.］

・�共著：�The�Impact�of�Disaster:�Social�and�Cultural�Approaches�to�Fukushima�and�Chernobyl .�Ed.�
Thomas�M.�Bohn,�Thomas�Feldhoff,�Lisette�Gebhardt,�and�Arndt�Graf.�EBVerlag,�2014.�［分担：pp.�215-
226］

・�共著：�The�Oxford�Handbook�of�Ecocriticism.�Ed.�Greg�Garrard,�Oxford�University�Press,�2014.�［分担：
pp.�519-526］

・�共著：�『沖縄ジェンダー学１――「伝統」へのアプローチ』，喜納育江編，大月書房，2014年［分担：pp.�
169-182］

・�共著：�East�Asian�Ecocriticisms:�A�Critical�Reader.�Ed.�Simon�Estok�and�Won-Chung�Kim,�Palgrave�Mac-
millan,�2013.�［分担：pp.�17-33］

・�共著：笹田直人編『アメリカ――〈都市〉の文化学』ミネルヴァ書房，2011年。［分担：第10章］
・�共著：野田研一編『アメリカ――〈風景〉の文化学』ミネルヴァ書房，2011年。［分担：第３章］
・�共編著：生田省悟，村上清敏，結城正美編著『「場所」の詩学――環境文学とは何か』藤原書店，2008年。
［分担：pp.�41-55,�290-293］
・�共著：�『自然と文学のダイアローグ――都市・田園・野生』山里勝己，高田賢一，野田研一，高橋勤，スコッ
ト・スロヴィック編，彩流社，2006年。［分担：pp.�111-123］

・�共著：『ロマンティック・エコロジーをめぐって』英宝社，2006年。［分担：pp.�71-96.］
・�共編著：『越境するトポス――環境文学論序説』彩流社，2004年。［分担：pp.�87-109,�163-203,�302-
308］

・�共著：Surveying�the�Literary�Landscapes�of�Terry�Tempest�Williams:�New�Critical�Essays.�Ed.�Katherine�
Chandler�and�Melissa�Goldthwaite.�University�of�Utah�Press,�2003.［分担：pp.�81-93］

・�共著：�『アメリカ文学の〈自然〉を読む――ネイチャーライティングの世界へ』スコット・スロヴィック，
野田研一編著，ミネルヴァ書房，1996年。［分担：第16章，邦語文献リスト］

  翻訳 
・�単独訳：Kazue�Morisaki’s�“New�Life.”�ISLE�13.1�(2006):�183-188.

結城　正美　（ユウキ　マサミ）　教授
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・�共訳：フェイ・ビービ（インタビュア）�「書くプロセスをめぐって――テリー・テンペスト・ウィリアムス
との会話」『文学と環境』8号（2005年）：5-21。

・�共訳：ラモン・サルディヴァー�「ロマンス，ファンタスティックなるもの，歴史表象」木下卓，笹田直人，
外岡尚美編著『多文化主義で読む英米文学』ミネルヴァ書房，1999年，pp.�229-274。

・�単独訳：レオ・マークス「アメリカン・パストラルの思想」ハロルド・フロム他著『緑の文学批評――エコ
クリティシズム』松柏社，1998年，pp.�115-141。

・�単独訳：デイヴィッド・エイブラム「言語の果肉」ハロルド・フロム他著『緑の文学批評――エコクリティ
シズム』松柏社，1998年，pp.�195-222。

・�共訳：テリー・テンペスト・ウィリアムス著，木下卓・結城正美訳『デザート・クァルテット』松柏社，
1996年。

・�単独訳：スコット・スロヴィック�「埋め込まれたディスコース，独立したディスコース」『ユリイカ』28
巻4号（1996年）：166-180。

・�共訳：ウォレス・ステグナー「場所の感覚」『フォリオa』２号（特集　アメリカン・ネイチャー・ライティ
ング，1993年）：112-124。

  論文・研究ノート 
・�論文：�“Analyzing�Satoyama:�A�Rural�Environment,�Landscape,�and�Zone.”�POETICA�80�(special�issue�
of�Japan�and�Ecocriticism,�ed.�by�David�Bialock�and�Ursula�Heise),�2014,�52-63.（依頼論文／査読無）

・�論文："Why�Eat�Toxic�Food?:�Mercury�Poisoning,�Minamata,�and�Literary�Resistance�to�Risks�of�Food."�
ISLE�19.4�(2012):�732-750.（依頼論文／査読有）

・�論文："Morisaki�Kazue's�Diasporic�Interventions�in�Language."�IJOS:�International�Journal�of�Okinawan�
Studies�(Special�Issue�of�Women�and�Globalization)�2.2�(2011):�31-40.�（依頼論文／査読有）

・�論文：「「ハムと卵と風景」――トウェインの食の風景をエコクリティカルに読む」『マーク・マーク・ト
ウェイン研究』10号(2011):�79-86.�（依頼論文／査読有）

・�論文：「エコクリティシズムをマップする」『水声通信』33号（2010年）：86-98。（依頼論文）
・�研究ノート：「英語リーディング授業実践報告―恊働学習とスキャニング練習を導入した授業デザイン」
『外国語教育フォーラム』4号（2009年）:�51-59。（査読無）
・�論文：�“The�Logic�of�Sustainability�in�Ikezawa�Natsuki’s�Ecofiction.”�Foreign�Literature�Studies�(special�
issue�of�Ecocriticim�in�Asia,�2008):�1-9.（依頼論文／査読有）

・�研究ノート：「教室SLAと使用言語―英語I（共通教育言語科目）の受講調査結果から」『外国語教育フォー
ラム』1号（2007年）：16-25。（査読無）

・�研究ノート：「英語イマージョンクラス（教養的言語科目）の現状と課題―受講調査の結果から」『言語文
化論叢』10号（金沢大学外国語教育研究センター，2006年）：133-146。（査読無）

・�論文：「国立公園とネイチャーライティング」『文学と環境』4号（2001年）：44-51。（査読有）

  その他 
・�“Listening�to�Fukushima.”�Taguchi�Randy’s�Riku�and�the�Kingdom�of�White.�Balestier�Press,�2016.�
（foreword；田口ランディ『リクと白の王国』英語版まえがき）
・�「実感という希望」田口ランディ『ゾーンにて』，文春文庫，2016年。（解説）
・�「健康幻想」，「国立公園」�『アメリカ文化　55のキーワード』笹田直人，野田研一，山里勝己編著，ミ
ネルヴァ書房，2013年。（項目執筆）

・�「狩猟民を横目で見ながら言葉の海で舵を取る――池澤夏樹のネイチャーライティング」『文藝』50巻1
号，2011年，72-75。（エッセイ）

・�森崎和江インタビュー「“生む・生まれる”ことば―いのちの思想をめぐって」『文学と環境』14号（2011
年）:�5-16。（インタビュー＆編集）

・�「『苦海浄土』にみる汚染と食の言説」『環境という視座―エコクリティシズムと日本文学』勉誠出版，
2011年，175-179。（学術エッセイ）

・�「アーリック，グレーテル」「ノンフィクション小説」他，『英米文学事典』ミネルヴァ書房，2007年。（編
集委員および項目執筆）

・�「W.�S.�Merwin,�'Tracing�the�Letters'―実質としてのことば」（リレー連載〈訳注式〉英語詩演習）『英語青
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年』152.12�(2007年)：37-38。（学術エッセイ）
・�「海外新潮」『英語青年』150.1,�3,�5,�7,�9,�11�(2004年〜2005年).（学術エッセイ）
・�「ブレンダ・ピーターソン『水に抱かれて』」，「テリー・テンペスト・ウィリアムス『鳥と砂漠と湖と』」『た
のしく読めるネイチャーライティング――作品ガイド120』文学・環境学会編，2000年。（項目執筆）

  口頭発表・ポスター発表 
・�"Nature�Writing:�The�Radical,�the�Traditional,�the�Transnational."�Keynote�speech,�ASLE-ASEAN�Launching�
Symposium,�National�University�of�Singapore,�1�August�2016.（招待講演）

・��“Meals�in�the�Age�of�Toxic�Environments,”�Sawyer�Seminar�on�the�Environmental�Humanities,�University�
of�California,�Los�Angeles,�USA,�24�February�2015.（招待レクチャー）

・��“Satoyama:�Dystopia�and�Utopia�in�a�Nuclear�Landscape.”�ECOHUM�Seminar,�Mid�Sweden�University,�
Sweden,16�December�2014.�（招待レクチャー）

・��“Ecocriticism�and�Literature�after�Fukushima.”�Symposium�Reframing�3.11:�Cinema,�Literature,�and�
Media�after�Fukushima.�University�of�California,�Berkeley,�USA,�5�April�2014.（招待講演）

・��“Food�Risks�and�Post-Minamata�Literary�Tradition�in�Japan.”�CJRC�Lecture�Series,�University�of�Southern�
California,�USA,�7�March�2013.（招待講演）

・�結城正美「非／近代とジェンダー―石牟礼道子の言葉を手がかりに」琉球大学国際沖縄研究所レク
チャーシリーズ，沖縄県立博物館・美術館，2012年12月22日。（招待講演）

・��“Post-Fukushima�Literary�Discourses�on�Food�and�Eating.”�Keynote�speech,�East-Asia�Symposium�on�
Literature�and�Environment,�National�Taiwan�University,�ROC,�7�December�2012.（招待講演）

・��“Language�and�Imagination�Before�and�After�Fukushima:�The�Concept�of�Zone�as�a�New�Theoretical�
Framework�in�Taguchi�Randy’s�Works.”�International�Symposium�Comparing�Fukushima�and�Chernobyl:�
Social�and�Cultural�Dimensions�of�the�Two�Nuclear�Catastrophes.�Goethe�University�Frankfurt,�Ger-
many,�8�March�2012.（招待講演）

・��“Minamata,�Chernobyl,�and�Fukushims:�Literary�Resistance�to�a�Discourse�of�Toxic�Food.”�JSPS�Symposia�
2012�“Risky�engagement:�encounters�between�science,�art�and�public�health,”�University�of�Manches-
ter,�UK,�6�January�2012.（招待発表）

・�“Towards�the�East�Asian�Network�of�Ecocriticism.”�Keynote�speech,�International�Conference�on�Literature�
and�Environment,�Central�China�Normal�University,�China,�8�November�2008.（招待講演）
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  専門分野 
日本近代文学・比較文学

  専門分野キーワード 
堀辰雄，福永武彦，辻邦生，伊藤整，ヨーロッパ文学受容

  著書 
・�『虚構の生�堀辰雄の作品世界』世界思想社2016年

  共著，共編著，編著 
・�『近代文学草稿・原稿研究事典』�日本近代文学館編　「伊藤整」124-128�八木書店2015年
・�『日本の文学理論―アンソロジー（ベータ版）』�大浦康介編�123-156「フィクション論」北村直子・日高佳
紀と共同執筆　京都大学人文科学研究所2015年

  翻訳 
・�Les�Elegies�de�Duino,�traduit�par�J.F.Angelloz�:�Commentaire�de�la�premiere�Elegie,�Commentaire�de�la�
deuxieme�Elegie　四季派学会論集18号　2013

  論文・研究ノート 
・�辻邦生『廻廊にて』の〈証言者〉　飯島洋　京都大学国文学論叢36号　査読有　2016/9
・�福永武彦「世界の終り」論�「現代の悲劇性」への眼差し　日本近代文学94号92-106頁�査読有2016/05
・�辻邦生「ある晩年」論�全体性と死と　言語文化論叢20号141-156頁　2016/03
・�「菜穂子」の都築明　堀辰雄・立原道造・ヘルダーリン　近代文学資料研究1号77-85頁2015/03
・�堀辰雄・Geneviève・モダンガール―物語の女たちとその時代―　言語文化論叢19号109-118頁　
2015/03

・�‚Die�Aufzeichnungen�des�Mlate�Laurids�Brigge‘の堀辰雄訳をめぐって－「手記」の恐怖から「菜穂子」の
不安へ－　言語文化論叢18号　2014/03

・�村野四郎「予感」とリルケ－Dinggedichtと存在の問題－　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要6号　
2014/03

・�「ふるさとびと」論―もう一つの生の可能性―　飯島洋　四季派学会論集18号　査読有2013/12　�
・�堀辰雄『風立ちぬ』論―小説への意志　芸術至上主義文芸39号　2013/11　査読有
・�「菜穂子」の生－堀辰雄とリルケ関連フランス語文献－　言語文化論叢17号　99-119頁　2013/03　
・�伊藤整「イカルス失墜」論--その成立基盤と作品解釈　国語国文79巻7号　45-60頁　2010/07　査読有
・�「アカシアの匂に就て」論―伊藤整における或る転回　京都大学國文學論叢20巻　124-136頁　
2009/02

・�「かげろふの日記」論--リルケ受容からの逸脱　国語国文　77巻3号　32-47頁　2008/03　査読有
・�堀辰雄「ほととぎす」攷�「菜穂子」への序奏　京都大学國文學論叢14巻　17-32頁　2005/09　�
・�伊藤整「生物祭」攷�ある屈折　京都大学國文學論叢12巻　57-71頁　2004/09
・�「聖家族」の方法�現実・虚構・幻影　京都大学國文學論叢10巻　28-43頁　2003/10
・�「聖家族」の心理描写　国語国文72巻1号　21-37頁　2003/01　査読有

  その他 
・�堀辰雄と戦争―「風立ちぬ」によせて―　東京新聞夕刊2013/8/15
・�平成25年国語国文学会の動向　近代の散文　フィクションを問う　飯島洋�文学・語学213号　100-

飯島　洋　（イイジマ　ヒロシ）　准教授
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103�2015

  口頭発表・ポスター発表 
・�中村真一郎の描く戦時―『死の影の下に』五部作の人間像　四季派学会2016/06
・�福永武彦「世界の終り」について―帰れない場所―　四季派学会2013/12
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  専門分野 
フランス文学，比較文学

  専門分野キーワード 
20世紀フランス文学，神話と文学，福永武彦，バンジャマン・フォンダーヌ，イラリエ・ヴォロンカ，ロマン・
ガリ

  著書 
・�『死の島からの旅－福永武彦と神話・芸術・文学』世界思想社，2012年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『文学海を渡る－〈越境と変容〉の新展開』三弥井書店，2016年。（分担：3-10，109-155）
・�共著：『近代日本とフランス象徴主義』水声社，2016年。（分担：184-205）
・�共編著：『福永武彦を語る2009-2012』澪標，2012年。
・�共著：『Partons�!�Parlons�!�フランス語でフランス一周』第三書房，2010年。

  翻訳 
・�共訳：福永武彦「詩人の「世界」　ロオトレアモンの場合」『「福永武彦を通した1930〜40年代の東大の若
者の知的ネットワークの構築」成果報告書』，2015年。

・�共訳：Masao�Nakagiri,�"L’épreuve�d’un�hiver",�Nouvelle�Revue�Française,�n°�599-600,�2012.
・�単独訳：ウーク・チャング『キムチ』青土社，2007年。

  論文・研究ノート 
・�論文：「加藤周一とフランス文学史－『日本文学史序説』の方法について」，『金沢大学歴史言語文化学系
論集�言語・文学篇』第9号，2017年。（査読無）

・�論文：「越境と変身－ロマン・ガリが問いかけるもの」，『言語文化の越境，接触による変容と普遍性に
関する比較研究』，2017年。（査読無）。

・�論文：「加藤周一とフランス文学」，『『フランスにおける日本学�日本におけるフランス学』実施報告書』，
2014年。（依頼論文）。

・�論文：「Quelques�remarques�sur�l’enseignement�de�l’histoire�de�la�littérature�française�au�Japon」『言語
文化論叢』第18号，2014年。（査読無）

・�論文：「福永武彦と象徴主義絵画」『「近代日本におけるフランス象徴主義受容に関する総合的研究」中間
報告書』第1号，2013年。（依頼論文）

・�論文：「福永武彦と美術」『年報　福永武彦の世界』第3号，2012年。（査読無）
・�論文：「イラリエ・ヴォロンカにおけるパリの肖像――『ユリシーズ』と『滞在許可証』を読む」『金沢大学
歴史言語文化学系論集　言語・文学篇』第4号，2012年。（査読無）

・�論文：「福永武彦『死の島』における橋――ワイルダーと玉堂をめぐって」，『比較文学』第53号，2011年。
（査読有）
・�論文：「二人称のユリシーズ――バンジャマン・フォンダーヌの『ユリシーズ』について」，『言語文化論叢』
第15号，2011年。（査読無）

・�論文：「北方の島と白い太陽――福永武彦『死の島』とボードレール」『金沢大学歴史言語文化学系論集　
言語・文学篇』第2号，2010年。（査読無）

・�論文：「 Les�mythes�du�fleuve�infernal�dans�l’œuvre�de�Fukunaga�Takehiko 」，Actes�du�colloque�:�
Mythes�:�l’oubli�et�son�devenir,�2009.（オンライン出版，査読有）�

・�論文：「『失われた時を求めて』における遅れについて」，『人文論究』第57巻第3号，2009年。（査読無）
・�論文：「Mythes,�roman,�imaginaire�de�l’eau�:�Fukunaga�Takehiko�et�la�littérature�française」，thèse�de�
doctorat�à�l’Université�Paris�IV-Sorbonne,�2007.（博士論文，査読有）

・�論文：「Le�gouffre�baudelairien�:�une�image�du�mal」『年報フランス研究』第40号，2006年。（査読無）

岩津　航　（イワツ　コウ）　准教授
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・�論文：「hyperboleをめぐって――福永武彦によるマラルメ読解」『年報フランス研究』，2004年。（査読無）
・�論文：「小説における引用と時間構造について」『人文論究』第54巻第2号，2004年。（査読無）
・�論文：「カロンの艀と垂直の水――福永武彦『死の島』における引用の問題」『人文論究』第53巻第4号，
2004年。（査読無）

・�論文：「Proust�entre�guillemets�:�sur�la�fonction�de�la�citation�dans�le�roman」『年報フランス研究』第37号，
2003年。（査読無）

・�論文：「『消え去ったアルベルチーヌ』における手紙の三つの時間性」『フランス語フランス文学』第83号，
2003年。（査読有）

・�論文：「«�L’avenir�devenu�le�passé�»�:�le�fonctionnement�temporel�des�lettres�dans�Albertine�disparue」
『年報フランス研究』第36号，2002年。（査読無）
・�論文：「Proust�interactif�—�Un�essai�sur�la�temporalité�du�nom�propre」『年報フランス研究』第35号，
2001年。（査読無）

  その他 
・�「福永武彦とロートレアモン」『「福永武彦を通した1930〜40年代の東大の若者の知的ネットワークの
構築」成果報告書』，2015年。（翻訳解題）

・�「ロマン・ガリ――困難な理想に向かって」『ふらんす』，2014年。（評論）
・�「宇佐美斉『中原中也とランボー』」『ふらんす』１月号，2012年。（新刊紹介）
・�「福永武彦における他者について」『年報　福永武彦の世界』第2号，2011年。（学術エッセイ）
・�「福永武彦の『文学的行動』について」『年報　福永武彦の世界』第１号，2010年。（学術エッセイ）
・�「私市正年編『アルジェリアを知るための62章』」『ふらんす』10月号，2009年。（新刊紹介）
・�「ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』」『ふらんす』7月号，2008年。（新刊紹介）
・�「ステファヌ・ウエ『失われた時を求めて　フランスコミック版　第１巻　コンブレー』」『ふらんす』1月
号，2008年。（新刊紹介）

・�「パリの『呪われた』三人のユダヤ人詩人」『径』第４号，2009年。（学術エッセイ）
・�「パリ・マイナス・ゼロ　パリの外国人，外国人のパリ」『ふらんす』，2005-2006年。（学術エッセイ，
連載12回）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「加藤周一とフランス文学史」会議名：第3回加藤周一研究会（2016年12月7日，立命館大学）
・�「ルーマニア出身のユダヤ系フランス語詩人にとってのパリ――フォンダーヌとヴォロンカの場合」会
議名：第5回世界文学・語圏横断ネットワーク研究集会（2016年9月25日，立命館大学）

・�「フォンダーヌとヴォロンカ――二つの『ユリシーズ』をめぐって」会議名：日本比較文学会関西支部例
会（2015年9月20日，立命館大学）

・�「ユリシーズを書きかえる――ダンテ，ボードレール，フォンダーヌ」会議名：第8回金沢大学人文学類
シンポジウム（2015年7月11日，ITビジネスプラザ武蔵）

・�「加藤周一とヴァレリー――知性の仕事としての象徴主義」会議名：シンポジウム「近代日本におけるフ
ランス象徴主義――受容・模倣・創造――」（2015年3月14日，学習院大学）

・�「Le�destin�de�L’île�des�morts�:�mythe�de�Charon�et�image�septentrionale�chez�Böcklin,�Rachmaninov,�
Fukunaga,�Meier,�Akerman」会議名：第20回国際比較文学会国際大会（2013年7月22日，パリ第4大学
ソルボンヌ校）�

・�「福永武彦と象徴主義絵画」会議名：日仏文化交流会「近代日本におけるフランス象徴主義受容に関する
総合的研究」第4回研究会（2011年12月2日，東北大学）

・�「福永武彦『死の島』における橋の表象――ワイルダーと玉堂をめぐって」会議名：日本比較文学会関西
大会（2009年10月31日，立命館大学）

・�「バンジャマン・フォンダーヌの『ユリシーズ』について」，会議名：日本フランス語フランス文学会（2009
年11月7日，熊本大学）

・�「Les�mythes�du�fleuve�infernal�dans�l’œuvre�de�Fukunaga�Takehiko」，会議名：国際シンポジウム
「Mythes�:�l’oubli�et�son�devenir（神話：忘却と生成）」（2006年6月16日，モンペリエ第3大学）
・�「『消え去ったアルベルチーヌ』における手紙の時間的役割について」会議名：日本フランス語フランス
文学会（2003年5月31日，獨協大学）
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  専門分野 
アメリカ文学，男性学

  専門分野キーワード 
アメリカ文学，男性学，Mark�Twain,�リアリズム文学，�ジェンダー学

  共著，共編著，編著 
・�長尾輝彦編著�『文学研究は何のためー英米文学試論集』，北海道大学出版会，416ページ，2008年（久
保拓也「男を作るものは何かーサミュエル・クレメンズと男らしさの病」pp.�223-37.�単著論文を所収）

  翻訳 
・�「マーク・トウェインの『文学遺産の箱』を編集して：マーク・トウェイン・ペーパーズでの40年」，ロバー
ト・ハースト教授，「マーク・トウェイン没後100周年記念大会国際フォーラム記念講演」，『マーク・ト
ウェイン：研究と批評』第10号，2011年

  論文・研究ノート 
・�大会プロシーディングス：「The�Rise�of�Silas�Lapham�を読む——本当に傑作といえるのか」第88回大
会プロシーディングス（日本英文学会）2016年，査読無.

・�論文（単著）：「トウェインの基準で読むハウエルズ�The�Rise�of�Silas�Lapham�を例に」『北海道アメリカ
文学』第32号，2016年3月，査読無.

・�大会プロシーディングス：「どう読むSilas�Lapham——Adventures�of�Huckleberry�Finnとの比較の中
で」『日本英文学会第87回全国大会大会Proceedings』，2015年，査読無

・�論文（単著）：「KUBO,�Takuya,�“Understanding�Brilliant�‘Failures’:�Reconsideration�of�Mark�Twain’s�
Unpublished�Manuscripts.”�Mark�Twain�Studies,�Vol.�3�(2014),�日本マーク・トウェイン協会，査読無.

・�論文（単著）：「久保�拓也｢『子ども』と『障害』から考えるマーク・トウェイン｣�『マーク・トウェイン：研究
と批評』第12�号,�2013�年,�36-43,�査読無（依頼による執筆），

・�論文（単著）：「KUBO,�Takuya,�“Turn�Us�into�Real�Men:�Mark�Twain�and�His�Incomplete�Masculine�
Education.”�The�Mark�Twain�Annual,�Vol.�8�(2010)，86-96.�査読有.

・�大会プロシーディングス：「久保�拓也「大衆を／が見る：19世紀大衆文化とマーク・トウェイン」，東北
英文学会（日本英文学会東北支部）第62�回大会プロシーディングス，152-159，2008年，査読無.

・�論文（単著）：「久保�拓也「19世紀南部における『男性化教育』に関する覚え書き：Adventures�of�Huck-
leberry�Finnを題材として」，北海道教育大学旭川校英語英文学会,�『旭川英語英文学』第12号，1-9，
2003�年,�査読有.

・�論文（単著）：「久保�拓也「男性化教育と越境：『アーサー王宮廷のコネチカットヤンキー』におけるアイ
デンティティについて」，北海道教育大学旭川校英語英文学会発行『旭川英語英文学』第10号，15-26.�
2001年，査読有.

・�論文（単著）：「Kubo,�Takuya.�"Separating�the�Inseparable�Other:�Education�and�its�Limitation�in�Mark�
Twain's�Pudd'nhead�Wilson."�日本アメリカ文学会北海道支部発行，『北海道アメリカ文学』第16号，
57-65．2000年，査読有.

  その他 
・�書評：「藤井光著『ターミナルから荒れ地へ——アメリカなきあとのアメリカ文学』」『中部英文学』第36
号，2016年

・�書評：Levy,�Andrew著.�Huck�Finn’s�America:�Mark�Twain�and�the�Era�that�Shaped�His�Masterpiece.�
『マーク・トウェイン研究と批評』第15号，2016年

久保　拓也　（クボ　タクヤ）　准教授
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・�書評：Bill�Macnaughton�著，�Mark�Twain’s�Civil�War,�『マーク・トウェイン研究と批評』第13号，2014
年4月，

・�学術エッセイ：久保�拓也�『マーク・トウェイン・ペーパーズ&プロジェクトにて』，『マーク・トウェイン：
研究と批評』第12号，2013年

・�項目執筆：『ヘミングウェイ大事典』勉誠出版,�2012年（項目執筆，および手紙の抄訳を担当）
・�書評：新関�芳生�著「金メッキ時代のスチーム・パンクーエドワード・S・エリスの『巨大なハンターある
いはプレーリーの蒸気人間(スチームマン)』を読む」，『北海道アメリカ文学』第28号，2012年3月。

・�書評：亀井�俊介監修『マーク・トウェイン文学／文化事典』，『アメリカ文学研究』第48号，2012年3月
・�書評：Clark,�Beverly�Lyon�編The�Adventures�of�Tom�Sawyer�,�及びPudd’nhead�Wilson�and�Those�
Extraordinary�Twins�.�(ともにNorton�Critical�Edition)�，『マーク・トウェイン：研究と批評�第7�号』，南
雲堂，2006年3月

・�書評：齋藤�昇著『ワシントン・アーヴィングとその時代』書評，『北海道アメリカ文学』第22号，�2006年
3月

・�（以下はすべて『書評大全』，共同通信文化部編，三省堂，2015年に再収録）
・�新聞掲載書評『鉞子—世界を魅了した「武士の娘」の生涯』，講談社，�共同通信社による新聞記事として
全国に配信，2013年

・�新聞掲載書評『三重スパイ—CIAを震撼させたアルカイダの「モグラ」�』ジョビー・ウォリック�著（黒原敏
行訳），太田出版，�共同通信社による新聞記事として全国に配信（北國新聞他地方紙に掲載）2013年

・�新聞掲載書評『アンネ，私たちは老人になるまで生き延びられた。』テオ・コステル著（桜田直美訳），清
流出版，共同通信社による新聞記事として全国に配信，2012年

・�新聞掲載書評『あの日，パナマホテルで』ジェイミー・フォード著（前田一平訳），集英社文庫，共同通
信社による新聞記事として全国に配信，2012年

  口頭発表・ポスター発表 
・�口頭発表：「The�Rise�of�Silas�Laphamを読むー本当に『傑作』といえるのか」日本英文学会北海道支部第
60回大会英米文学部門シンポジウム「Dean�Who?�幻の文豪William�Dean�Howellsの実態に迫る」，発題
担当，2015年，北海道大学

・�口頭発表：「どう読むSilas�Lapham—Adventures�of�Huckleberry�Finnとの比較の中で」日本英文学会第
87回全国大会シンポジウム第9部門「かくも長き無視の果てに――William�Dean�Howellsの真価を求め
て」，司会・発題担当，2015年，立正大学

・�口頭発表：”With�“Our�joint�instinct�for�failure”:�The�Fruitful�Failure�of�the�Collaboration�between�S.�L.�
Clemens�and�W.�D.�Howells”�The�Second�Clemens�Conference,�Hannibal,�MO,�USA,�2015年

・�口頭発表：“Understanding�‘Brilliant’�Failures:�Reconsideration�of�Mark�Twain’s�Unpublished�Manu-
scripts.”�The�48th�Annual�Western�Literature�Association�Conference,�2013,�Berkeley,�CA,�USA,

・�口頭発表：�“‘Dysfunctioned’�Manhood�in�‘Impaired’�Bodies:�Mark�Twain’s�Treatment�of�Deviations.”�
The�Seventh�International�Conference�on�the�State�of�Mark�Twain�Studies,�2013,�Elmira,�NY,�USA,

・�口頭発表：「『子ども』と『障害』から見るマーク・トウェイン」日本マーク・トウェイン協会第16�回年次
大会シンポジウム，2012年，中京大学

・�口頭発表：“Mark�Twain’s�Search�into�the�United�‘Extraordinary’�States�of�America,”�2010年South�At-
lantic�Modern�Language�Association�Convention,�2010年，Atlanta,�GA,�USA

・�口頭発表：“Turn�Us�into�Real�Men:�Mark�Twain�and�His�Incomplete�Masculine�Education”�The�Sixth�
International�Conference�on�the�State�of�Mark�Twain�Studies,�2009,�Elmira,�NY,�USA,�

・�口頭発表：「「異形の双生児」アメリカを見るMark�Twain」第16回日本アメリカ文学会北海道支部大会シ
ンポジウム:「America�in�Search�of�America」，2006年，藤女子大学.

・�口頭発表：「僕達を真の男に変えてみせろ：ポストベラムに見る男らしさとMark�Twain」第44回日本ア
メリカ文学会全国大会シンポジアII，「男を演じる：アメリカ文学における『男らしさ』の系譜」，2005年，
北海学園大学.
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  専門分野 
米文学，映画研究

  専門分野キーワード 
アメリカ文学，アメリカ映画，精神分析

  共著，共編著，編著 
・�共著　『国際学への扉――異文化との共生に向けて』鹿島正裕他編，風行社，2012年。（分担：第６章）

  翻訳 
・�共訳　Ｍ．Ｈ．エイブラムズ著（1996年）『ポスト構造主義との対話』，平凡社．（輪島士郎氏との共訳，
第３章，第４章を担当）

・�単独訳　ピーター・ブルックス著（2008年）『精神分析と物語』，松柏社．

  論文・研究ノート 
・�書評　「中村亨編著　吉田迪子ほか著　『ターミナル・ビギニング――アメリカの物語と言葉の力』」『中
部アメリカ文学』18号，2015年。（依頼論文／査読無）

・�新入会員自己紹介「映画と精神分析」（2013）『日本英文学会会報』第37号，2013年。（依頼論文）
・�論文　「JAWS� (1975)の〈欲動〉論」『金沢大学歴史言語文化系論集　言語・文学篇』第５号，2013年。（査
読無）

・�論文　「純粋なる欲動――Alien(1979)�再考」Kanazawa�English�Studies28，2012年。（査読無）
・�書評　「内田樹：『映画の構造分析――ハリウッド映画で学べる現代思想』東京：文藝春秋　2011年　
249pp.」『中部英文学』第ＸＸＸＩ号，2011年。（依頼論文／査読無）

・�論文　「Todorovのリアリティ，Lacanのリアル――反転する幻想文学」Kanazawa�English�Studies�27，
2010年（査読無）

・�論文　「非知，クリプト，そして語り――Poeの“The�Man�of�the�Crowd”」Kanazawa�English�Studies�
25，2005年。（査読無）

・�論文　「“Metzengerstein”は悲しまない――E.�A.�ポオと〈ファントム〉の詩学」（2001）『中部アメリカ文
学』第４号，2001年。（査読有）

  その他 
・�共著　『フォークナー事典』日本ウィリアム・フォークナー協会編，松柏社，2008年。（分担：「ユンク」，
「ランク」，「ピーター・ブルックス」の項目）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「Poeの〈影〉――ゾンビ・モチーフとE.�A.�Poeの詩学」名古屋大学英文学会主催市民公開講座『27年度ク
リスマスセミナー』（2015年，12月18日，名古屋大学）。（招待講演）

・�「ランボー，トラウマ，反復強迫――逃走のロード・ナラティブ」会議名：日本英文学会中部支部第66
回大会シンポジウム「路と異界のアメリカ――ロード・ナラティブと他者」（2014年，10月18日，中京
大学）。（招待講演）

・�「JAWS�(1975)を読む――フロイト欲動理論の再構築」会議名：日本アメリカ文学会中部支部2014年2
月例会（2014年，2月15日，富山大学）。（研究発表／査読無）

・�「The�Road（2007）のアレゴリー可能性――リアリティの解体と主体の虚構」会議名：2014年日本アメ

小原　文衛　（コハラ　ブンエイ）　准教授
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リカ文学会中部支部特別例会ワークショップ（2012年，12月8日，中京大学）（ワークショップ司会・
講師／招待講演）

・�「純粋なる欲動――Alien(1979)，外部と内部の物語」会議名：日本英文学会中部支部第62回大会（2010
年，10月16日，金沢大学）。（研究発表／査読無）

・�「E.A.Poe,�“The�Fall�of�the�House�of�Usher”」会議名：日本アメリカ文学会中部支部12月特別例会ワー
クショップ（2009年，12月12日，名城大学）。（ワークショップ司会・講師／招待講演）

・�「反転する幻想文学――Poeの現実とは何か？」会議名：日本アメリカ文学会中部支部第21回支部大会
シンポジウム「幻想文学とは何か――アメリカ文学との対話を通して」（2004年，4月25日，中京大学）。
（司会・講師／招待講演）
・�「語りと非知のコミュニケーション――Poeの“The�Man�of�the�Crowd”」会議名：日本英文学会中部支部
第53回大会（2001年，10月20日，静岡大学）。（研究発表／査読無）
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  専門分野 
近現代ドイツ・オーストリア文学

  専門分野キーワード 
パロディ文学，ウィーン民衆劇，児童文学，ドナウ河

  共著，共編著，編著 
・�共著：『単語重視　話して身につくドイツ語文法』，郁文堂，2016年。（宮下博幸氏と共同執筆）
・�共編著：『「古典」は誰のものか　―比較文学の視点から―』（第5回金沢大学人文学類シンポジウムブッ
クレット），金沢大学人文学類，2013年。（分担：79-94頁）

・�共著：『ハプスブルク神話とその規範をめぐって』（日本独文学会研究叢書082号），日本独文学会，
2012年。（分担：19-30頁）

・�共著：『ドナウ河　―流域の文学と文化―』，晃洋書房，2011年。（分担：第1・4・11・12・13・14章）
・�共著：『オーストリア　形象と夢　帝国の崩壊と新生』，松本工房，2007年。（分担：176-197頁）
・�共著：『近代市民社会におけるジェンダーと暴力』（日本独文学会研究叢書�044号），日本独文学会，
2006年。（分担：3-15頁）

  翻訳 
・�共訳書：『ヒトラー暗殺計画・42』，社会評論社，2015年。（分担：第10・11・12・13章および巻末の「ヒ
トラー暗殺計画一覧」）

  論文・研究ノート 
・�論文：「父殺しとおじさんの交換―アレックス・ウェディング『エデとウンク』（1931）におけるエデの成
長について―」『金沢大学歴史言語文化学系論集　言語・文学篇』第8号，2016年。（査読無）

・�論文：「ヘッセ「少年の日の思い出」（1931）試論　―「クジャクヤママユ」（1911）との異同をめぐって―」
『金沢大学歴史言語文化学系論集　言語・文学篇』第6号，2014年。（査読無）
・�論文：「Die�Rezeption�des�deutschen�proletarisch-revolutionären�Märchens�in�Japan」�"Transkulturalität�–�
Identitäten�in�neuem�Licht.�Asiatische�Germanistentagung�in�Kanazawa�2008"，München�(indicium)，
630-636頁，2012年。（査読有）

・�論文（共著）：「初習言語A（初級）とヨーロッパ言語共通参照枠　―ドイツ語・フランス語を例に―」金沢
大学外国語教育研究センター『外国語教育フォーラム』6号，2012年。（査読無）

・�論文：「搾取者としての「漁師とその妻」と「桃太郎」―日独プロレタリア革命童話における文学伝統の再
利用について―」金沢大学外国語教育研究センター『言語文化論叢』13巻，2009年。（査読無）

・�論文（共著）：「ドイツ語「ひとりペア授業」―その成果と展望―」金沢大学外国語教育研究センター『外国
語教育フォーラム』3巻，2009年。（査読無）

  その他 
・�「三谷研爾著『世紀転換期のプラハ　モダン都市の空間と文学的表象』」阪神ドイツ文学会『ドイツ文学論
攷』52号，2010年（書評）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「シャミッソー賞作家としての多和田葉子」会議名：第8回金沢大学人文学類シンポジウム「読みかえる，
書きかえる―文学の越境と変容」（2015年7月11日，ITビジネスプラザ武蔵）

佐藤　文彦　（サトウ　フミヒコ）　准教授
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・�「アレックス・ウェディングの『エデとウンク』（1931）について―ケストナーの陰に隠れたベルリン児
童文学の一側面―」会議名：大阪市立大学ドイツ文学会第53回研究発表会（2015年3月31日，大阪市
立大学）

・�「ドイツ教養小説の修業時代―ミニヨン・ハイジ・親指Ｐ」会議名：第5回金沢大学人文学類シンポジウ
ム「「古典」は誰のものか―比較文学の視点から」（2012年12月15日，金沢大学サテライトプラザ）

・�「メタ文学としての19世紀オーストリア文学史記述―ヘルミュニア・ツア・ミューレンの試み」会議名：
日本独文学会2011年秋季研究発表会（2011年10月15日，金沢大学）

・�「ゲルマニストにとってのドナウ河流域の文学と文化―ゲルマンの河ラインとの差異を中心に―」会議
名：日本独文学会北陸支部2009年度研究発表会（2009年11月7日，クロスパルにいがた）

・�「ヘルミュニア・ツア・ミューレンのプロレタリア革命童話」会議名：日本独文学会2008年秋季研究発
表会（2008年10月13日，岡山大学）

・�「Die�Rezeption�des�deutschen�proletarisch-revolutionären�Märchens�in�Japan」会議名：Asiatische�Ger-
manistentagung�2008�in�Kanazawa（2008年8月28日，金沢星稜大学）

・�「ウィーン民衆劇のパロディ言語―カール・マイスルを例に―」会議名：オーストリア文学研究会2007
年度秋季例会（2007年10月6日，大阪市立大学）
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  専門分野 
日本近代文学，比較文学

  専門分野キーワード 
日本近代文学，郷土文学，農民文学，近代演劇

  著書 
・�『越境する想像力　日本近代文学とアイルランド』大阪大学出版会，2014年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『幻想と怪奇の英文学Ⅱ　増殖進化編』東雅夫・下楠昌哉編，春風社，2016年。（分担「乱世の中に
夢幻を描く　英国に渡った郡虎彦と『義朝記』」，pp.�59-77,�438-439）

・�共著：『KATAGAMI�Style』馬渕明子・高木陽子・長崎巌・池田祐子監修，三菱一号館美術館・京都国立
近代美術館・三重県立美術館・日本経済新聞社編，日本経済新聞社，2012年。（分担：「作者・工房解説　
イギリス・スコットランド」，pp.�316-337）

  論文・研究ノート 
・�論文：「響きあうアイルランドと日本の〈周縁〉―シング『聖者の泉』と菊池寛『屋上の狂人』をめぐって―」
『CARA』第23号（日本ケルト協会）,�2016年2月,�7-13頁。（依頼論文）。�
・�論文：「「一人で生きる道」の探求―松村みね子／片山廣子とレディ・グレゴリー」,�『論潮』第8号,�2015
年7月,�21-48頁。査読無。

・�論文：「郡虎彦「鉄輪」における改作と自己翻訳―女性参政権運動と柔術との関わり―」『日本近代文学』
第92集（日本近代文学会）,�2015年5月,�1-16頁｡ 査読有。

・�論文：「日本近代文学におけるアイルランド文学受容―翻訳と紹介記事をめぐって―」『エール』第33号
（日本アイルランド協会）,�特集「日本アイルランド協会創立50周年　アイルランドと日本」,�2014年3月,�
17-43頁，（依頼論文）。

・�論文："Celtic-Oriental�Drama�in�Dublin?�An�Interrelationship�between�Yeats�and�Kikuchi",『研究者海外
派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム平成21年度公募「多言語多文化研究に向け
た複合型派遣プログラム」大阪大学・チュラーロンコーン大学・国際ワークショップ「日本・タイ相互交
流の文学研究のために」報告・論文集』,�2013年3月,�1-8頁。査読無。

・�書評：「有元志保『男と女を生きた作家』」（国書刊行会，2012年）『比較文学』第55巻（日本比較文学会）,�
2013年3月,�164-167頁。査読無（依頼）。

・�研究ノート：「イェイツにおける日本戯曲の受容について―郡虎彦と菊池寛を中心に―」,�『多言語多文
化研究に向けた複合型派遣プログラム研究成果報告書』,�日本学術振興会・研究者海外派遣基金助成金　
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム（個人リサーチ部門）研究成果報告書,�72-76頁,�2013年3月。
査読無。

・�研究ノート：「20世紀初頭のアイルランドにおける日本の染型紙の受容と展開」,�『アジアをめぐる比較
芸術・デザイン学研究―日英間に広がる21世紀の地平』，日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研
究者戦略的海外派遣プログラム」研究報告論文集,�2013年3月,�51-57頁。査読無。

・�書評：「徳永哲『二つのケルト』（世界思想社，2011年）」,�「2012年度日本比較文学会九州支部会報」（日本
比較文学会九州支部）,�2012年10月,�11-12頁｡ 査読無（依頼）。

・�書評：「堀まどか著『「二重国籍」詩人　野口米次郎』（名古屋大学出版会，2011年）」『日本近代文学会』第
87集（日本近代文学会）,�2012年11月,�173-176頁。査読無（依頼）。

鈴木　暁世　（スズキ　アキヨ）　准教授
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・�論文：「J.�M.�シングを読む菊池寛／菊池寛を読むW.�B.�イェイツ―日本文学とアイルランド文学の相互
交渉―」『比較文学』第53号（日本比較文学会）,�2011年3月,�33-48頁。査読有。

・�論文：「伊藤整『若い詩人の肖像』におけるアイルランド文学―北海道・アイルランド・内地―」『立命館言
語文化研究』第22巻4号「特集　モダニズム研究会�モダニズムの世界化と亡命・移住・難民化」(立命館
大学国際言語文化研究所),�2011年3月,�131-152頁。査読有。

・�書評：「Zoë�Hendon,�Japantastic:�Japanese　inspired�patterns�for�British�homes,1880-1930」『ジャ
ポニスム研究』第31号（ジャポニスム学会）,�2011年3月,�122-124頁。査読無（依頼）。

・�論文：「明治期におけるアイルランド文学受容の概観―雑誌記事の調査を中心として―」,�『論潮』第3号
（論潮の会）,�2010年7月,�1-35頁。査読無。
・�論文：「西條八十・その創作の転換期―外国文学翻訳・研究との関わり―」『日本近代文学』第83集(日本
近代文学会),�2010年11月,�17-32頁。査読有。

・�研究ノート：「伊藤整『若い詩人の肖像』におけるアイルランド文学―北海道・アイルランド・内地―」『モ
ダニズムの世界化と亡命・移住・難民化』（「モダニズムの世界化と亡命・移住・難民化」，文部科学省科
学研究費補助金　基盤研究(A)，研究代表者:�西成彦，研究期間:�2006-2009年度，研究成果報告書）,�
2010年7月,�127-149頁。査読無。

・�論文：「芥川龍之介とジェイムズ・ジョイス―『若い芸術家の肖像』と『歯車』のあいだ」,�『大阪大学大学院
文学研究科紀要』第49号(大阪大学大学院文学研究科),�2009年3月,�21-41頁。査読無。

・�研究ノート：「記述された上海・音の風景―芥川龍之介の紀行文をめぐって―」『ART�AND�COMMUNI-
CATION』（日本学術振興会�人文・社会科学振興プロジェクト研究事業　研究領域V-3文学・芸術の社会
的媒介機能「芸術とコミュニケーションに関する実践的研究」研究報告書）,�2009年3月,�142頁-147頁。
査読無。

・�論文：「芥川龍之介「弘法大師御利生記」における「放浪者」―J.�M.�シング『聖者の泉』の影響について」『阪
大比較文学』第5号（大阪大学比較文学会）,�2008年3月,�33-47頁。査読無。

・�論文：「芥川龍之介「シング紹介」論―「愛蘭土文学研究会」との関わりについて―」『日本近代文学』第78
集(日本近代文学会),�2008年5月,�150-164頁。査読有。

・�書評：「大橋毅彦ら編『上海1944-1945�:�武田泰淳『上海の螢』注釈』」『語文』�第91輯（大阪大学国語国文
学会）,�2008年12月,�102頁。査読無（依頼原稿）。

・�研究ノート：「「放浪者」の誕生―芥川龍之介戯曲草稿「弘法大師御利生記」に関する一考察―」『テクスト
の生成と変容』（大阪大学大学院文学研究科広域文化表現論講座共同研究・研究成果報告書）,�2008年3
月,�67-68頁。査読無。

・�研究ノート：「芥川龍之介におけるアイルランド文学受容―背景としての「朝鮮」への距離」『日韓国際学
術交流フォーラム　方法としての越境2006』（大阪大学大学院・韓国近代文学会・韓国外国語大学校「東
アジア国際フォーラムプロジェクト」研究報告書）,�2007年3月,�38-40頁。査読無。

・�論文：「鏡の中の幽霊―『明暗』における＜記憶＞―」『阪大近代文学研究』第4号(大阪大学近代文学研究
会)，2006年3月，18-32頁。査読無。

・�論文：「芥川龍之介『支那游記』論―『馬の脚』『湖南の扇』への影響について―」『語文』第87輯(大阪大学国
語国文学会),�2006年12月，50-63頁。査読有。

・�論文：「芥川龍之介『母』の〈透ける耳〉描写における漱石の影響―中国特派員体験と聴覚―」『阪大比較文
学』第3号(大阪大学比較文学会)，2005年8月，131-152頁。査読無。

  その他 
・�学会印象記：「日本とブラジル―非日本語圏における日本語文学・メディアを考える」,『日本文学』第65
巻第4号（日本文学協会）,�2016年4月,�66-67頁。（依頼原稿）。

・�「関東大震災と金沢の三文豪」『北國新聞』，2016年3月31日。（講演記事）
・�事典項目「金子兜太」他計2項目『兵庫近代文学事典』日本近代文学会関西支部編，和泉書院，2011年。
・�「菊池寛と大阪芸術」『季刊　大阪春秋』156号,�新風書房,�2014年8月。（学術エッセイ）
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  口頭発表・ポスター発表 
・�“The�assimilation�and�rewriting�of�Japanese�classical�literature�in�the�English�drama�of�Torahiko�Kori:�
In�regard�to�the�change�of�female�image�and�self-translation�for�staging�in�London,”�The�Second�EAJS�
Conference�in�Japan(European�Association�for�Japanese�Studies),�Kobe�University,�Hyogo,�Japan,�25�
Sep�2016.

・�「大正期における「小泉八雲」―アイルランド文学受容と「ケルト」像の移入との関わり―」,�富山大学ヘル
ン（小泉八雲）研究会主催第1回国際シンポジウム「ラフカディオ・ハーン研究への新たな視点」,�於・富
山大学（富山市）,�2016年2月14日。

・�「農民文学運動における「地方」の問題―「モデル」としてのアイルランド―」,�日本比較文学会全国大会
ワークショップ「アイルランド文学と東アジア―農民文学と植民地表象をめぐって―」,�於・立命館大学
衣笠キャンパス,�2015年6月13日。

・�“The�Reality�of�Illusion�in�Modern�Drama:�Kikuchi�and�Pirandello�as�Read�by�Yeats,”�国際ワークショッ
プ�Translation�and�Shared�Literary�Imagination�in�the�Early�20th�Century,�Sophia�University,�Tokyo,�Ja-
pan,�Mar�7,�2015.

・�「能「鉄輪」から郡虎彦"Kanawa"ヘ―イギリス女性参政権運動と演劇との関わり」,�シンポジウム「環流の
比較文学のために―日英の還流から多国間の環流へ―」,�科学研究費補助金　基盤研究C「20世紀初頭
の英語圏における日本演劇の上演と相互交渉の調査―郡虎彦と菊池寛を軸に」（研究代表者・鈴木暁世），
於・大阪大学,�2014年9月26日。

・�「北日本は「日本の愛蘭」なのか―農民文学運動において語られる「田舎」―」,�日本近代文学会北陸支部例
会,�於・石川四高記念文化交流館,�2014年5月10日。

・�「郡虎彦の海外戦略―その背景と評価をめぐって―」,�日本近代文学会・国際研究集会「日本近代文学の
インターフェイス」,�於・日本大学,�2013年12月1日。

・�「日本近代文学におけるアイルランド文学受容―翻訳と紹介記事をめぐって―」,�日本アイルランド協
会,�日本アイルランド協会創立50周年記念シンポジウム「アイルランドと日本」(松田誠思,�風呂本武敏,�
真鍋晶子,�小泉凡,�鈴木暁世),�於・ゲートシティ大崎,�2013年3月23日。（招待）

・�“Celtic-Oriental�Drama�in�Dublin?�An�Interrelationship�between�W.�B.�Yeats�and�Kan�Kikuchi,”�Interna-
tional�Conference�on�Japan-Thai�Cross-Cultural�Perspectives,�Department�of�Comparative�Literature,�
Faculty�of�Arts,�Chulalongkorn�University,�Bangkok,�Thailand,�December�17,�2010.�

・�「伊藤整『若い詩人の肖像』におけるアイルランド文学―北海道・アイルランド・内地―」,�日本比較文学
会第70回全国大会,�於・大妻女子大学,�2008年6月22日。
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  専門分野 
中国文学，漢文学，比較文化

  専門分野キーワード 
宋代文学，蘇軾，蘇轍，出版文化

  著書 
・�『蘇軾文集の継承と蘇氏一族　和陶詩を中心に』

  翻訳 
・�単独訳：王水照「近年の宋代文学研究の回顧と再考」伊原弘・静永健編『アジア遊学181　南宋の隠れた
ベストセラー『夷堅志』の世界』，勉誠出版，2015年4月

・�単独訳：朱剛・李棟「北宋の「非集會」型同題創作現象について―公共的な「文壇」へと向かう文學」『橄欖』
第19号，2012年9月

・�単独訳：文艶蓉「白居易一族婚姻考」『白居易研究年報』第12号，勉誠出版，2011年12月

  論文・研究ノート 
・�論文：「蘇詞集編纂考」『中国文学論集』第44号，岡村繁先生追悼号，2015年12月，査読有
・�論文：「洪邁の蘇集編纂への視線」伊原弘・静永健編『アジア遊学181　南宋の隠れたベストセラー『夷堅
志』の世界』，勉誠出版，2015年4月

・�コラム：「江湖詩禍」内山精也編『アジア遊学180　南宋江湖の詩人たち　中国近世文学の夜明け』，勉
誠出版，2015年3月

・�共著：「国語科古典学習の指導と研究」志學館大学人間関係学部『研究紀要』第36巻，2015年1月
・�論文：「南宋蘇集編纂考」『中国文学論集』第44号，竹村則行教授�退職記念号，2015年12月，査読有
・�論文：「蘇軾と蜀の姻戚―程氏一族を中心に―」『九州中国学会報』第52巻，2014年5月，査読有
・�論文：「蘇集源流考」『中国文学論集』第42号，2013年12月，査読有
・�論文：「蘇轍の後裔と蘇轍文集の編纂」『中国文学論集』第41号，2012年12月，査読有
・�論文：「蘇門子嗣編纂蘇軾文集考」『新國學』第9巻，2012年6月（中国語），査読有
・�論文：「蘇軾「和陶詩」と蘇氏一族―蘇軾が子孫に遺したもの―」『九州中国学会報』第50巻，2012年5月，
査読有

・�論文：「蘇轍による蘇軾「和陶詩」の繼承」『日本中国学会報』第63集，2011年10月，査読有
・�論文：「蘇軾「代張方平諫用兵書」と幸田露伴」『中国研究論叢』第11号，2011年9月，査読有
・�論文：「蘇軾の曾孫と南宋初期の出版」『橄欖』第16号，2009年3月，査読有

  その他 
・�　共著：「東坡巡禮の旅�2009-2010」『橄欖』第17号，2010年3月（旅行の紀行文）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「蘇詞集編纂のはじまりと変遷」第286回中国文芸座談会，2016年3月，九州大学
・�「苏轼“和陶诗”与黄庭坚」第九届中国宋代文学国際学術研討会，中国浙江省杭州浙江大学，2015年9月
・�「蘇軾『和陶詩集』流伝考」第1回日本宋代文学学会，京都大学，2014年5月
・�「蘇東坡の詠月詩―兄弟を偲ぶ月―」第61回九州中国学会，琉球大学，2013年5月
・�「苏辙继承苏轼《和陶诗》考」第七届中国宋代文学国際学術研討会，中国河南省開封市河南大学，2011年

原田　愛　（ハラダ　アイ）　准教授
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9月
・�「蘇軾「和陶詩」の繼承と蘇轍」第62回日本中国学会，広島大学，2010年10月
・�「苏门子嗣编纂苏轼文集考」第六届中国宋代文学国際学術研討会，中国四川省成都市四川大学，2009年
10月

・�「蘇軾文集の成立と四川の姻戚について」第57回九州中国学会，西南学院大学，2009年5月
・�「仏教世界図の世界―掌中の菓子のように世界を楽しむ―」九州大学社会連携事業「福岡・博多の古地図
に親しむプロジェクト　シンポジウム古地図に親しむⅡ」，福岡県立図書館，2009年1月（招待講演）

・�「『東坡集』の保存と息子蘇過の役割」第233回中国文芸座談会，九州大学，2008年1月
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  専門分野 
言語学

  専門分野キーワード 
アイスランド語，フェーロー語，記述言語学，言語類型論

  共著，共編著，編著 
・�共著：『世界の名前』岩波書店辞典編集部（編），岩波書店，2016年。（分担：130-132ページ「中世以来の
伝統と個人主義　アイスランド」）

・�共著：『アイスランド・グリーンランド・北極を知るための65章』小澤実・中丸禎子・高橋美野梨（編著），
明石書店，2016年。（分担：363-367ページ「アイスランドのノーベル賞作家―ハルドウル・ラクスネ
ス―」，368-372ページ「アイスランドの推理小説作家―アーナルデュル・インドリダソンを中心に―」）

・�共著：『ニューエクスプレス・スペシャル　ヨーロッパのおもしろ言語』町田健（監修），白水社，2010年。
（分担：148-167ページ「フェーロー語の世界」）

  論文・研究ノート 
・�論文：「アイスランド語の衣類の着脱表現」パルデシ・プラシャント，桐生和幸，ナロック・ハイコ（編）
『有対動詞の通言語的研究―日本語と諸言語の対照から見えてくるもの』くろしお出版.�2015年12月.�
pp.415-430.（査読有）

・�論文：「現代アイスランド語の天候表現」『金沢大学歴史言語文化学系論集�言語・文学篇』第7号.�2015年
3月.�pp.37-48.（査読無）

・�論文：「対照研究で読み解く日本語の世界7：アイスランド語と日本語の所有表現�―全体と部分の関係
を中心に―」『日本語学』2014年10月号（vol.�33-12）.�明治書院.�pp.66-77.（依頼原稿）

・�論文：「現代アイスランド語の動詞の自他交替の概要」『金沢大学歴史言語文化学系論集�言語・文学篇』
第6号.�2014年3月.�pp.25-40.（査読無）

・�論文：「現代アイスランド語の接頭辞sam-と相互性」『金沢大学歴史言語文化学系論集�言語・文学篇』第
5号.�2013年3月.�pp.17-30.（査読無）

・�論文：「現代アイスランド語の相互表現の概要」『金沢大学歴史言語文化学系論集�言語・文学篇』第4号.�
2012年3月.�pp.1-22.（査読無）

・�論文：「現代アイスランド語の相互代名詞」『金沢大学歴史言語文化学系論集�言語・文学篇』第3号.�2011
年3月.�pp.25-46.（査読無）

・�論文：「アイスランドのミステリー作家�アルンアルドゥル・インドリーザソン」『世界文学』第109号.�
2009年7月.�pp.1-11.（依頼原稿）

・�論文：「古アイスランド語の連体修飾の与格について」『金沢大学文学部論集�言語・文学篇』第28号.�
2008年3月.�pp.65-78.（査読無）

・�論文：「現代アイスランド語の相互動詞と他動性」�角田三枝・佐々木冠・塩谷亨（編）『他動性の通言語的
研究』くろしお出版.�2007年11月.�pp.95-106.（査読有）

・�論文：「フェーロー語の表記」�塩原朝子・児玉茂昭（編）『表記の習慣のない言語の表記』東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所.�2006年3月.�pp.189-200.（査読有）

・�論文：「フェーロー語の属格とその代替表現の分布」『金沢大学文学部論集�言語・文学篇』第25号.�2005
年3月.�pp.155-166.（査読無）

・�論文：「フェーロー語の所有代名詞と所有の属格と所有関係を表わす前置詞について」『金沢大学文学部
論集�言語・文学篇』第24号.�2004年3月.�pp.13-27.（査読無）

入江　浩司　（イリエ　コウジ）　教授
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・�論文：「現代アイスランド語の動詞�vanta�の用法について」『金沢大学文学部論集�言語・文学篇』第22号.�
2002年3月.�pp.93-103.（査読無）

・�論文：「現代アイスランド語の他動詞文における前置詞句」『金沢大学文学部論集�言語・文学篇』第21号.�
2001年3月.�pp.143-164.（査読無）

  その他 
・�「アプラウト」ほか9項目『明解言語学辞典』斎藤純男・田口善久・西村義樹（編），三省堂，2015年。
・�「アイスランド語」『世界の文字事典』庄司博史（編），丸善出版，2015年。pp.2-5.
・�「アイスランド語　使役交替動詞対リスト」『使役交替言語地図』国立国語研究所，2014年。http://
watp.ninjal.ac.jp/jp/downloads/Icelandic/.

・�「アイスランド語」『事典�世界のことば�141』梶茂樹・中島由美・林徹（編），大修館書店，2009年。
pp.286-289.

  口頭発表・ポスター発表 
・�「アイスランド語における逆使役」（ワークショップ「北ヨーロッパおよびバルト海周辺地域の諸言語に
おける逆使役について」）日本言語学会第145回大会（2012年11月25日，九州大学）

・�‘Transitivity�in�Modern�Icelandic�-st �Reciprocal�Verbs.’�The�Árni�Magnússon�Institute�for�Icelandic�
Studies,�University�of�Iceland,�2�September�2008.

・�「フェーロー語の属格とその代替表現の分布」日本アイスランド学会（2005年6月3日，一橋大学）
・�‘Possessor�Coding�in�Faroese�and�the�Nominal�Hierarchy.’�International�Workshop�on�Faroese�Linguis-
tics,�University�of�Iceland,�21�June�2004.
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  専門分野 
中国語学

  専門分野キーワード 
言語地理学，方言，歴史言語学，音声生理

  著書 
・�『中國江蘇・安徽・上海兩省一市境内親屬稱謂的詞的地理分布』，開篇・単刊No.1，好文出版，1989年。

  共著，共編著，編著 
・�編著：『汉语方言解释地图(续集)�The�Interpretative�Maps�of�Chinese�Dialects，Volume�Two』，好文
出版，2012年（編者：岩田礼，著者：岩田礼，木津祐子ほか10名，本人担当分：全184頁のうち112
頁；前言/Preface(iii〜xii頁)，地図与解説(Maps�and�Commentaries)�pp.8-53，70-83，�124-125，138-
147，158-169，資料・索引等pp.157-169）。

・�編著：『汉语方言解释地图　The�Interpretative�Maps�of�Chinese�Dialects』，白帝社，2009年（編者：岩
田礼，村上之伸，木津祐子ほか10名，本人担当分：341頁のうち201頁：前言(Preface)�pp.3-7，緒論
(Introduction)�pp.12-50，地図与解説(Maps�and�Commentaries)�pp.53-57，70-111，130-131，148-
151，186-225，232-239，参照文献目録等資料部分pp.270-327）。

・�編著：『汉语方言地图集』，商務印書館，北京，2008年（曹志耘主編，本人担当分：日本語版序文等）
  翻訳 
・�共訳：W.A.Grootaers『汉语方言地理学』，上海教育出版社，2003年初版，2012年修訂第二版（石汝杰，
岩田礼共訳）。

・�共訳：W.A.Grootaers『中国の方言地理学のために』，好文出版，1994年（岩田礼，橋爪正子共訳）。

  論文・研究ノート 
・�論文：「中国における河川と方言」，『金沢大学中国語学中国文学研究室紀要』第15輯，2016年。（査読無）
・�論文：「“蝉”义词形的系谱及其地理分布」，『金沢大学中国語学中国文学研究室紀要』第12輯，2013年。（査
読無）

・�論文：「聲調調值演變的微觀探討：以江蘇東北角的方言為例」，『語言暨語言學』專刊49，『語言時空變異
微觀』，中央研究院語言研究所，2012年。(依頼論文)

・�論文：「论词汇变化的“非连续性”－类音牵引和同音冲突二例－」，『语言教学与研究』2011年第5期，北
京语言大学，2011年。(依頼論文)

・�論文：「北方方言-lə-中缀及kəʔ-前缀的来源—“腋”义词的方言地图」，严翼相主编『中國方言中的語言學與
文化意蘊』，韓國文化社（Seoul），2011年。(依頼論文)

・�論文：Chinese�Geolinguistics:�History,�Current�Trend�and�Theoretical�Issues,�Dialectologia,�Special�Is-
sue�1,�Universitat�de�Barcelona,�2010年,�http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia1/�(電
子ジャーナル)　(依頼論文)

・�論文：「从“疟疾”的方言地图看汉语方言的历史层次」，『南大语言学』第三编，南京大学，2008年。(依頼論文)
・�論文（共著）：「方言边界上的存古现象：以江苏连云港地区的入声为例」，『開篇』Vol.27，2008年。�(査読無)�
・�論文：「方言接触及混淆形式的产生－论汉语方言“膝盖”一词的历史演变」，『中国语言学集刊』第1卷第2期，
香港，2007年。

・�論文：「汉语方言「明天」，「昨天」等时间词的语言地理学研究」，『中国語学』254号，2007年。(依頼論文)
・�論文：「長江流域におけるSibilants声母体系の一類型」，『佐藤進教授還暦記念中国語学論集』，好文出版，
2007年。(査読無)

・�論文：�Homonymic�and�Synonymic�Collisions�in�the�Northeastern�Jiangsu�Dialect�-�On�the�formation�
of�geographically�complementary�distributions�–�In:�Linguistic�Studies�in�Chinese�and�its�Neighboring�

岩田　礼　（イワタ　レイ）　教授
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Languages:�Festschrift�in�Honor�of�Professor�Pang-hsin�Ting�on�His�Seventieth�Birthday,�Language�
and�Linguistics�Monograph�Series�Number�W-6,�Academia�Sinica,�2006年.�(依頼論文)

・�論文：「汉语方言词声调的形成及发展」，石锋，沈钟伟编『乐在其中：王士元教授七十华诞庆祝文集』，南
开大学出版社，2004年。�(依頼論文)

・�論文（共著）：「矫枉过正在语音变化上的作用」�『语言教学与研究』2004年第5期，北京语言大学，2004年。�
(依頼論文，査読有)

・�論文：「世界の方言地理学：中国」，馬瀬良雄監修・佐藤亮一他編方言地理学の課題』，2002年。(依頼論文)
・�論文：Tone�and�Accent�in�the�Chinese�dialects”�In:�S.�Kaji�ed.�Cross-Linguistic�Studies�of�Tonal�Phe-
nomena:�Tonogenesis，Japanese,�Accentology�and�Other�Topics,�ILCAA�(Tokyo),�2001.�(依頼論文)

・�論文：The�Jianghuai�Area�as�a�Core�of�Linguistic�Innovation�and�Diffusion:�A�Case�of�the�Kinship�Term�
"ye爷".�In:�In�Memory�of�Professor�Li�Fang-kuei:�Essays�of�Linguistic�Change�and�the�Chinese�Dia-
lects,�University�of�Washington�and�Academia�Sinica,�2000年.�(依頼論文，査読有)

・�書評：「項梦冰，曹暉著『汉语方言地理学－入门与实践』」，『语言学论丛』，北京大学中文系，第43辑，
2011年。（依頼論文）

・�研究成果報告書：『中国語方言におけるtone�sandhi生成メカニズムに関する通時的研究，平成25－27
年度科学研究費基盤(C)研究報告書(研究代表者:岩田礼)，2016年。

・�研究成果報告書：『漢語諸方言における語声調の実験音声学的研究』，平成13－15年度科学研究費基盤
(C)研究報告書(研究代表者:岩田礼)，2004年。

  その他 
・�事典の項目：Rint�SYBESMA�ed.�Encyclopedia�of�Chinese�Language�and�Linguistics�(5�Volumes),�
Brill,�本人担当分：Dialect�and�Language�Atlases�of�China（1,989�words），Dialect�Geography�(Geolin-
guistics)�(4,386�words)，2016年.　

・�本人紹介のインタビュー記事：黄暁東「漢語方言地理学大有可為―岩田礼教授訪談摘録」，「当代語言学」,�
Vol.14,�No.1，2012年。

・�学術エッセイ：「『漢語方言地図集』と曹志耘さんのこと」，『東方』338，2009年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「類推與牽引對詞匯變化的作用－以漢語方言的時間詞為例－」　会議名：24th�International�Conference�
of�Chinese�Linguistics�(IACL24)�，北京語言大学，2016年7月。（招待講演）

・�「『漢語方言解釋地圖』的邏輯思考」　会議名：第六届嶺南漢語方言研究的理論与実践研究討会暨第三届
地理語言学培訓班，広東省羅定職業技術学院（広東・暨南大学漢語方言研究中心主催），2015年8月。（招
待講演）

・�「漢語方言中詞語的牽引現象」会議名：澳門大学中文系学術報告会，マカオ大学，2014年5月。（招待講演）
・�“Mapping�the�Chinese�Tone�Sandhi�(Preliminary�report)”　会議名：2nd�International�Conference�on�
Asian�Geolinguistics,�Chulalongkorn�University,�Thailand，2014年5月。

・�“On�the�context�dependent/independent�tonal�neutralization�in�Chinese�dialects”�会議名：The�3rd�In-
ternational�Conference�on�Phonetics�and�Phonology(ICPP2013),�NINJAL(国立国語研究所)，2013年1
月�（招待講演）

・�「“蝉”义词形的系谱及其地理分布」　会議名：第二届中国地理语言学国际学术研讨会，南京大学，2012
年11月。（招待講演）

・�「汉语方言地理学」会議名：海外学者招待講演，中央民族大学，北京，2011年11月。（招待講演）
・�「论“一声之转”的机制—语言地理学对词源学的贡献—」�会議名：The�7th�International�Symposium�on�
Chinese�Regional�Culture�and�Language，Hanyang�University,�Seoul，2010年4月

・�「论词汇变化的机制—类音牵引，同音冲突，类化，混淆—」�会議名：International�Symposium�for�Com-
parative�and�Typological�Research�on�Languages�of�China，香港科技大学，2010年5月�（招待講演）

・�「《汉语方言解释地图》简介」�会議名：首届中国地理语言学暨中日方言保存利用国际学术研讨会，北京语
言大学，2010�年11�月（招待講演）
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  専門分野 
フランス文学，世界文学，フランス語教育，間言語理解，アルジェリア文化

  専門分野キーワード 
文学，フランス文学，フランス語教育，ロマンス語教育，英語，アルジェリア

  著書 
・�『国際的にはたらこう』白水社，2013年。

  共著，共編著，編著 
・�“L’Arabie�de�Stendhal”,�in�Réception�et�créativité.�Le�cas�de�Stendhal�dans�la�littérature�japonaise�
moderne�et�contemporaine.�Peter�Lang,�2013,�pp.319-328.

・�「スタンダールのアラビア」，ジュリー・ブロック編『受容から創造性へ―日本近現代文学におけるスタ
ンダールの場合』，財団法人国際高等研究所，（2013年3月，pp.257-262）

・�「アルジェリアのポップ音楽」，関口義人編『アラブ・ミュージック　その深遠なる魅力に迫る』（東京堂
出版，2008年3月，pp.108-131）

・�「マグリブの音楽」，宮治一雄，宮治美江子編『マグリブへの招待〜北アフリカの社会と文化』大学図書
出版，2008年3月，pp.222-224）

・�「クロード・フォーリエルとスタンダールにおけるアラビア」（『テクストの生理学』柏木隆雄教授退職記
念論文集刊行会編，朝日出版社，2008年3月，pp.435-446）

・�「いろいろな言葉を勉強しておくのはなぜ良いことか」（鹿島正裕編『国際学への扉　異文化との共生に
向けて』風行社，2008年2月，pp.52-61）

・�「『カルメン』と虚構の力について—外的読解」，『シュンポジオン〜高岡幸一教授退職記念論文集』，朝
日出版社(2006年3月，pp.185-194)

・�「スタンダールの思想的意義ーその生きた使い方―」，『スタンダール変幻』，慶応大学出版会(2002年6
月，pp.415-434)

  論文・研究ノート 
・�「日本の文脈におけるintercompréhensionについて，『第26回獨協大学フランス語教授法研究会報告』，
2013.3.1，pp.45-47.

・�「マンガを活用した文法確認�Grammaire�avec�Yotsuba�!�–�utilisation�de�la�versions�française�du�man-
ga」，Rencontres�25,�2011年7月7日,�pp.67-71）

・�“Sur�la�traduction�stendhalienne�au�Japon”,�in�Stendhal�à�Cosmopolis�/�Stendhal�et�ses�langues,�tex-
tes�réunis�et�présentés�par�Marie-Rose�Corredor,�ELLUG,�2007,�pp.331-334.

・�「貪欲な吸収力で激しい混淆を繰り返してきたアルジェリアのライ」，『ミュージックマガジン』2007年
11月号，p.80-85。

・�「アマジーグ・カテブ講演会報告」，Revue�japonaise�de�didactique�du�français� vol.2,�no.2,�«Etudes�
francophones»,�Société�japonaise�de�didactique�du�français,�2007年10月，p.147-150。

・�「<<�Raï�>>の指し示すもの」，『２０世紀ポピュラー音楽の言葉：その文学的および社会的文脈の解明』，
名古屋大学大学院国際言語文化研究科，2006年２月，pp.51-66）

  その他 
・�「アルジェリアの人々は，理解できる」，『北陸中日新聞』2013年3月8日号，14面

粕谷　雄一　（カスヤ　ユウイチ）　教授
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・�「北アフリカにおけるフランス語文化」，Revue�japonaise�de�didactique�du�français�vol.6,�no.2,�So-
ciété�japonaise�de�didactique�du�français,�(2011年12月，p.107)

・�「シェブ・ハレド：エル・ハルバ・ウィン」「マトゥーブ・ルーネス：アンダツ・タアジヴト」「ジェラルド・
トト：サ・ヌ・ぺ・フェ」，『プロテスト・ソング・クロニクル　反原発から反差別まで』（『ミュージック
マガジン』増刊号），(2011年8月1日，p.115，p.122，p.158）。

・�「音楽」，『現代フランス社会を知るための62章』（三浦信孝，西山教行編），明石書店（2010年11月，
p.146-151）

・�「『町おこし』を超えて世界にむかうスキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」，『ミュージックマガジン』（2010
年10月号，p.108）

・�「実践報告：教員免許更新講習を担当して�Cours�pour�le�renouvellement�de�brevet�des�enseignants�–�
ce�que�représente�la�France�multi-ethnique�pour�les�enseignants�japonais�--」，�Revue�japonaise�de�di-
dactique�du�français�vol.5,�no.1,�Société�japonaise�de�didactique�du�français（2010年12月，pp.327-
337,）

・�「書評：Gloaguen-Vernet�Nolwenn,�Enseigner�le�français�aux�migrants」，Revue�japonaise�de�didac-
tique�du�français�vol.5,�no.1,�Société�japonaise�de�didactique�du�français（2010年12月，pp.346-348,）

・�『アン・ドゥ・トロワ・ソレイユ』，オフィス・サンビーニャ（2008年2月，ライナーノーツ）
・�ダフマン・エル・ハラシ『Ya�El�Hadjla，アオラ・コーポレーション（2008年5月ライナーノーツ』
・�エル・ハジ・ムハメド・エル・アンカ『シャアビの創始者』，アオラ・コーポレーション（2008年10月，
ライナーノーツ）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「世界文学はどこにあるか―地方国立大での実践から」，会議名：第4回�世界文学・語圏横断ネットワー
ク研究集会，第三セッション「いま世界（の）文学をどう読むか？―研究・教育・出版」，於東京大学本郷
キャンパス�法文2号館（2016年4月10日，研究発表）

・�「英語⇔フランス語⇔ロマンス語⇒クレオール諸語：間言語理解」，会議名：関西フランス語教育研究会
(Rencontres�pédagogiques�du�Kansaï，於上田安子服飾専門学校（大阪・梅田），（2016年3月27日，研
究発表）

・�「アルジェリアのライ音楽」，於在日アルジェリア大使館事務所（2014年12月10日，日本アルジェリ
ア協会による招待講演）

・�「アルジェリアのライについて」「A・O・R�」，JFN�系ラジオ（2014年10月23日放送。ラジオインタビュー）
・�「スタンダールにおける「貴族」と「民衆」〜世界史のなかの日本とフランス」，シンポジウム「フランスに
おける日本学，日本におけるフランス学」，於富山大学人文学部（2014年2月27日，研究発表）

・�「日本の文脈におけるintercompréhensionについて。会議名：Journée�Pédagogique�de�Dokkyo，於獨
協大学（2012年12月9日，研究発表）

・��“La�francophonie�et�les�Japonais�concernant�le�colonialisme�français”�会議名：“Perspectives�et�enjeux�
de�l’enseignement�du�francais�en�Asie”,�Colloque�international�conjoint�SCELLF-SJDF，於ソウル国立
大学（韓国）（2013年10月19日，研究発表）

・�「アルジェリア国立アンダルシア楽団の夕べ〜アルジェリア日本国交樹立50周年を記念して」，アル
ジェリア大使館主催，於大田区民プラザホール（2012年7月4日，招待講演）

・�「大衆音楽と社会―アルジェリアとフランスの『ライ』ミュージック」（於新潟国際情報大学，2009年12
月16日，招待講演）

・�Présentation�du�fonctionnement�pédagogique�de�la�faculté�des�lettres�à�l’université�de�Kanazawa，於
アルジェリア・モスタガネム大学（2009年3月2日，招待講演)
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  専門分野 
日本語学（方言学），社会言語学

  専門分野キーワード 
現代日本語，方言，社会，言語変化，日本語教育

  著書 
・�『みんなで学ぼう！金沢ことば（方言学習教材シリーズ１）』科研費報告書，2007年

  共著，共編著，編著 
・�監修：『加賀・能登アイサの生活語辞典』藤島学陵著，能登印刷，2016年
・�共著：『県別�方言感情表現辞典』真田信治・友定賢治編著，東京堂出版，2015年（分担：石川県・福井県
の記述）

・�監修：『みるみる日本ご〜みるくとくるみの大ぼうけん〜』前田浩編集主幹，武居渡と監修，全国聴覚
障害教職員協議会，2015年

・�監修：『石川県�続加賀市生活語彙辞典〈続加賀市の方言〉』野田浩編著，自家版，2012年
・�編著：『方言を理解・伝承するための「白峰方言検定」の実施と，白峰地区における屋号の記録と言語学
的整理と分析』（編著：加藤和夫／加藤和夫・澤田彩・清水邦彦），金沢大学加藤ゼミナール（自家版），
2012年

・�共著：『県別�罵詈雑言辞典』真田信治・友定賢治編著，東京堂出版，2011年（分担：石川県・福井県の記述）
・�共著：『北陸方言の地理的・年齢的分布（北陸グロットグラム）』科研報告書，明海大学，2011年（分担：
石川県，福井県の記述）

・�監修：『石川県加賀市生活語彙辞典＜大聖寺地区編＞』野田浩編著，自家版，2007年
・�共著：『概説日本語学　改訂版』，明治書院，2007年（分担：第8章「方言」pp.251-303）
・�共著：『方言使用の場面的多様性―鶴岡市における場面差調査から―』，国立国語研究所，2006年（分担：
「第4章�語彙の使い分け」pp.105-131）
・�監修・共著：『みんなで学ぼう！鶴来ことば（方言学習教材シリーズ３）』（科研費報告書），2006年
・�監修・共著：『みんなで学ぼう！大聖寺ことば（方言学習教材シリーズ２）』（科研費報告書），2006年
・�監修：『新�頑張りまっし金沢ことば』，北國新聞社，2005年
・�監修：『石川県�白峰村方言の生活語彙辞典』加藤継満津著，石川県石川郡白峰村，2005年
・�共著：『中部の方言　調べてみよう暮らしのことば』井上史雄・吉岡泰夫監修，ゆまに書房，2004年（分担：
新潟の一部と富山・石川・福井を執筆）

・�共著：『お国ことばを知る�方言の地図帳』佐藤亮一監修，小学館，2002年（分担：言語地図解説34項目
計55ページ，方言の基礎知識2項目4ページ，計59ページ）

・�共著：『どうなる日本のことば―方言と共通語のゆくえ―』，大修館書店，1999年（分担：第3章〈6〉〈7〉
〈8〉，第4章〈9〉，第5章地域編「金沢」「京都」の6項目，計29ページ）
・�共著：『概説日本語学』，明治書院，1995年（分担：第8章「方言」pp.251-303）
・�共編著：『方言文法全国地図　第３集』，大蔵省印刷局，1994年（分担：「推量形」3項目の言語地図作成
と解説pp.33-58）

・�共著：『方言の読本』，小学館，1991年（分担：言語地図解説21項目計42ページ，方言関係コラム27項
目28ページ）

・�共編著：『方言文法全国地図　第２集』，大蔵省印刷局，1991年（分担：「連体形」1項目，「命令形」7項目，
計8項目の言語地図作成と解説pp.34-35，pp.57-68）

加藤　和夫　（カトウ　カズオ）　教授
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・�共著：『八丈島方言における言語変化―共通語化の側面を中心として―』，東京都立大学国語学研究室，
1987年（分担：「音韻における言語変化〈数量分析〉」pp.30-64）

・�共著：『奄美方言基礎語彙の研究』，角川書店，1986年（分担：沖永良部島和泊・知名両方言の「遊戯」「人
間関係」「職業」「勤怠・難易・経済」5分野，350項目の語彙記述）

  論文・研究ノート 
・�論文：「方言の魅力と謎―石川の風土と方言―（その２）」『ファミリーライフ』No.132，石川県教育文化
会議，2013年（依頼論文）

・�論文：「方言の魅力と謎―石川の風土と方言―（その１）」『ファミリーライフ』No.131，石川県教育文化
会議，2013年（依頼論文）

・�論文（共著）：「グローバル人材としての日本語教師養成」『金沢大学留学生センター紀要』No.16，2013
年（査読有）

・�論文：「白山市白峰地区（白峰本村・桑島）の屋号命名の型」大学コンソーシアム石川�平成23年度地域課
題研究ゼミナール支援事業成果報告書『方言を理解・伝承するための「白峰方言検定」の実施と白峰地区
における屋号の記録と言語学的整理と分析』，2012年（査読無）

・�論文：「無アクセント地域からアナウンサーに〜私の東京アクセント習得記〜を読んで③」『日本語学』
28巻6号，明治書院，2009年（依頼論文）

・�論文：「北陸方言―可能表現について―」（第４章�各地方言から見る『方言文法全国地図』）『日本語学』
2007年9月臨時増刊号「方言文法全国地図をめぐって」，明治書院，2007年（依頼論文）

・�論文：「高くない」（特集《地図に見る方言文法》）『月刊言語』35巻12号，大修館書店，2006年（依頼論文）
・�論文（共著）：「石川県加賀市大聖寺方言の立ち上げ詞」『方言資料叢刊』第9巻，方言研究ゼミナール，
2006年（査読無）

・�学界展望：「2002・2003年における日本語学界の展望　地域言語・方言」『国語学』55巻3号，日本語学会，
2004年（依頼論文）

・�論文：「方言（第１章）」『わかさ美浜町誌<美浜の文化>第5巻　語る・歌う』，2003年（依頼論文）
・�論文：「命名―美浜町の屋号命名の型―（第２章）」『わかさ美浜町誌<美浜の文化>第5巻　語る・歌う』，
2003年（依頼論文）

・�論文：「北陸人の方言意識を探る―コンプレックスからの脱却をめざして―」『北國文華』第15号，北國
新聞社，2003年（依頼論文）

・�論文：「方言地理学の再生」『21世紀の方言学』国書刊行会，2002年（依頼論文）
・�論文：「地域研究と方言地理学」『方言地理学の課題』明治書院，2002年（依頼論文）
・�論文：「日本海側の雪のことば―北陸地方の雪にまつわることば―」『日本語学』21巻1号，明治書院，
2002年（依頼論文）

・�論文：「北陸方言のオノマトペ―道がキンカンナマナマやじー―」『月刊言語』30巻9号，大修館書店，
2001年（依頼論文）

・�論文：「死をむかえることば―消滅の危機に瀕した方言―」『日本語学』20巻7号，明治書院，2001年（依
頼論文）

・�論文：「石川県小松市尾小屋町方言の副助詞」『方言資料叢刊』第8巻，方言研究ゼミナール，2000年（査
読無）

・�論文：「金沢方言に見る「方言進化論」―方言は本当に衰退しているのか―」『北國文華』第5号，北國新聞
社，2000年（依頼論文）

・�論文：「石川県小松市符津町方言の自然談話」『小松市立博物館研究紀要』第36号，2000年（査読無）

  その他 
・�事典の項目：「関東地方域方言事象分布図」「言語地理学」「方言語彙学的研究」「方言孤立変遷論」「多元的
発生の仮説」，『日本語大事典』2分冊，朝倉書店，2014年
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・�学術エッセイ：「北陸新幹線開業と方言活用（連載「地域語の経済と社会―方言みやげ・グッズとその周
辺―」第310回），Sanseido�Word-Wise�Web（三省堂），2014年8月

・�学術エッセイ：「〈街の考現学〉言語景観としての方言活用のススメ」，『金沢経済同友』会報Vol.111，金
沢経済同友会，2014年7月

・�学術エッセイ：「列島縦断！日本全国イチオシ方言　石川県」『日本語学』33巻8号，明治書院，2014年
7月

・�新聞連載（監修）：「マジ�やばっ�方言学」「マチかど方言学」，『北國新聞』，2013年1月〜2014年12月（週
1回，計101回）

・�講演記録：「日本人の日本語知らず―国際化時代と日本語―」『国語研究』第47号，石川県高等学校教育
研究会国語部会，2010年3月

・�辞典の分担執筆：『都道府県別�全国方言辞典（ＣＤ付き）』佐藤亮一編，三省堂（分担：石川県<pp.154-
161>・福井県<pp.162-169>の計16ページの執筆と両県の方言例文の音声収録）

・�事典の項目：「方言の数」「方言の将来」「東京方言」「標準語と共通語」「方言とカ変・サ変動詞の将来」
「『じゃん』の広がり」「雲伯方言と東北方言の関係」「『に』と『へ』の使い方」，『みんなの日本語事典―言葉
の疑問・不思議に答える―』明治書院，2009年

・�事典の項目：「石川県の方言」「福井県の方言」，『日本語学研究事典』明治書院，2007年1月
・�書評：「〈言語圏α〉―ことばの書架―ダニエル・ロング，橋本直幸編『小笠原ことばしゃべる辞典』（CD-
ROM付），『月刊言語』34巻9号，大修館書店，2005年9月

・�事典の項目：「加賀の方言」「金沢言葉」「能登の方言」，『書府太郎（上巻）石川県大百科事典　改訂版』北
國新聞社，2004年

  口頭発表・ポスター発表 
・�「福井県若狭地方の約35年を経た言語分布が語るもの」，東アジア言語地理学国際シンポジウム(2)，
（2015年11月7日　富山大学人文学部）
・�「福井県若狭地方の約35年を隔てた言語分布の比較―共通語化の諸相とその要因―」，「方言の形成過
程解明のための全国方言調査」公開研究発表会�言語地理学フォーラム，（2015年9月27日　国立国語
研究所）

・�「方言分布と民俗分布の交叉するところ」，第1回中国方言文化国際学術討論集会，（2012年3月7日　
金沢大学サテライトプラザ）

・�「教室談話の実態と方言教育の内容と必要性の地域差―北陸の事例から―」，第140回変異理論研究会
研究発表会「子どもたちのための地域語（方言）教育」，（2010年10月23日　愛知県豊橋市「こども未来
館」）

・�「『にほんご』を通して見えてくる新しい地域のすがた〜できることから始めよう“わたし”のボランティ
ア活動〜」第1部パネルディスカッション＆ワークショップのパネリスト，多文化共生まちづくり
フォーラム2009，（2009年3月14日　石川県立生涯学習センタ－）

・�「グローバル化時代における日本人への国語教育」，金沢大学国際学類サロン「真の国際人を育てるエッ
センス」，（2008年10月25日　金沢ニューグランドホテル）

・�「地域と連携し，地域に貢献する方言研究」，日本語学会2008年度春季大会シンポジウム「地域の学と
しての方言研究」パネリスト，（2008年5月17日　日本大学）

・�「白山麓白峰方言の変容―世代別百人調査結果の中間報告―」，加能民俗の会�第355回研究例会，（2003
年11月8日　石川県立歴史博物館）

・�「方言分布と民俗分布の交差するところ」，加能民俗の会�第350回研究例会，（2002年7月7日　石川
県立歴史博物館）

・�「方言学の展開(2)―言語地理学の進路―」，日本方言研究会第70回研究発表会�シンポジウム「世紀をわ
たる日本方言学―軌跡と指針―」パネリスト，（2000年5月26日　専修大学）
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  専門分野 
日本語文法史，日本語語彙・表記史，日本語文体史，日本語学

  専門分野キーワード 
国語史(日本語史)，動詞，助動詞

  共著，共編著，編著 
・�国語語彙史の研究34　和泉書院　2015/03　分担執筆
・�国語語彙史の研究32　和泉書院　2013/03　分担執筆
・�国語語彙史の研究25　和泉書院　2006/3　分担執筆
・�国語語彙史の研究20　和泉書院　2001/03　分担執筆
・�語から文章へ「語から文章へ」編集委員会　2000/08　分担執筆
・�語彙･語法の新研究　明治書院　1999/09　分担執筆
・�国語論究７　中古語の研究　明治書院　1998/12　分担執筆
・�日本語の歴史地理構造　明治書院　1997/07　分担執筆
・�国語語彙史の研究16　和泉書院　1996/10　分担執筆
・�国語論究５中世語の研究　明治書院　1994/12　分担執筆
・�語源探究４　明治書院　1994/06　分担執筆
・�国語語彙史の研究13　和泉書院　1993/7　分担執筆
・�国語論究３文章研究の新視点　明治書院　1991/10　分担執筆
・�概説日本語の歴史　朝倉書店　1995/10　分担執筆

  論文・研究ノート 
・�向田邦子「ごはん」教材研究二題―父の｢命令形｣／｢艦載機｣とB29の心象等―　近藤明　教育実践研究
42号　1-10頁�2016/10　原著論文　研究論文(大学・研究所等紀要)

・�「古文教材における「タダ＋動詞＋ニ＋動詞」型の扱い」　近藤明　教育実践研究　42号　11-21頁�
2016/10　原著論文　研究論文(大学・研究所等紀要)

・�危惧表現形式の一環としての複合助動詞「ヌベシ」「ツベシ」の位置　近藤明　金沢大学人間社会学域学
校教育学類紀要　8号　11-20頁　2016/2　査読無　原著論文　研究論文(大学・研究所等紀要)

・�動詞重複形・接頭辞・補助形容詞関係論考�追補―「ひとつむすびてはゆひ く して」／「直後」の意の動
詞重複形／「ウチカヘス」／「〜ヅライ」の動向―　近藤明　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要　
8号　1-10頁　2016/2　査読無　原著論文　研究論文(大学・研究所等紀要)

・�「モゾ」「モコソ」の表す「危惧」の性質をめぐって(下)　近藤明　北陸古典研究　30号�38-46頁　
2015/11　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�近世における危惧表現形式―近松世話浄瑠璃を中心に―　近藤明　金沢大学人間社会学域学校教育学
類紀要　７号�1-10頁　2015/2　査読無　原著論文　研究論文(大学・研究所等紀要)

・�「モゾ」「モコソ」の表す「危惧」の性質をめぐって(上)　近藤明　北陸古典研究　29号�24-29頁　
2014/11　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�万葉集・三代集における危惧表現をめぐって―「モゾ」「モコソ」を基点として―　近藤明　金沢大学人
間社会学域学校教育学類紀要　6号　13-20頁　2014/02　査読無　原著論文　研究論文(大学・研究
所等紀要)

・�｢〜アヘズ｣と｢〜ヤラズ｣―｢言ふ｣「書く｣等に下接する場合を中心に―　近藤明　北陸古典研究　28号　
17-28頁　2013/11　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�形容詞系難易表現の史的変遷をめぐって　近藤明　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要　5号　
11-21頁　2013/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

近藤　明　（コンドウ　アキラ）　教授
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・�容易の意の｢〜ヨシ/ヨイ｣の語史　近藤明　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要�4号　1-10頁　2�
012/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

・�｢〜ヤスシ/ヤスイ｣の語史への視点　近藤明・天谷友美　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要　2
号　31-38頁　2010/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

・�二つの｢居給タレカシ｣―十訓抄七一三二より―　近藤明　金沢大学人間社会学類紀要　1号�1-8頁　
2009/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

・�｢〜カネル」｢〜カネナイ｣における【話し手の期待】の正負の方向性をめぐって　近藤明　金沢大学語学･
文学研究　36号　3-17頁　2008/12　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�｢ゐ給へれ｣と｢ゐ給へ｣―宇治拾遺物語巻七一五｢長谷寺参寵男利生にあづかる事｣より―　近藤明　金
沢大学教育学部紀要人文科学･社会科学編　57号　31‐36頁　2008/02　査読無　原著論文　研究
論文(大学･研究所等紀要)

・�日本語「迷惑」と中国語「麻煩」の意味・用法の対照的考察　近藤明・邢叶青　金沢大学教育学部紀要人文
科学・社会科学編　57号　31-40頁　2008/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

・�［書評］村田菜穂子『形容詞・形容動詞の語彙論的研究』　近藤明　日本語の研究　3巻3号　46-51頁　
2007/7　�書評論文(雑誌論文)　依頼論文

・�｢〜ニクシ｣の意味･用法の時代的変化―院政･鎌倉期まで―　近藤明　金沢大学語学・文学研究　33号　
1-10頁　2005/09　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)　

・�梁塵秘抄四三八番歌の｢ゐよ｣と｢ゐたれ｣　近藤明　解釈　50巻11・12号　24-25頁　2004/12　査読
有　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�助動詞｢リ・タリ｣が命令形になる場合　近藤明　金沢大学語学・文学研究　32号　1-12頁　2004/09　
査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�｢〜ニクシ/ニクイ｣の語史への一視点―現代語｢〜ヅライ｣との対照から―　近藤明　金沢大学教育学部
紀要人文科学編社会科学編　53号　1-9頁　2004/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等
紀要)

・�中古における四段｢〜アフ｣について―｢複数主体｣と解し難い例を中心に―(下)　近藤明　金沢大学語
学・文学研究　30・31号　1-11頁　2003/09　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�アスペクトから見た動詞｢生ク｣(四段･上二)　近藤明　金沢大学教育学部紀要人文科学社会科学編　52
号　49-56頁　2003/06　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

・�助動詞｢リ・タリ｣に否定辞が下接する場合　近藤明　国語学研究42号　1-13頁　2003/03　査読有　
原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�｢セム心地ス｣と｢スル心地ス｣一源氏物語を中心に一　近藤明　金沢大学教育学部紀要人文科学編　51
号　13-22頁　2002/02　査読無　原著論文　研究論文(大学・研究所等紀要)

・�中古における四段｢〜アフ｣について―｢複数主体｣と解し難い例を中心に―(上)　近藤明　金沢大学語
学文学研究　29号　8-23頁　2001/09　査読無　原著論文　研究論文(学術雑誌)

・�主体変化動詞が重複形になる場合　近藤明金沢大学教育学部紀要　人文科学編　50号　1-9頁　
2001/02　査読無　原著論文　研究論文(大学･研究所等紀要)

・�｢セムヤウナリ｣と｢スルヤウナリ｣一推量系助動詞の文末用法の一端―近藤明　国文学　解釈と教材の
研究　46巻2号　121-123頁　2001/02　査読無　原著論文　研究論文(雑誌論文)　依頼論文

  その他 
・�｢複合助動詞｣ほか4項目　日本語大事典　朝倉書店　2014/11�
・�「比況の助動詞」ほか4項目　日本語学研究事典　明治書院　2007/01

  口頭発表・ポスター発表 
○危惧表現史記述への課題(第65回中部日本・日本語学研究会　2013/7/20)
○「〜ニクシ／ニクイ」の意味・用法の時代的変化―「心理的抵抗」以外の拡大―(第77回国語語彙史研究会　
　2004/9/25)



−75−

  専門分野 
言語学，フランス語学

  専門分野キーワード 
アスペクト，接続表現

  共著，共編著，編著 
・�『コンコルド和仏辞典』，1990年，（執筆協力）

  論文・研究ノート 
・�論文：「Ce�que�traduit�le�gérondif�français�2�-Autour�de�problèmes�de�traduction�entre�le�français�et�le�
japonais-」，阪上るり子，2015年�3月，『言語文化論叢』19，�査読無，金沢大学外国語教育センター，
pp.�12-37.�（査読無）

・�論文：「Ce�que�traduit�le�gérondif�français�1�-Autour�de�problèmes�de�traduction�entre�le�français�et�le�
japonais-」，阪上るり子，2013年�3月，『言語文化論叢』17，�査読無，金沢大学外国語教育センター，
pp.�41-58.�（査読無）

・�論文：「ジェロンディフの統辞的機能」，阪上るり子，2012年�3月，『金沢大学歴史言語文化学系論集　
言語・文学篇』4，査読無，金沢大学歴史言語文化学系，pp.�37-54.�（査読無）

・�論文：「ジェロンディフの時・アスペクト価値」，阪上るり子，2010年�3月，『金沢大学歴史言語文化学
系論集　言語・文学篇』2，査読無，金沢大学歴史言語文化学系，pp.�29-46.（査読無）

阪上　るり子　（サカガミ　ルリコ）　教授
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  専門分野 
日本語学，日本語音韻史，日本語音韻論

  専門分野キーワード 
日本語史，音韻変化，音韻体系

  著書 
・�『日本語音韻史の動的諸相と蜆縮涼鼓集』笠間書院，2014年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『日本語学の教え方：教育の意義と実践』福嶋健伸・小西いずみ（編著），くろしお出版，2016。（分
担：第8章「日本語学でなければ面白いことができる：音韻史から何を学ぶか」）

・�共著：『日本語研究とその可能性』益岡隆志（編），開拓社，2015年。（分担：第1章「連濁と濁音始まりの
付属形式�―個別言語研究の意義―」）

・�共著：『朝倉日本語講座第3巻　音声・音韻』上野善道（編），朝倉書店，2003年。（分担：第2章「現代日
本語の音韻とその機能」）

  論文・研究ノート 
・�論文：Historical�phonology.�Handbook�of�Japanese�Phonetics�and�Phonology:�Handbooks�of�Japa-
nese�Language�and�Linguistics�2,�ed.�by�Kubozono,�Haruo.�2015.�De�Gruyter�Mouton.�（依頼論文/査
読有）

・�書評：「〔書評〕小倉肇著『日本語音韻史論考』」『日本語の研究』第9巻第1号，2013年。（依頼論文）
・�論文：「日韓両言語の流音の役割に関する共通点と相違点」『日本語学･日本語教育２音韻･音声』（韓美卿
編，韓国），2013年。（依頼論文）

・�論文：Gemination�in�compounds�and�complexes.�Current�issues�in�Japanese�phonology:�segmental�
variation�in�Japanese,�ed.�by�Weijer,�Jeroen�van�de/�Nishihara,�Tetsuo.�2013.�（査読有）

・�論文：「音韻交替の二類と漢語の連濁」『漢語の言語学』（大島弘子�中島晶子�ブラン・ラウル編），くろし
お出版，2010年。（査読有）

・�論文：「四つ仮名混乱と前鼻子音衰退化との干渉―個別言語史の視点の重要性―」『古典語研究の焦点　
武蔵野書院創立80周年記念論集』，武蔵野書院，2010年。（依頼論文/査読有）

・�論文：「タ行ダ行破擦音化の音韻論的特質」『金沢大学国語国文』34号，2009年。（査読無）
・�学会展望：「2004年･2005年における日本語学界の展望　音韻（史的研究）」『日本語の研究』第2巻3号，
2006年。（依頼論文）

・�論文：「破擦音化と母音体系」『実験音声学と一般言語学　城生佰太郎博士還暦記念論文集』，2006年。（依
頼論文）

・�論文：A�survey�of�Rendaku�in�loanwords.�Voicing�in�Japanese�(Studies�in�Generative�Grammar�84),�
ed.�by�Weijer,�Jeroen�van�de/�Nanjo,�Kensuke/�Nishihara,�Tetsuo.�2005.�（査読有）

・�論文：「文献資料から音変化の動因を探る」『日本学研究』第16巻（檀国大学日本研究所，韓国），2005年。
（依頼論文）
・�論文：「拗音に見る非対称性」『音声研究』第9巻第1号，2005年。（依頼論文/査読有）
・�プロシーディング（共著）：Aspects�de�la�phonologie�de�/p/.�Japon�Pluriel�vol.5,�2004.�(査読有)
・�論文：「蜆縮涼鼓集からうかがえる前鼻音要素の一局面」『香川大学国文研究』28号，2003年。（査読無）
・�論文：「日本漢語の史的音韻論的課題」『音声研究』第6巻第1号，2002年。（依頼論文/査読有）

高山　知明　（タカヤマ　トモアキ）　教授
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・�論文：「耳障りになったザ行音」『国語語彙史の研究』21巻，2002年。（査読有）

  その他 
・�「呵刈葭」他10項目『日本語大事典』朝倉書店，2014年。
・�「ガ行鼻音」他2項目『音声学基本事典』勉誠出版，2011年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�The�History�of�Rendaku,�会議名：国立国語研究所共同研究プロジェクト「日本語レキシコン－連濁事典
の編纂」ワークショップ(代表Timothy�J.�Vance)�(2015年，7月2日，ボルドー大学)（シンポジウム発表）

・�「16・17世紀日本語音韻の動的諸相」会議名：日本音韻論学会2014年度春期研究発表会�(2014年，6月
6日，首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス)（招待講演）

・�「個別言語的視点から見た日本語の形態音韻論―連濁と濁音化，語頭濁音形―」会議名：日本言語学会
第147回大会・公開シンポジウム「日本語研究とその可能性�－音韻・レキシコン／語彙・文法を中心に－」
(2013年，11月24日，神戸市外国語大学)（シンポジウム発表）

・�「日本語の流音音素の音配列とその役割――韓国語との対照からわかること」会議名：第６回音韻論フェ
スタ（Phonological�Characteristics�of�the�Japanese�Lexicon),�(2011年2月17日)（研究発表）

・�「流音音素の音配列と｢膠着性｣―日韓両言語の相違点と共通性―」会議名：韓国日本学連合会第8回国際
学術大会「韓日関係100年，過去・現在・未来」(2010年，7月3日)（招待発表）

・�「日本語の破擦音化と音韻論的性質―個別言語史の視点―」会議名：第4回熱海音韻論フェスタ，（2009
年2月20日）（招待講演）

・�「日本語の破擦音化の音韻論的特性について」会議名：韓日言語史学会学術発表会，（2008年9月6日)（招
待講演）

・�「漢語の形態音韻論と和語，外来語」会議名：日本語研究国際学会パリ大会「漢語の言語学」(2008年3月
15日)（招待講演）

・�「連濁と漢語の語彙的位置について」会議名：国際研究学会「漢語の言語学」(2007年，5月12日)（招待講
演）

・�「文献資料から音変化の動因を探る」会議名：檀国大学校日本研究所「第18回国際学術研究発表会」(2004
年，10月9日)（招待講演）
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  専門分野 
社会言語学，テクスト言語学

  専門分野キーワード 
ポライトネス，相互行為，日独比較，カフカ

  著書 
・�『カフカと「お見通し発言」――「越境」する発話の機能――』鳥影社，2016年。
・�『カフカと通常性――作品内対話における日常的言語相互行為の「歪み」――』金沢大学経済学部研究叢
書15，2005年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『カフカ後期作品論集』上江憲治・野口広明編，同学社，2016年。（分担：第3章，第11章）
・�共著：Distance�in�Language.�Grounding�a�Metaphor.�Barbara�Sonnenhauser�&�Anastasia�Meermann�
(eds.),�Cambridge�Scholars�Publishing,�2015.�（分担：Ch.�7）

・�共著：Linguistic�Studies�of�Human�Language.�Georgeta�Rata�(ed.),�ATINER,�2013.�（分担：Ch.�5）
・�共編著：『カフカ中期作品論集』古川昌文・西嶋義憲編，同学社，2011年。（分担：第3章，第7章）
・�共著：Quality�of�Life�and�Working�Life�in�Comparison.�György�Széll�&�Ute�Széll�(eds.)�,�Peter�Lang,�
2009.�（分担：Ch.�10）

・�共著：『カフカ初期作品論集』立花健吾・佐々木博康編，同学社，2008年。（分担：第4章，第5章）
・�共著：Herausforderung�der�Sprachenvielfalt�in�der�Europäischen�Union.�Roswitha�Fischer�(ed.),�No-
mos,�2007.�（分担：107-120ページ）

・�共編著：Socio-Cultural�Transformation�in�the�21st�Century?:�Risks�and�Challenges�of�Social�Chang-
es.�Shigekazu�KUSUNE,�Yoshinori�NISHIJIMA,�&�Hidehiko�ADACHI�(eds.),�Kanazawa�Electric�Publish-
ing,�2007.�（分担：Ch.�22）

・�共著：『地域統合と人的移動――ヨーロッパと東アジアの歴史・現状・展望』野村真理・弁納才一編，御
茶の水書房，2006年。（分担：第5章）

・�共著：『好村冨士彦教授退官記念論文集』論文集刊行委員会編，1995年。（分担：207-220ページ）

  論文・研究ノート 
・�「カフカ長編三部作とポライトネス――コミュニケーション行動評価概念�freundlich�および�höflich�を
中心に――�」.�In:�金沢大学外国語教育研究センター『言語文化論叢』第20号,�2016年。（査読無）

・�「『お見通し発言』と2人称断定文――『奇妙な』言い回しの考察――�」.�In:�金沢大学外国語教育研究セン
ター『言語文化論叢』第19号,�2015年。（査読無）

・�「公共サインにおける言語表現の日独比較――新しい言語比較の手法の提案とその有効性の検証――」.�
In:�日本独文学会中国四国支部『ドイツ文学論集』第47号,�2014年。（査読有）

・�“Politeness�in�Sign�Expressions:�A�Comparison�of�English,�German,�and�Japanese”.�In:�Intercultural�
Communication�Studies�(ICS)�XXIII(2),�2014.�（査読有）

・�「カフカの『小さな女』における「お見通し行為」」.�In:�金沢大学外国語教育研究センター『言語文化論叢』
第18号,�2014年。（査読無）

・�“A�Contrastive�Analysis�of�Traffic�Signs�in�Japanese�and�German:�The�Difference�of�Perspective”.�In:�
日本文体論学会『文体論研究』第60号,�2014年。（査読有）

・�“Perspectives�in�Japanese�and�German:�A�Contrastive�Analysis�of�Sign�Expressions�in�Public�Spaces”.�
In:�19th�ICL�papers.�Geneva:�Département�de�Linguistique�de�l’Université�de�Genève.�Retrieved�from�
http://www.cil19.org/uploads/documents/Perspectives_in_Japanese_and_German-A_Contrastive_
Analysis_of_Sign_Expressions_in_Public_Spaces.pdf,�2013.�（査読有）

・�“Omoiyari�no�aru�and�Rücksichtsvoll:�A�Contrastive�Analysis�of�Evaluating�Concepts�of�Communica-
tive�Behavior”.�In:�Akira�Tokuyasu,�Makoto�Kobayashi,�&�Mototaka�Mori�(eds.):�Life�Course�and�Life�
Style�in�Comparison:�Proceedings�of�the�11th�Meeting�of�the�German-Japanese�Society�for�Social�
Sciences,�2013年。（査読有）

西嶋　義憲　（ニシジマ　ヨシノリ）　教授



−79−

・�“Methods�for�Comparison�of�Perspectives�in�Linguistic�Formulation:�Japanese�and�German.”�In:�Inter-
cultural�Communication�Studies�(ICS)�XXII(2),�2013。�（査読有）

・�「『丁寧さ』・『礼貌』・『공손（恭遜）』――“Politeness”�に対応する日常的個別概念の日・中・韓比較――」（陶
琳・尹秀美との共著）.�In:�語彙研究会『語彙研究』第10号,�2012年。（査読有）

・�「お見通し行為としての『父への手紙』」.�In:�『かいろす』第50号,�2012年。（査読有）
・�「『お見通し』発言と翻訳――レトリックの翻訳可能性――」.�In:�日本独文学会中国四国支部�『ドイツ文
学論集』第45号,�2012年。（査読有）

・�「コミュニケーション行動評価概念の日中韓露比較――大学生に対する調査に基づいて――」（陶琳・尹
秀美との共著）.�In:�語彙研究会『語彙研究』第9号,�2011年。（査読有）

・�「見通す行為と『お見通し』発言」.�In:�日本独文学会中国四国支部『ドイツ文学論集』第44号,�2011年。（査
読有）

・�「『お見通し』発言のレトリック�――カフカの長編三作の分析――」.�In:�日本文体論学会『文体論研究』,�
57,�2011年。（査読有）

・�「コミュニケーション行動評価概念の日中比較�―電話によるコミュニケーションの場合―」（陶琳との
共著）.�In:�語彙研究会『語彙研究』第8号,�2010年。（査読有）

・�“Perspectives�in�Routine�Formulas:�A�Contrastive�Analysis�of�Japanese�and�German.”�In:�Intercultural�
Communication�Studies,�19(2),�2010年。（査読有）

・�「『危ない！』と“Vorsicht!”�―表現形成における視点の違い―」.�In:�『金沢大学経済論集』第30第2号,�
2010年。（査読無）

・�「カフカと『お見通し』発言�―作品内対話におけるその機能―」.�In:�金沢大学外国語教育研究センター
『言語文化論叢』,�14,�2010年。（査読無）
・�「コミュニケーション行動評価概念の日中比較�―大学生に対する調査に基づいて―」（陶琳との共著）.�
In:�語彙研究会『語彙研究』第7号,�2009年。（査読有）

・�「カフカのテクスト『失踪者』(Der�Verschollene)における「お見通し」発言�―その共感的機能をめぐって
―」.�In:�『かいろす』第47号,�2009年。（査読有）

・�「カフカの長編『訴訟』(Der�Proceß)における「お見通し」発言�―登場人物間における優位性の明示手段
の分析―」.�In:�日本独文学会中国四国支部『ドイツ文学論集』第42号,�2009年。（査読有）

・�「労働関連語彙の日独比較�―語彙意味論の観点から―」.�In:�『金沢大学経済論集』第29巻第2号,�2009年。
（査読無）
・�「カフカのテクスト『城』における『お見通し』発言」.�In:�金沢大学外国語教育研究センター『言語文化論
叢』第13号,�2009年。（査読無）

・�「『freundlich』と『höflich』�―コミュニケーション行動における異文化の諸相―」.�In:�『金沢大学経済学部
論集』第28巻第2号,�2008年。（査読無）

・�「カフカのテクスト『流刑地にて』における『お見通し』発言�―『判決』との構造的類似性の分析―」.�In:�金
沢大学外国語教育研究センター『言語文化論叢』第12号,�2008年。（査読無）

・�「コミュニケーション行動制御慣用句の日独比較の試み」.�In:�『金沢大学経済学部論集』第�28巻第1号,�
2007年。（査読無）

・�「アジアから見たヨーロッパの言語多様性とドイツ語の役割」.�In:�『金沢大学経済論集』第42号,�2007年。
（査読無）
・�「『丁寧』の意味変化�―コミュニケーション行動評価概念の異文化間比較のために―」.�In:�『金沢大学経
済学部論集』第27巻第2号,�2007年。（査読無）

・�「コミュニケーション行動評価概念と社会的文化的背景�―辞書の語義記述に基づく語彙論的アプロー
チ―」.�In:�金沢大学外国語教育研究センター『言語文化論叢』第11号,�2007年。（査読無）

・�「ポライトネス・グラマー�―コミュニケーション行動評価概念の日韓比較―」（南相瓔・斉木麻利子との
共著）.�In:�『金沢大学留学生センター紀要』第5号,�2006年。（査読無）

・�„Perspektive�in�Routineformeln�im�Deutschen�und�Japanischen“.�In:�金沢大学外国語教育研究センター
『言語文化論叢』第10号,�2006年。（査読無）
・�「定住外国人と言語政策�―ドイツにおける言語問題―」.�In:�『金沢大学経済学部論集』第26巻第2号,�
2006年。（査読無）

・�「カフカのテクスト�Auf�der�Galerie�の構造分析�―日常的非現実話法構文との対比から―」.�In:�金沢大
学外国語教育研究センター『言語文化論叢』第9号,�2005年。（査読無）

・�„Durchschauende�Äußerung�im�Dialog�von�Kafkas�Werken“.�In:�日本文体論学会『文体論研究』第51号,�
2005年。（査読有）
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・�「„bereuen“�は『恥ずかしく思う』か�―コミュニケーション行動の捉え方の違い―」.�In:�『金沢大学経済学
部論集』第25号第1号,�2005年。（査読無）

・�「『お見通し』発言による対話展開の原理�―カフカの対話断片テクストを例にして―」.�In:�金沢大学外国
語教育研究センター『言語文化論叢』第8号,�2004年。（査読無）

・�「„Was�kann�ich�für�Sie�tun?“�は『偉そう』か？　―常用句を利用したコミュニケーション行動の比較―」.�
In:�『かいろす』第41号,�2003年。（査読有）

・�「『へりくだり』と�„Demut“�の比較　―カフカのテクスト『変身』を例にして―」.�In:�日本独文学会中国四
国支部『ドイツ文学論集』第36号,�2003年。（査読有）

・�「カフカのテクストKinder�auf�der�Landstraßeにおける対話の分析�―繰り返しの技法―」.�In:�金沢大学
外国語教育研究センター『言語文化論叢』第5号,�2001年。（査読無）

・�「カフカ作品における次元の転換�―カフカのある『断片』を例にして―」.�In:�『金沢大学文学部論集�言語・
文学篇』第21号,�2001年。（査読無）

・�「カフカ作品における対話の『歪み』　―�Von�den�Gleichnissen�のテクスト言語学的分析�―」.�In:�日本
独文学会中国四国支部『ドイツ文学論集』第33号,�2000年。（査読有）

・�“�‘Freundlich’�und�‘höflich’:�Interkulturelle�Aspekte�des�kommunikativen�Verhaltens”.�In:�金沢大学外国
語教育研究センター『言語文化論叢』第4号,�2000年。（査読無）

・�“Zum�Verstehen�von�Franz�Kafkas�Stück�Die�Bäume 　 -�Ein� textlinguistischer�Ansatz� zur�
Vielschichtigkeit�des�Stücks�-�”.�In:�『金沢大学文学部論集�言語・文学篇』第20号,�2000年。（査読無）

・�「伝達動詞の日独対照の試み　―小説およびその翻訳を利用して―」.�In:�日本文体論学会『文体論研究』
第46号,�2000年。（査読有）

・�「コミュニケーション行動評価概念研究のための予備的考察　―対照社会言語学の観点から―」.�In:�『金
沢大学経済学部論集』第20巻第1号,�2000年。（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Different�Strategies�in�Apologizing�Situations:�A�Contrastive�Analysis�of�Functionally�Equivalent�Rou-
tine�Formulas�in�Japanese�and�German”�(会議名：The�21st�International�Conference�of�International�
Association�for�Intercultural�Communication�Studies)(2015年7月17日，香港，香港理工大学)

・�“Different�Perspectives�in�Communicative�Normalities:�A�Contrastive�Analysis�of�Functionally�Equiva-
lent�Routine�Formulas�in�Japanese�and�German”�(会議名：The�8th�Annual�International�Conference�on�
Language�&�Linguistics)(2015年7月7日，ギリシャ，Titania�Hotel)

・�“Are�Young�People�in�Japan�Getting�More�Polite?:�Change�in�Use�of�Evaluating�Concepts�of�Commu-
nicative�Behavior�in�Japanese.”�(会議名：9th�International�Im/Politeness�Conference)(2015年7月1日，
ギリシャ，アテネ大学)

・�「2人称断定文と『お見通し発言』」(会議名：日本文体論学会第106回大会研究フォーラム)(2014年10月
26日，同志社大学)

・�“Politeness�in�Controlling�Routine�Formulas�for�Communicative�Behavior:�A�Contrastive�Study�of�Jap-
anese�and�German”�(会議名：The�20th�International�Conference�of�the�International�Association�of�
Intercultural�Communications�Studies)(2014年8月2日，アメリカ，ロードアイランド大学)

・�“Perspectives�in�Japanese�and�German:�A�Contrastive�Analysis�of�Sign�Expressions�in�Public�Spaces”�
(会議名：19th�International�Congress�of�Linguists�(ICL))(2013年7月23日，スイス，ジュネーブ大学)

・�“Politeness�in�Routine�Formulas�in�Public�Spaces:�A�Comparison�of�English,�German,�and�Japanese”�(会
議名：19th�International�Conference�of�the�International�Association�of�Intercultural�Communication�
Studies�(IAICS))(2013年10月4日，ロシア，極東連邦大学)

・�“A�Contrastive�Analysis�of�Traffic�Signs�between�Japanese�and�German”�(会議名：3rd�International�
Conference�of�Meaning,�Context�and�Cognition�(MCC))(2013年4月12日，ポーランド，ウッチ大学)

・�“Rhetorical�use�of�non-evidentials�in�the�work�of�Franz�Kafka”�(会議名：International�Linguistic�Confer-
ence:�Distance�in�Language,�Language�of�Distance)�(2013年4月5日，ドイツ，ミュンヘン大学)

・�“Teinei�(丁寧)",�"limao�(礼貌)",�and�"konson�(恭遜)":�A�Comparison�of�Corresponding�Japanese,�Chi-
nese,�and�Korean�Concepts�of�"politeness"�in�English�"Teinei”�(with�Lin�TAO�and�Sumi�YOON)�(会議名：
The�2013�International�Conference�on�Applied�Linguistics�(APLX�2013))(2013年11月14日，台湾，
台北科技大学)
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  専門分野 
言語学

  専門分野キーワード 
言語学，方言学，アクセント論

  共著，共編著，編著 
・�『輪島海士町・舳倉島の暮らし』金沢大学人文学類,�2015.3,�岩崎才吉と共編著.
・�『日本語アクセント入門』松森晶子・新田哲夫・木部暢子・中井幸比古(著),�三省堂,�2012.9.

  論文・研究ノート 
・�On�the�Geminate�Consonants�of�the�Antoh�Dialect�in�Fukui�Prefecture,�Journal�of�the�Phonetic�Soci-
ety�of�Japan,�20(1),�pp.�36-46,�2016.4.

・�「福井県越前町小樟方言のアクセント」『音声研究』16(1),�pp.�63-79,�2012.4.
・�「福井県三国町安島方言におけるmaffa《枕》等の重子音について」『音声研究』15(1)，pp.�6-15,�2011.4.�
（日本音声学会賞（優秀論文賞）受賞）
・�「石川県白峰方言の複合動詞アクセント」上野善道監修『日本語研究の12章』pp.�413-428,�明治書院,�
2010.6.

  口頭発表・ポスター発表 
・�「白峰方言のプロソディーの諸問題�―アクセント体系および複合名詞アクセント―」国立国語研究
所�キックオフワークショップ「語のプロソディーと文のプロソディーの相互作用」,�国立国語研究所,�
2016.1.11

・�「日本語N�型アクセント研究の展望と課題」東アジア言語地理学国際シンポジウム,　金沢市文化ホール,�
2015.11.5.

・�「福井平野周辺地域の三型アクセント」公開シンポジウム「日本語の三型アクセント―原理と歴史―」第
29回日本音声学会全国大会,�神戸大学,�2015.10.04.�松倉昴平と共同発表

・�「輪島市海士町のことば―変化と移住―」金沢大学人文学類シンポジウム2014,�ITビジネスプラザ武蔵
（金沢市）,�2014.12.20.
・�「越前海岸のN型アクセント」公開シンポジウム「N型アクセントの諸相」第27回日本音声学会全国大会,�
金沢大学,�2013.�9.29.

・�「方言から見た能登の魅力」連携研究「自然と文化」能登研究会「能登の里山里海をささえるもの」,�石川県
奥能登総合事務所（石川県輪島市）,�2013.2.10.

・��“The�source�of�reinforcement�of�pitch�fall�in�kakoo-shiki�in�the�Shiramine�dialect�of�Japanese,”�NIN-
JAL�international�conference�on�phonetics�and�phonology,�国立国語研究所,�2013.1.27,�Kenji�Yoshida
と共同発表.

・�「アクセントの式の中和―中央式アクセントと垂井式アクセントの中間アクセント―」日本言語学会第
145回大会ワークショップ「アクセント・トーンの中和」九州大学,�2012.11.25,�中井幸比古と共同発表.

・�「方言のテキストと日本語史」人間文化研究機構連携研究「昔がたりに内在する自然観・自然思想の研究」
メルパルク京都,�2012.3.3.

・�“On�the�accent�of�the�Shiramine�dialect�in�Japan,”�NINJAL�international�symposium�on�accent�and�
tone,�国立国語研究所,�2010.12.19.

新田　哲夫　（ニッタ　テツオ）　教授
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  専門分野 
日本語教育，応用言語学

  専門分野キーワード 
日本語教授法，専門日本語教育，コミュニケーション研究

  共著，共編著，編著 
・�共著：2016（H28）札野寛子，深澤のぞみ『科学技術基礎日本語：留学生・技術研修生のための使える日
本語』　（日本語教科書）�（再販）凡人社

・�共著：2011（H23）主編　テキトウナ（部分執筆）深澤のぞみ，「口頭発表」『基礎日語　口語教程２』，中
国　高等教育出版社

・�共著：2010（H22）深澤のぞみ，濱田美和，後藤寛樹，深川美帆，『日本語でできる！外国人のための
パソコンのきほん』，スリーエーネットワーク

・�共著：2008（H20）深澤のぞみ「日本語教育から見た日本の国際化」（第15章），鹿島正裕編『国際学への
扉‐異文化との共生に向けて』�，pp.184-197，風行社

・�共著：2007�(H19)�福田一郎，平林義彰，札野寛子，深澤のぞみ，『科学技術日本語　留学生・技術研修
生のための使える日本語　DVD版』，金沢工業大学出版局

・�共著：2006�(H18)�三浦香苗，岡澤孝雄，深澤のぞみ，ヒルマン小林恭子，『最初の一歩からはじめる
日本語学習者と日本人学生のためのアカデミックプレゼンテーション入門』，ひつじ書房　

・�共著：2005�(H17)�深澤のぞみ「作文教育における日本語教師の視点と大学専門教員の視点」『作文教育
における日本語教師と大学専門教員との協力のために』（国立国語研究所日本語教育ブックレット8），
pp.1-14　�

・�共著：2003（H15）濱田美和，深澤のぞみ，後藤寛樹『留学生のためのコンピュータ用語集』　（富山大学
留学生センター独自開発教材）

・�共著：2000（H12）札野寛子，�深澤のぞみ，能波由佳『科学技術基礎日本語：留学生・技術研修生のため
の使える日本語－読解編－』　（日本語教科書）金沢工業大学出版局，紀伊国屋書店

  論文・研究ノート 
・�論文：2016（H28）深澤のぞみ・陳会林「中国語式辞スピーチの構成要素と展開パターン　－日本語式辞
スピーチとの比較－」『金沢大学歴史言語文化学系論集　言語・文学篇』第8号，pp.45-58（査読無）

・�論文：2014（H26）深澤のぞみ・冷麗敏「グローバル人材育成としての日本語教師養成　海外日本語教育
実習の実践と成果」『金沢大学留学生センター紀要』第17号，pp.�43-55（査読有）

・�論文：2013（H25）濱田美和・古本裕子・桑原陽子・深澤のぞみ「中国人留学生と日本人大学生の断りのE
メールの比較」『富山大学人間発達科学部紀要』第8巻第1号，PP.221-233（査読無）

・�論文：2013（H25）深澤のぞみ・加藤和夫・志村恵「グローバル人材育成としての日本語教師養成」『金沢
大学留学生センター紀要』第16号，pp.1-13　（査読有）

・�論文：2013（H25）深澤のぞみ・太田亨，峯正志「グローバル人材育成としての日本語教師養成　その実
践と成果」『金沢大学留学生センター紀要』第16号，pp.63-79（査読有）

・�論文：2013（H25）深澤のぞみ「パブリックスピーキングとしてのアカデミックプレゼンテーションにお
ける聴衆重視の仕組み　―式辞スピーチとの比較から―」『応用言語学研究論集』第6輯，pp40-53�（査
読無）

・�論文：2012（H24）深澤のぞみ・ヒルマン小林恭子「日本語式辞スピーチの構成要素と展開パターン―
日本語パブリックスピーキングの一ジャンルの特徴として―」『専門日本語教育研究』第14号，pp.27-
34�（査読有）�

・�論文：2012（H24）深澤のぞみ・陳会林・張鵬「日本語教育におけるスピーチ指導の可能性―全中国選抜
スピーチコンテスト西北ブロック予選の参加校の取り組みを例として―『応用言語学研究論集』（金沢大
学人間社会研究科）第５輯，pp.16-42（査読無）

・�論文：2012（H24）深澤のぞみ・ヒルマン小林恭子「日本語パブリックスピーキング能力養成のニーズを
探るための基礎調査」『金沢大学留学生センター紀要』第15号，pp.25-43（査読有）

・�論文：2011（H23）濱田美和・深澤のぞみ「日本語教育の観点から見た日本語のIT用語の特徴」，『富山大
学留学生センター紀要』第10号，pp.1-9（査読無）

・�論文：2011（H23）深澤のぞみ・ヒルマン小林恭子「日本語教科書における口頭発表指導について-日本
語パブリックスピーキングの教授法確立を目指した基礎研究-」『金沢大学留学生センター紀要』第14
号，pp.29-42（査読有）

・�論文：2009（H21）山崎けい子・深澤のぞみ・中河和子・田上栄子「外国籍年少者のための日本語学習環

深澤　のぞみ　（フカサワ　ノゾミ）　教授



−83−

境デザイン-散在地域の学習を支えるために-」『富山大学人文学部紀要』第51号，pp.1-15（査読無）
・�論文：2009（H21）深澤のぞみ・山崎けい子・中河和子・田上栄子「外国人散在（非集住）地域における外
国籍年少者支援ネットワークに関する考察－」，『インターカルチュラル』7号（日本国際文化学会年報），
pp.135-146（査読無）

・�論文：2007（H19）深川美帆，濱田美和，深澤のぞみ「留学生教育におけるITリテラシー支援の現状と課
題」，『富山大学留学生センター紀要』第6号，pp.29-40（査読無）

・�論文：2006（H18）深澤のぞみ，中河和子，松岡裕見子「地域在住外国人に対する日本語ボランティア
の養成シラバス」，『富山大学留学生センター紀要』第5号，pp.1-15（査読無）　

・�論文：2006（H18）濱田美和，深澤のぞみ「学部留学生の情報リテラシー養成のための基礎調査」，『コン
ピュータ＆エデュケーション』CIＥC（コンピュータ利用教育協議会）会誌第20号，pp.87-93（査読有）

・�論文：2004（H16）濱田美和，後藤寛樹，深澤のぞみ「日本語学習支援サイトの役割と効果－大学におけ
る総合的日本語学習支援態勢の構築とサイトの開設」，『富山大学留学生センター紀要』第3号，pp.1-
13（査読無）

・�報告：2003（H15）深澤のぞみ，濱田美和，後藤寛樹「『留学生のためのコンピュータ用語集の』開発」，『専
門日本語教育研究』第5号，pp.45-50（査読有）

・�論文：2003（H15）加藤扶久美，出原節子，濱田美和，深澤のぞみ，後藤寛樹「留学生センターにおけ
る情報化への取り組み－現状と展望－」，『富山大学総合情報処理センター広報』Vol.7，pp.2-6（査読無）

・�論文：2003（H15）中河和子，深澤のぞみ，濱田美和「留学生の現代日本事情理解のツールとしての映
像と「映像読解教育」の試み」，『富山大学留学生センタ－紀要』第2号，pp.33-44（査読無）

・�論文：2003（H15）深澤のぞみ「視覚効果を持つ表現の特徴－留学生のプレゼンテーション支援のため
に－」，『富山大学留学生センター紀要』第2号，pp.13-24（査読無）　�

・�論文：2002（H14）後藤寛樹，深澤のぞみ，濱田美和「コンピュータ用語のデータベース作成と特徴の
分析」，『富山大学留学生センター紀要』創刊号，pp.3-14（査読無）

・�報告：2001（H13）後藤寛樹，深澤のぞみ，濱田美和「留学生向けコンピュータ教材の開発とその使用」，
『日本語教育』110号，�pp.150-159（査読有）
・�論文：2001濱田美和，深澤のぞみ，後藤寛樹（Ｈ13）留学生センターにおけるコンピュータ教育につい
て」，『富山大学総合情報処理センター広報』Vol.5，pp.24-32（査読無）�

・�論文：2000（H12）深澤のぞみ，札野寛子「科学技術日本語読解教材の開発－『意味ある受信』を支える教
材選択と『意味ある発信』を実現させるタスク練習－」，『専門日本語教育研究』第２号，pp.30-37（査読有）

  その他 
・�2005（H17）『新版日本語教育辞典』　大修館書店　「対人行動とパーソナルスペース」，「スティグマ」項
目執筆

  口頭発表・ポスター発表 
・�2015（H27）深澤のぞみ・山路奈保子・須藤秀紹「外国語教育におけるビブリオバトルと「説得」」計測自
動制御学会　システム・情報部門学術講演会2015　ポスター発表　

・�2014（H26）札野寛子・深川美帆・深澤のぞみ・濱田美和「アカデミック・ジャパニーズイメージモデル
と新規教材開発に向けての既存教材の特性分析」2014�年度日本語教育学会秋季大会（ポスター発表）予
稿集

・�2014（H�26）山路奈保子・深澤のぞみ・須藤秀紹「パブリックスピーキングにおけるコンテクスト共有―
「ビブリオバトル」の導入部の観察から―」２０１４年度日本語教育学会春季大会予稿集，pp.341-342
・�2012（H24）深澤のぞみ・ヒルマン小林恭子「日本語式辞スピーチにおける聞き手重視のしくみ‐日本
語パブリックスピーキングの特徴として」北京師範大学金沢大学日本語教育フォーラム

・�2011（H23）深澤のぞみ・ヒルマン小林恭子「日本語ビジネス（式辞）スピーチの構造―パブリックスピー
キングの一ジャンルとして―」，2011年度日本語教育学会春季大会予稿集，pp.159-164

・�2009（H21）深澤のぞみ・桑原陽子・濱田美和・古本裕子「留学生の断りのEメールの分析－eラーニング
教材開発を目指して－」　JSAA-ICJLE2009日本語教育国際研究大会（オーストラリア　ニューサウス
ウェールズ大学），p.202

・�2006（H18）深澤のぞみ・濱田美和�「日本語学習者の情報リテラシー養成のための教科書開発」　日本語
教育国際研究大会ICJLC2006（米国コロンビア大学），プログラムp.78

・�2005（H17）深澤のぞみ・濱田美和・後藤寛樹�「留学生に必要な情報リテラシーとはどのようなものか」　
2005（平成17）年度日本語教育学会春季大会，pp.183-188

・�2005（H17）三浦香苗・深澤のぞみ・ヒルマン小林恭子�「日本語学習者のためのアカデミックプレゼン
テーション入門教科書の研究開発」　2005（平成17）年度日本語教育学会秋季大会予稿集，pp.243-
244

・�2005（H17）山本敏幸・深澤のぞみ�「留学生のための科学技術日本語教材のe-ラーニングコンテンツ化」　
教育システム情報学会30周年記念全国大会講演論文集，pp.449-450
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  専門分野 
対照言語学，　認知意味論

  専門分野キーワード 
日英語対照，文法化，否定，モダリティ，複文構造

  共著，共編著，編著 
・�共著：New�Directions�in�Grammaticalization�Research.� Andrew�D.M.�Smith,�Graeme�Trousdale�and�
Richard�Waltereit�eds.�John�Benjamins�Publishing�Company,�2015.�（分担:121-134ページ）

・�共著：�Contemporary�Korean�Linguistics:�International�Perspectives.�Sang-Oak�Lee�ed.�Thaehaksa,�
2010.�（分担：199-215）

・�共 著：Japanese�Modality:�Exploring�its�Scope�and�Interpretation.�Barbara�Pizziconi�and�Mika�Kizu�
eds.�Palgrave�Macmillan,�2009.�(分担：87-114ページ)

・�共著：Empirical�and�Theoretical�Investigations�into�Language:�A�Festschrift�for�Masaru�Kajita.　開拓
社,�2003.（分担：435-446ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「日本語母語話者の英語複文構造の習得に関する研究：韓国語および中国語母語話者との対照」『金
沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第８号，2016年。（査読無）

・�論文：「日英語複文構造の対照言語学的研究：英語学習者の誤用の観点から」『金沢大学人間社会学域学
校教育学類紀要』第６号，2014年。（査読無）

・�論文：「日英語時制体系の対照言語学的研究：英語学習者の誤用の傾向を踏まえて」『金沢大学人間社会
学域学校教育学類紀要』第４号，2012年。（査読無）

・�論文：�“Typological�Generalizations�and�the�Locus�of�their�Explanation.”�English�linguistics:�Journal�of�
the�English�Linguistic�Society�of�Japan�25巻1号，2008年。（査読有）

・�論文：「継続相を表す副詞の意味拡張パターンの研究：認知言語学・言語類型論の立場から」『金沢大学
教育学部紀要，人文科学・社会科学編』第56号，2007年。（査読無）　

・�論文：「ドリフトと文法化」　『日本エドワード・サピア協会研究年報』第17号，2003年。　（査読有）
・�論文：“Grammaticalization�and�Semantic�Typology:�Time-relationship�Adverbs�in�Japanese,�Korean,�
English�and�German.”　Language,�Information,�and�Computation:�Proceedings�of�the�16th�Pacific�
Asia�Conference.�2002年。（査読有）

・�論文：「時間関係副詞の文法化に関する一考察-多層性(layering)と持続性(persistence)の観点から」　『日
本認知言語学会論文集』第2巻，2002年。　（査読有）

・�論文：「韓日語の副詞節の階層性に関する対照言語学的研究－南（1974）の階層性モデルの観点から」『第
6回言語処理学会発表論文集』2000年。　（査読有）　

・�論文：「否定辞繰り上げ現象と文法化」『金沢大学教育学部紀要　人文科学・社会科学編』第49号，2000年。
（査読無）

  その他 
・�「堀江薫，プラシャント・パルデシ著　『言語のタイポロジー－認知類型論のアプローチ』」
�　『英語教育』第58巻，12号，2010年。　
・�「line」他54項目『英語多義ネットワーク辞典』小学館，2007年。

守屋　哲治　（モリヤ　テツハル）　教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�“Neg-Raising�Phenomenon�as�a�Product�of�Grammaticalization.”�会議名：The�5th�International�Con-
ference�on�New�Reflections�on�Grammaticalization.(2012年7月18日，エジンバラ大学，エジンバラ，
イギリス)

・�「日本語モダリティ体系の特異性と一般性：歴史変化・対照言語学の観点から」会議名：第26回上智大学
言語学会　(2011年7月30日，上智大学)（招待発表）

・�“Subjectification�and�Grammaticalization:�A�Case�Study�of�Modal�Auxiliaries�in�Japanese�and�Korean.”�
会議名：The�18th�International�Congress�of�Linguistics�(2008年7月24日，高麗大学，ソウル，韓国)

・�“Negation�of�Ability�in�Korean�and�Related�Languages.”�会議名：The�15th�International�Conference�on�
Korean�Linguistics（2006年7月12日，グアダラハラ自治大学，グアダラハラ，メキシコ）

・�“What�is�and�isn’t�Language-Specific�about�the�Japanese�Modal�System?:�A�Comparative�and�Histori-
cal�Perspective.”�会議名：International�Conference�on�Revisiting�Japanese�Modality�（2006年6月24日，
ロンドン大学，ロンドン，イギリス）

・�“The�Development�of�Periphrastic�Modal�Expressions�in�Japanese�and�Korean:�A�Cognitive�Perspec-
tive.”�会議名：The�9th�International�Cognitive�Linguistics�Conference�(2005年7月20日，延世大学，
ソウル，韓国)

・�“Periphrastic�Modal�Expressions�in�Korean�and�Japanese:�A�Cognitive�and�Socio-Cultural�Perspec-
tive.”�会議名：The�14th�International�Cionference�on�Korean�Linguistics�(2004年7月14日，アンタルヤ，
トルコ)

・�“On�Coexistence�of�Two�Forms�of�Sentence�Negation�in�Korean:�A�Functional-Typological�Perspec-
tive.”�会議名：The�13th�International�Conference�on�Korean�Linguistics�(2002年7月9日，オスロ大学，
オスロ，ノルウェイ)

・�“Grammaticalization�and�Semantic�Typology:�Time-relationship�Adverbs�in�Japanese,�Korean,�English�
and�German.”�会議名：The�16th�Conference�on�Language,�Information,�and�Computation.�(2002年2
月1日，済州島，韓国)

・�「時間関係副詞の文法化に関する一考察：多層性(layering)と持続性(persistence)の観点から」　会議名：
日本認知言語学会第２回大会�(2001年9月16日，大阪外国語大学)
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  専門分野 
英語教育学

  専門分野キーワード 
教師教育，授業研究，リーディング研究

  共著，共編著，編著 
・�共著：『改訂　小中連携Q&Aと実践―小学校外国語活動と中学校英語をつなぐ40のヒント』萬谷隆一,�
直山木綿子,�卯城祐司,�石塚博規,�中村香恵子,�中村典生（編著），開隆堂，2013年。（分担：56-57ページ）

・�共著：『小中連携Q&Aと実践―小学校外国語活動と中学校英語をつなぐ40のヒント』萬谷隆一,�直山木
綿子,�卯城祐司,�石塚博規,�中村香恵子,�中村典生（編著），開隆堂，2011年。（分担：56-57ページ）

・�共著：『PCOLA�デジタル版英語科教育実践資料集,�理論編１』和田稔（編）平田和人・小串雅則（編），ニチ
ブン，2005年。（分担：89-91ページ）

・�共著：『英語が使える日本人の育成―MERRIER�Approachのすすめ』渡邉時夫（監修）�酒井英樹・塩川春
彦・浦野研（編），三省堂，2003年。（分担：270-278ページ）

  翻訳 
・�共訳：『新しい英語の学び方・教え方』Jeremy�Harmer（著）渡邉時夫（監訳），ピアソン・エデュケーション，
2001年。（分担：147-160,�195-203,�249-252,�258-261,�267-275ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「中学3年生を対象とした書くことを取り入れた物語文読解指導実践—書くことが生徒の
読みに及ぼす影響に焦点を当てて—」『中部地区英語教育学会紀要』第45号，2016年。（査読有）

・�論文（共著）：「英語教育における『実践研究』の定義に関する検討—文献レビューからの考察—」『中部地
区英語教育学会紀要』第45号，2016年。（査読有）

・�論文（共著）：「中部地区英語教育学会紀要実践報告の分析—研究方法の観点から—」『中部地区英語教育
学会紀要』第45号，2016年。（査読有）

・�論文（共著）：「読むことと書くことを統合した活動による読解への影響—中学生を対象とした実践—」
『金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター紀要　教育実践研究』第41号，2015年。
（査読無）
・�論文：「英語科教職課程における学生の認知の特徴：学習指導案作成を通して学習経験および講義の影
響を探る」『東北英語教育学会研究紀要』第31号，2011年。（査読有）

・�論文：「『英語ノート指導資料』に見られる授業の構成―シラバスと指導手順に焦点を当てて―」『福島大
学総合教育研究センター紀要』第11号，2011年。（査読無）

・�論文：「小学校外国語活動の授業における課題―コミュニケーション観と言語学習観からの検討―」『東
北英語教育学会研究紀要』第30号，2010年。（査読有）

・�論文：「第二言語教師の知識と教師教育研究」『中部地区英語教育学会紀要』第38号，2009年。（査読有）
・�論文：「異文化理解に及ぼす複数テキスト読解の影響－MERRIER�Approachの視点によるテキスト選択
と読み手の思考の変化－」『東北英語教育学会紀要』第24号，2004年。（査読有）

・�論文（共著）：「コミュニケーション能力育成のためのＬＬ教室での授業─過去・現在・未来」『神戸高専研
究紀要』第40号，2002年。（査読無）

・�論文：「テキスト・マップの提示条件が読解リコールに及ぼす影響」『中部地区英語教育学会紀要』第30
号，2002年。（査読有）

滝沢　雄一　（タキザワ　ユウイチ）　准教授
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・�論文：「読解リコールを促すテキスト・マップの特徴�―効果的な指導に向けての予備的研究―」『中部地
区英語教育学会紀要』第30号，2001年。（査読有）

・�論文：「テキスト・マッピングがリコールに及ぼす影響」『中部地区英語教育学会紀要』第29号，2000年。
（査読有）
・�論文：The�effects�of�text�mapping�on�reading�strategies:�An�analysis�of�think-aloud�protocols.�Annual�
Review�of�English�Language�Education�in�Japan,�11.�2000.�（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「物語文を読むことに書くことを取り入れた実践における課題—書くことにつなげる活動に焦点を当て
て—」（共著），会議名：第46回中部地区英語教育学会三重大会，（2016年6月26日，鈴鹿医療科学大学）
（口頭発表）
・�「『実践研究』の定義の整理」（共著），会議名：第45回中部地区英語教育学会和歌山大会，（2015年6月
27日，和歌山大学）（口頭発表）

・�「読むことと書くことを統合した活動による物語文読解への影響—中学3年生を対象とした実践—」（共
著），会議名：第45回中部地区英語教育学会和歌山大会，（2015年6月28日，和歌山大学）（口頭発表）

・�「短期海外教育実習プログラムにおける台湾人学生とのCo-teaching—英語科教員養成段階にある学生
の認知—」，会議名：第41回全国英語教育学会熊本研究大会，（2015年8月23日，熊本学園大学）（口
頭発表）

・�「読むことと書くことを統合した活動による読解への影響―中学２年生を対象とした実践�―」（共著），
会議名：第40回全国英語教育学会徳島研究大会，（2014年8月9日，徳島大学）（口頭発表）

・�「教員養成段階にある学生の認知―信条と関連要因�―」，会議名：第40回全国英語教育学会徳島研究大
会，（2014年8月10日，徳島大学）（口頭発表）

・�「英語科教員養成課程の学生の認知―講義で得た知識に焦点を当てて�―」，第39回全国英語教育学会
北海道研究大会，（2013年8月10日，北星学園大学）（ポスター発表）

・�「英語科教員養成段階の学生の認知―信条・学習者経験・講義経験と実践�―」，第38回全国英語教育学
会愛知研究大会，（2012年8月5日，愛知学院大学）（ポスター発表）

・�「英語科教職課程の学生の認知―�一人の学生の学習者経験・講義経験と実践�―」，第37回全国英語教
育学会山形研究大会，（2011年8月21日，山形大学）（口頭発表）

・�「英語ノートに見られる外国語活動における言語学習観：指導資料の分析を通して」，第10回小学校英
語教育学会北海道大会，（2010年7月19日，北海道工業大学）（口頭発表）
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  専門分野 
英語学

  専門分野キーワード 
意味論，認知言語学，構文文法

  共著，共編著，編著 
・�共著：「同族目的語構文における限定詞の働きについて」大庭幸男教授退職記念論文集刊行会編（代表�岡
田禎之），『言葉のしんそう（深層・真相）―大庭幸男教授退職記念論文集』，英宝社，2015年.�（分担：
pp.�423-434）

・�共著：「同族目的語構文の意味解釈―die-deathタイプを中心に」大庭幸男・岡田禎之（編著）『意味と形式
のはざま』�阪大英文学会叢書�6，英宝社，2011年.�（分担：pp.193-208）

・�共著：『認知文法の新展開―カテゴリー化と用法基盤モデル』�英語学モノグラフシリーズ19，研究社，
2005年.（早瀬尚子氏と共著，分担：はじめに（pp.1-4），�第1章（pp.5-51），�第5章5-1節（pp.117-120））

・�共著：『認知言語学の基礎』，河上誓作�編著，研究社，1996年.�（分担：第3章（pp.�61-109）及び第5章（一
部：pp.�188-194））

  翻訳 
・�共訳：A.�E.�Goldberg著『構文文法論―英語構文への認知的アプローチ』，研究社，2001年.�（分担：第8
章（pp.246-271），第9章（pp.272-300）及び第8章・第9章の訳者解説�(pp.334-336).）

  論文・研究ノート 
・�論文：「同族目的語構文の解釈とグラウンディング」Kanazawa�English�Studies�28（KES創刊60周年記
念号），金沢大学英文学会，pp.�271-284，2012年.�（査読無）

・�論文：「主観性・客観性の視点構図概観―ラネカーを中心に―」第83回大会Proceedings，日本英文学会，
pp.237-239，2011年.�（査読有）(2014年，『英語学論説資料』第46号（2012年分）第１分冊（言語学英語
学一般・意味論），pp.�637-638に採録.)

・�論文：「同族目的語構文のカテゴリーに関する一考察」『金沢大学文学部論集�言語・文学篇』第25号，pp.�
67-88，2005年.�（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「グラウンディングの観点から見た同族目的語構文」金沢認知科学シンポジウム2013　｢ことばと認知
―コミュニケーション行動の獲得と成立｣，（2013年3月7日，金沢大学，口頭発表）.

・�「主観的・客観的事態把握と言語構造―認知言語学的アプローチ」金沢大学人間社会研究域特定研究シ
ンポジウム「ことばと認知：言語・非言語コミュニケーション研究の現状と課題」，（2012年2月20日，
金沢大学，口頭発表）.

・�「主観性・客観性の視点構図概観―ラネカーを中心に―」日本英文学会中部支部第62回大会�シンポジウ
ム「ラネカー視点構図の射程」，（2010年10月17日，金沢大学，口頭発表）.

・�「アメリカ・バッファローにおける英語教育と日本語教育―ESLプログラムと日本語補習校の体験か
ら―」金沢大学英文学会（2002年11月30日，石川県厚生年金会館，講演）.

堀田　優子　（ホリタ　ユウコ）　准教授
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  専門分野 
言語学，心理言語学，認知科学

  専門分野キーワード 
言語理解，文処理，言語と脳

  共著，共編著，編著 
・�共著：坂本勉・安永大地�(2012)「ガ格三連続文の処理における有生性の影響について�－心理言語学的考
察－」,�大橋浩他（編）『ことばとこころの探求』,�東京:�開拓社,�pp.�266-277.

・�共著：Oishi,�Hiroaki,�Daichi�YASUNAGA,�Tsutomu�Sakamoto�(2007)�"Revision�process�in�Japanese�
sentence�processing:�Evidence�from�event-related�brain�potentials,"�In:�Tsutomu�Sakamoto(ed.),�
Communicating�Skills�of�Intention,�pp.367-381,�Tokyo:Hituzi�Syobo.

・�共著：YASUNAGA,�Daichi,�Hiroaki�Oishi,�Tsutomu�Sakamoto�(2007)�"Backward-integration�in�Japanese:�
Evidence�from�event-related�brain�potentials,"�In:�Tsutomu�Sakamoto(ed.),�Communicating�Skills�of�
Intention,�pp.353-365,�Tokyo:Hituzi�Syobo.

  論文・研究ノート 
・�論文：Yasunaga,�Daichi�(2016)�"“Prediction”�Reverses�the�Processing�Difficulty�of�Subject�and�Object�
Relative�Clauses�in�Japanese,"�Kyushu�University�Papers�in�Linguistics�36,�pp.293-307.（査読無）

・�論文：村岡諭,�安永大地�(2016)�「否定呼応副詞が文処理時の左側節境界設定におよぼす影響」,�『九州大
学言語学論集』第36号,�pp.279-292.�（査読無）

・�論文：小泉政利,�安部詩織,�安永大地�(2016)�「事象関連電位から見た役割語の脳内処理」,�『九州大学言語
学論集』第36号,�pp.117-128.�（査読無）

・�論文：Niikuni,�Keiyu,�Daichi�Yasunaga,�Syoichi�Iwasaki,�Toshiaki�Muramoto�(2015)�"Effects�of�semantic�
information�and�punctuation�in�processing�Japanese�garden-path�sentences:�Evidence�from�pupillary�
responses,"�Tohoku�Psychologica�Folia�74,�pp.�28-41.（査読有）

・�論文：Yasunaga,�Daichi,�Masataka�Yano,�Yoshiho�Yasugi,�Masatoshi,�Koizumi�(2015)�"Is�the�subject-�
before-object�preference�universal?�An�ERP�study�in�Kaqchikel�Maya,"�Language,�Cognition�and�Neu-
roscience�30(9),�pp.�1209-1229.（査読有）

・�論文：安永大地・新国佳祐�(2015)�「日本語文処理時に関係節構造を予測させる情報について」�金沢大学
歴史言語文化学系論集�言語・文学編.第7号,�pp.49-64.（査読無）

・�論文：Takahashi,�Junichi,�Daichi�Yasunaga,�Jiro�Gyoba�(2014)�"Differences�in�the�Efficiency�of�Pattern�
Encoding�in�Relation�to�Autistic-Like�Traits:�An�Event-Related�Potential�Study,"�Journal�of�Autism�and�
Developmental�Disorders�44(11),�pp.2895-2907.（査読有）

・�論文：髙橋純一・安永大地・行場次朗�(2013)�「自閉症傾向者における視覚表象の符号化特性�－事象
関連電位による検討－」�『電子情報通信学会技術研究報告[ヒューマン情報処理研究会]』,�vol.113,-
no.299,HIP2013-68,pp.47-52.（査読無）

・�論文：Takahashi,�Junichi�and�Daichi�Yasunaga�(2012)�"Reported�Visual�Imagery�and�Apparent�Motion:�
An�ERP�Study,"�NeuroReport�23,�pp.�904-910.（査読有）

・�論文：孫猛・玉岡賀津雄・宮岡弥生・小泉政利・安永大地�(2011)�「中国語母語話者による「テイル」形の
意味の習得ストラテジー」,�『日本語教育・日本学研究論集』,�pp.�10-13.（査読有）

・�論文：安永大地�(2011)「日本語における係り受け関係の結合処理のタイミングについて」『文化』第74巻,�
第3,4号,�pp.�92-111.（査読無）

安永　大地　（ヤスナガ　ダイチ）　准教授
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・�論文：安永大地・村岡諭・坂本勉�(2010)「格助詞が後続要素の予測におよぼす影響について」,�『認知科学』
17(3),�663-669.（査読有）

・�論文：安永大地�(2009)「後続する要素の予測に助詞「の」が与える影響について」,�『九州大学言語学論集』
第30号,�pp.91-106.（査読有）

・�論文：坂本勉・安永大地�(2009)「ニ格動詞を含む関係節における処理負荷を増大させる原因について」,�
『電子情報通信学会技術研究報告[思考と言語]』第209号,�pp.27-32.（査読無）
・�論文：YASUNAGA,�Daichi�and�Tsutomu�Sakamoto(2007)"On-line�processing�of�floating�quantifier�con-
structions�in�Japanese:�Using�Event-related�Brain�Potentials,"�Journal�of�Japanese�Linguistics�vol.23,�
pp.21-34.（査読有/依頼論文）

・�論文：安永大地�(2007)「言語要素間の関連付け処理を構成する下位処理について�-数量詞と名詞句との
関連付けに着目した研究-」『九州大学言語学論集』第28号�pp.1-38.（査読有）

・�論文：安永大地・坂本勉�(2006)「日本語における遊離助数詞を含む文のオンライン処理について-事象
関連電位を指標とした研究-」『電子情報通信学会技術研究報告[思考と言語]』vol.106(164),�pp.13-18.
（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�口頭・招待：安永大地（2016）「要素間の構造的な距離は関係節の処理負荷をどこまで説明できるか？」，
第101回九州大学言語学研究会，於　九州大学，2016年9月30日.

・�口頭：安永大地（2016）「人はなぜ言語が使えるのか？」，金沢認知科学シンポジウム2016，於　金沢
大学，2016年3月2日.

・�口頭：安永大地・新国佳祐（2016）「オープンソースハードウェアで脳波実験環境を豊かにする：Ardui
noの場合」，第1回坂本勉記念神経科学研究会，於　国立病院機構沖縄病院，2016年2月21日.

・�口頭・招待：安永大地�(2016)「日本語における関係節の予測可能性と処理負荷の関係について」,東北大
学言語学講演会,�於�東北大学,�2016年2月4日.

・�口頭・依頼：安永大地�(2015)�「脳波から見るカクチケル語の語順」,�公開シンポジウム「マヤ語からみた
言語と思考と脳」,�於�慶應義塾大学,�2015年1月10-11日.

・�口頭・招待：安永大地・村岡諭�(2014)「日本語文処理における先読みとその仕組み」,�公開ワークショッ
プ「日本語の文理解研究のこれまでとこれから」,�於�九州大学,�2014年9月27日.

・�口頭・招待：安永大地�(2014)「目的語関係節が読みやすくなるとき�-予測可能性の統制による処理負荷
の変化-」,�第90回九州大学言語学研究会,�於�九州大学,�2014年8月21日.

・�ポスター：Hisagi,�M.,�Erlewine,�Y.�M.,�Kato,�S.,�Kotek,�H.,�Sugawara,�A.,�Yasunaga,�D.,�Pantazis,�D.,�Koi-
zumi,�M,�and�Miyagawa,�S.(2014).�Exploring�the�Cross-linguistic�Nature�of�Simple�and�Complex�Words�
and�Expressions�in�Human�Language�Through�Event-Related�Potentials.�Cognitive�Neuroscience�Soci-
ety�(CNS)�2014�Annual�Meeting,�Boston,�April�2014.�(poster)

・�口頭・大会発表賞受賞：安永大地・矢野雅貴・小泉政利・八杉佳穂�(2013)�「カクチケル語の基本語順と
選好語順の関係について」,�日本言語学会第146回大会,�於�茨城大学,�2013年6月15-16日.

・�口頭：安永大地�(2012)�「言語要素の統合に関わるERP成分『P600』」,�日本言語学会第145回大会,�ワー
クショップ「脳波から見た言語理解研究」,�於�九州大学,�2012年11月25日.

・�ポスター：安永大地・坂本勉�(2008)「格助詞の入力順序が文末動詞の予測におよぼす影響について」�日
本心理学会第72回大会�於�北海道大学�2008年9月20日.

・�ポスター：YASUNAGA,�Daichi�and�Tsutomu�Sakamoto�(2007)�"Dependency�establishment�process:�
Numeral�quantifier�and�its�host-NP�in�Japanese,"�International�Conference�on�Processing�Head-final�
Structures,�September�21,�2007,�Rochester�Institute�of�Technology.

・�口頭：安永大地・坂本勉（2007）「数量詞と名詞句との依存関係の統語処理過程について」日本言語学会
第134回大会　於　麗澤大学　2007年6月16日.
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  専門分野 
German�Linguistics

  専門分野キーワード 
Sociolinguistics,�Applied�Linguistics,�Language�of�Media,�Language�of�Advertising,�Oral�and�Written�Ger-
man,�Different�Concepts�of�Politeness�and�Communication�in�Germany,�the�German�Language�(Usage)�
in�East�and�West,�Contemporary�German�between�Care�and�Criticism,�Interdisciplinary�and�Intercultural�
Aspects�of�German�Linguistics,�Specific�Demands�of�Academic�Work�in�German�Linguistics,�German�as�
a�Foreign�Language

  著書 
・�Sabine�Randhage�(2013):�Werbung�im�Sozialismus�–�Eine�vergleichende�Analyse�ostdeutscher�Wer-
besprache.�(Germanistische�Arbeiten�zu�Sprache�und�Kulturgeschichte.�Band�52.)�Verlag�Peter�Lang.�
Frankfurt�am�Main.�[peer�reviewed]�

  論文・研究ノート 
・�Randhage,�Sabine�(2016):�Manchmal�muss�es�eben�Deutsch�sein�–�Die�deutsche�Sprache�in�der�japa-
nischen�Konsumwelt.�[Band�13/�2016.�Die�Japanische�Gesellschaft�für�Germanistik.�Sektion�Hokuriku.�
Fukui,�S.�XX�–�XX�[peer�reviewed/�to�be�published�soon]�

・�Randhage,�Sabine/�Randhage,�Susanne�(2015):�Ist�„lecker“wirklich�„lecker“?�Ein�Geschmacksadjektiv�
in�der�Werbung�In:�Studien�zum�deutschsprachigen�Kulturkreis.�Band�12/�2015.�Die�Japanische�Ge-
sellschaft�für�Germanistik.�Sektion�Hokuriku.�Fukui,�S.�63-90�[peer�reviewed]�　

・�Randhage,�Sabine�(2011):�Zwischen�Kreativität�und�Anspruchsdenken�–�Wie�kreativ�war�die�Werbung�
im�Sozialismus?�In:�Ehrhardt,�Horst�(2011):�Sprache�und�Kreativität.�Formale�und�funktionale�Aspekte�
in�Geschichte�und�Gegenwart.�(Sprache�–�System�und�Tätigkeit.�Band�63.),�S.�79-88�[peer�reviewed]�　

・�Randhage,�Sabine�(2011):�Höflichkeitskonzepte�in�der�DDR.�In:�Cherubim,�Dieter/�Neuland,�Eva�(2011):�
Sprachliche�Höflichkeit.�DU�2/�2011,�S.�72-79�[peer�reviewed]�　

・�Randhage,�Sabine�(2007):�Anglizismen�vs.�Russismen?�Das�Fremdwort� in�der�sozialistischen�
Wirtschaftswerbung�In:�Göttinger�Beiträge�zur�Sprachwissenschaft�(GBS)�Heft�15/�2007,�S.�53-78�[peer�
reviewed]�　

・�Randhage,�Sabine�(2006):�Werbung�und�Werbesprache�in�der�DDR�In:�Arold,�Anne�(Hrsg.):�Deutsch�
am�Rande�Europas�(Humaniora:�Germanistica�1)�Tartu.�University�Press�2006,�S.�244-268�[peer�re-
viewed]�　

  口頭発表・ポスター発表 
・�„Die�Germanistische�Linguistik�unter�dem�Aspekt�der�Interkulturalität“.�Jahrestagung�der�japanischen�
Gesellschaft�für�Germanistik�an�der�Universität�Kanazawa/Japan,�November�2016

・�„Deutsch�in�der�japanischen�Konsumwelt“.�Jahrestagung�der�japanischen�Gesellschaft�für�Germanistik�
an�der�Universität�Niigata/Japan,�November�2015

・�„Interkulturelle�Aspekte�der�Germanistischen�Linguistik“.�Internationale�Sommerakademie/�Georg-Au-
gust-Universität�Göttingen,�August�2011

・�„Werbung�und�Kommunikation�in�Ost�und�West“.�Internationaler�Sommerkurs/�Georg-�August-Univer-
sität�Göttingen,�August�2010

Sabine Randhage　（ザビーネ　ラントハーゲ）　准教授
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・�„Deutsch�in�Europa“.�(zusammen�mit�Prof.�i.�R.�Dieter�Cherubim)�Internationale�Sommerakademie/�
Georg-August-Universität�Göttingen,�August�2010

・�„Die�Verteilung�und�Gewichtung�gesprochener�und�geschriebener�Sprache�im�Sprachgebrauch“.�Inter-
nationale�Sommerakademie/�Georg-August-Universität�Göttingen,�August�2009

・�„Sprachformen�der�Interaktion“.�Internationale�Sommerakademie/�Georg-August-�Universität�Göttin-
gen,�August�2009

・�„Die�Sprache�der�Medien“.�Internationale�Sommerakademie/�Georg-August-Universität�Göttingen,�Au-
gust�2008�

・�„Die�deutsche�Fach-�und�Wissenschaftssprache“.� Internationale�Sommerakademie/�Georg-�Au-
gust-Universität�Göttingen,�August�2008

・�„Werbung�und�Werbesprache�in�der�DDR“.�Internationale�Germanistenkonferenz�„Deutsch�am�Rande�
Europas“�in�Tartu/�Estland,�Oktober�2005
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  専門分野 
現代日本語文法，日中対照言語学

  専門分野キーワード 
文法，談話，モダリティ

  共著，共編著，編著 
・�共編：《中国日語語言学研究論文索引：1949-2010》彭広陸・盛文忠主編，高等教育出版社，2014年．

  論文・研究ノート 
・�論文：「「発話態度」という観点から見た間投助詞―間投助詞の出現位置と発話連鎖に着目して―」『日本
語用論学会第18回大会発表論文集』，日本語用論学会，2016年．（査読無）

・�論文：「限定のとりたて詞文に生じる評価的解釈―とりたて詞の付加位置と語用論的プロセスに注目し
た分析―」『筑波応用言語学研究』22号，筑波大学人文社会科学研究科文芸・言語専攻応用言語学領域，
2015年．（査読有）

・�論文：「「太郎のバカ！」という評価の示し方―心内行為と発話行為に注目した分析―」『日中言語研究と
日本語教育』8号，日中言語研究と日本語教育研究会，2015年．（査読有）

・�論文：「中国語の“会”可能文と日本語のニ標示可能文について」『日中言語対照研究論集』17号，日中対
照言語学会，2015年．（査読有）

・�論文：「中国語の可能形式“能”“会”“可以”―「可能」概念を構成する力に着目した分析―」『文藝言語研究　
言語篇』67巻，筑波大学大学院人文社会科学研究科文芸・言語専攻，2015年．（査読有）

・�論文：「日本語における無情物・無意志の可能表現について」『文藝言語研究　言語篇』66巻，筑波大学
大学院人文社会科学研究科文芸・言語専攻，2014年．（査読有）

・�論文：「「-がちだ」の認知論的・語用論的分析：「-やすい」との比較から」『KLS』33号，関西言語学会，
2013年．（査読有）

・�論文：「日中の難易表現における事態認識のあり方について―「にくい/づらい」と「容易/好」をとりあげ
て―」『KLS』30号，関西言語学会，2010年．（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「談話における使用から見るいわゆる提題の「って」」会議名：日本言語学会第153回大会（2016年，12
月3日，福岡大学）（口頭発表）

・�「日本語の間投助詞と事態の意味づけ」会議名：第15回対照言語行動学研究会（2016年，7月2日，青山
学院大学）（ポスター発表）

・�「「発話態度」という観点から見た間投助詞―間投助詞の出現位置と発話連鎖に着目して―」会議名：日
本語用論学会第18回年次大会（2015年，12月6日，名古屋大学）（ポスター発表），

・�「とりたて詞文における評価的意味―とりたて詞の位置に注目した記述―」会議名：日本語文法学会第
15回大会（2014年，11月23日，大阪大学）（口頭発表）

・�「言語表現に現れる否定的評価と話し手の心内行動―「ばかり」「いちいち」「-がちだ」を事例に―」会議
名：第10回国際日本語教育・日本研究シンポジウム（2014年，11月15日，香港大学専業進修学院）（口
頭発表）

・�「日本語と中国語の「能力主体指向の可能表現」―「ニ」標示可能文と“会”可能文―」会議名：日本言語学会
第144回大会（2012年，6月16日，東京外国語大学）（口頭発表）

・�「「-がちだ」の認知論的・語用論的分析：「-やすい」との比較から」会議名：関西言語学会第37回大会（2012

大江　元貴　（オオエ　モトキ）　助教
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年，6月3日，甲南女子大学）（口頭発表）
・�「中国語の“能”と“会”―「働きかけ」と「事態生起」に注目した分析―」会議名：日本中国語学会第60回全
国大会（2011年，10月30日，松山大学）（口頭発表）

・�「日本語の可能表現と難易表現に関する認知論的考察」会議名：2011年日本語教育国際研究大会(Inter-
national�Conference�on�Japanese�Language�Education�2011�in�China)（2011年，8月21日，天津外国
語大学）（口頭発表）

・�「日中の難易表現における事態認識のあり方について―「にくい/づらい」と「容易/好」をとりあげて―」
会議名：関西言語学会第34回大会（2009年，6月6日，神戸松蔭女子学院大学）（口頭発表）
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  専門分野 
西アジア考古学

  専門分野キーワード 
農耕の起源，遊牧民の起源，国家の起源，帝国の起源，青銅器，鉄器，土器

  著書 
・�『鉄器時代西アジアの文化変容』同成社，2012年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『イスラームと文化財』野口淳・安倍雅史（編），新泉社，2015年。（分担：126-1132頁，97-103頁）　
・�共編著：『髙濱秀先生退職記念論文集　ユーラシアの考古学』藤井純夫・中村慎一・足立拓朗・畠山禎・柳
生俊樹（編），六一書房，2014年。（分担：283-291頁）

・�共著：『ユーラシア乾燥地域の農耕民と牧畜民』大沼克彦（編），六一書房，2013年。（分担：159-169頁）　
・�共著：NĀMVARNĀMEH;�PAPERS�IN�HONOUR�OF�MASSOUD�AZARNOUSH,�Fahimi,�H.�and�K.�Al-
izadeh�(eds.),�Tehran,�IranNegar,�2012.�（分担：113-118頁）　

・�共著：『歴史学の可能性』東田雅博・安部聡一郎編，金沢大学人文学類歴史文化コース，2012年。（分担：
88-102頁）�

・�共著：『紀元前３千年紀の西アジア－ユーフラテス河中流域に部族社会の原点を探る－』大沼克彦・西秋
良弘（編），六一書房，2010年。（分担：147-157頁）

・�共著：Tange-e�Bolaghi:�The�Iran-Japan�Archaeological�Project�for�the�Sivand�Dam�Salvage�Area,�
Tsuneki,�A.�and�Zeidi,�M.�(eds),�Iranian�Center�for�Archaeological�Research�and�Department�of�Ar-
chaeology,�University�of�Tsukuba,�2008.�（分担：123-131頁）　�

・�共著：『魅惑のペルシア陶器』岡野智彦（編），中近東文化センター附属博物館，2008年。（分担：6-11頁）　�
・�共編著：Report�of�the�Iran�Japan�Joint�Archaeological�Expedition�to�Gilan,�Tehran�and�Tokyo,�Ohtsu,�
T.,�Nokandeh,�J.,�Yamauchi,�K.,�and�Adachi,�T.�(eds.),�Iranian�Cultural�Heritage�and�Tourism,�and�the�
Middle�Eastern�Culture�Center�in�Japan,�2006.（大津忠彦氏，J.�ノーキャンデ氏，山内和也氏と共編著）

・�共著：『ペルシア文明展　煌めく7000年の至宝』大津忠彦・後藤健（編），朝日新聞社・東映，2006年。（分
担：展示品解説，イランの世界遺産ほか）　

・�共著：『Newtonムック　世界遺産謎多き16の大遺跡』水谷仁（編），ニュートンプレス，2005年。（分担：
94-97頁）　

・�共著：『Newtonムック　世界遺産謎を呼ぶ遺跡』高森みどり（編），ニュートンプレス，2005年。（分担：
90-91頁）�

・�共著：『イランを知るための65章』岡田恵美子・北原圭一・鈴木珠里（編），明石書店，2004年。（分担：
182-186頁）�

・�共編著：『古代イラン秘宝展－山岳に華開いた金属器文化』紺谷亮一・足立拓朗・大津忠彦（編），岡山市
立オリエント美術館・中近東文化センター，2002年。（紺谷亮一氏，大津忠彦氏と共編著）　�

・�共編著：『シルクロードの宝物』足立拓朗・岡野智彦・金沢陽・八波浩一・弓場紀知（編），出光美術館，
2001年。（岡野智彦氏，金沢陽氏，八波浩一氏，弓場紀知氏と共編著）　�

・�共編著：『倉木崎海底遺跡発掘調査概報』田村晃一・足立拓朗（編），宇検村教育委員会，1998年。（田村
晃一氏と共同編著）　�

・�共著：『エル・ルージュ盆地における考古学的調査III』岩崎卓也・西野元（編），筑波大学歴史人類学系，
1993年。（分担：20-32頁）　�

・�共著：『エル・ルージュ盆地における考古学的調査II』岩崎卓也・西野元（編），筑波大学歴史人類学系，
1992年。（分担：38-55頁）　

・�共著：『エル・ルージュ盆地における考古学的調査I』岩崎卓也・西野元（編），筑波大学歴史人類学系，

足立　拓朗　（アダチ　タクロウ）　教授
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1991年。（分担：18-25頁）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：Adachi,�T.�and�S.�Fujii,�Shell�Ornamentsfrom�the�Bishri�Cairn�Fields:�New�Insight�into�the�
Middle�Bronze�Age�Trade�Network�in�Central�Syria,�10th�International�Congress�on�the�Archaeology�
of�the�Ancient�Near�East,�Abstract�Booklet,�10th�ICAANE,�Institute�for�Oriental�and�European�Ar-
chaeology,�Vienna,�pp.�85-86,�2016.（査読無）　

・�論文（共著）：Fujii,�S.�and�T.�Adachi,�Wadi�Sharma�1:�New�Insight�into�the�Neolithization�in�the�North-
western�Arabia,�10th�International�Congress�on�the�Archaeology�of�the�Ancient�Near�East,�Abstract�
Booklet,�10th�ICAANE,�Institute�for�Oriental�and�European�Archaeology,�Vienna,�pp.�185-186,�2016.　
（査読無）
・�論文：Shell�Ornament�Processing�Methods�in�Northern�Syria�during�the�Early�and�Middle�Bronze�Ages,�
Bulletin�of�the�Ancient�Orient�Museum�35,�2016.（査読有）�

・�論文：「イラン，ギーラーン州出土の鉄器時代助成土偶の時期について」『青山考古』31・32合併号，
129-138頁，2016年。（査読無）。　

・�論文：「サウジアラビア，タブーク州における初期遊牧民の考古学研究における研修事業」『岡山市立オ
リエント美術館研究紀要』29巻，30-38頁，2015年。（査読無）　　

・�論文：�Experience-based�Exhibits�at�Westren�Asia-themed�Museums�in�Japan:�an�Attempt�at�the�Clas-
sification�of�Experienced-based�and�Hands-on�Exhibits",�Foundations�of�Cultural�Resource�Studies:�
A�Reader.�Graduate�Program�in�Cultural�Resourcs�Management.�Kanazawa,�Kanazawa�Universitry.�pp.�
61-70,�2014.�（査読無）�

・�論文（共著）：Fujii,�S.�and�Adachi,�T.�(2013)�“Wadi�al-Hajana�1:�A�Khiamian�outpost�in�the�northwestern�
piedmont�of�Mt�Bishri,�Central�Syria,”�in�Borrell,�F.,�Ibáñez,�J.�J.�and�Molist,�M.�(eds.)�Stone�Tools�in�
Transition:�From�Hunter-Gatherers�to�Farming�Societies�in�the�Near�East,�Bellaterra�(Barcelona)�:�
Universitat�Autònoma�de�Barcelona.�Servei�de�Publicacions,�pp.�45-57.�（査読有）　�

・�論文（共著）：足立拓朗・藤井純夫・山藤正敏「エドム土器の分布と時期についてーヨルダン南部ショウ
バック北地域の分布調査からー」『日本西アジア考古学会　第18回総会・大会要旨集』日本西アジア考古
学会　84頁，2013年。（査読無）　　�

・�論文：Techno-typological�Studiesof�Flint�Querns�from�the�Pre-Pottery�Neolithic�B�Outpost�of�Wadi�
Abu�Tulayha,�al-Jafr�Basin.�Transparent�Borders:�12th�International�Conference�on�the�History�and�
Archaeology�of�Jordan,�Berlin,�Humboldt-Universität�zu�Berlin.�p.43.�2013.�（査読無）　�

・�論文（共著）：足立拓朗・四角隆二「日本国内の西アジア系博物館における体験展示─体験展示とハンズ・
オン展示の分類案から─」『金沢大学考古学紀要』33号，83-91頁，2012年.�（査読有）　�

・�書評：「（書評）草原考古研究会編『鍑の研究－ユーラシア草原の祭器・汁器』」『古代文化』64巻1号,�141-
143頁，2012年。（査読有）�

・�論文：『鉄器時代西アジアの物質文化の変容－レヴァントとイランから見た新アッシリア帝国成立の背
景－』学位請求論文（筑波大学），2011年.�（査読有）�

・�論文（共著）：Fujii,�S.,�Adachi,�T.,�Quintero,�L.A.,�and�Wilke,�P.J.,　Wadi�Ghuweir�106:�A�Neolithic�bar-
rage�system�in�the�northeastern�al-Jafr�Basin,�Annual�of�the�Department�of�Antiquities�of�Jordan�55:�
189-212,�2011.�（査読無）�

・�論文：�Considering�the�Neo-Assyrian�Influence�on�Ceramic�Bowls�in�the�Iron�Age�Levant,�Bulletin�of�
Ancient�Orient�Museum�29-30:�33-50,�2009-2010.（査読有）　

・�論文（共著）：足立拓朗・藤井純夫「シリア中部，ビシュリ山系北麓ワディ・ヘダージェ=ケルン墓群出土
のファイアンス製鳥形護符の年代について」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』24:�109-119，2010
年.�（査読無）�

・�論文（共著）：足立拓朗・藤井純夫「中央シリア，ビシュリ山系北麓青銅器時代ケルン墓群出土の青銅製
短剣の年代について」『西アジア考古学』11:�109-119，2010年.�（査読有）

・�論文（共著）：Fujii,�S.�and�Adachi,�T.,　Archaeological�Investigations�of�Bronze�Age�Cairn�Fields�on�the�
Northern�Flank�of�Mt.�Bishri,�Al-Rafidan�Special�Issue:�61-77,�2010.　（査読無）
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・�論文（共著）：Ohtsu,�T.,�Furuse,�K.,�Adachi,�T.,�Karami,�M.,�Nojima,�H.,�Arimatsu,�Y.�and�Wakiyama,�K.,�
Preliminary�Report�of�the�Iran�Japan�Joint�Research�Study�of�the�Gorgan�Material�in�the�National�Mu-
seum�of�Iran,�Tehran,�Annual�Report�of�the�Humanities�Research�Institute,�Chikushi�Jogakuen�Uni-
versity�and�Junior�College�21:�129-150,�2010.�（査読無）　

・�論文（共著）：足立拓朗・藤井純夫「シリア中部，ビシュリ山系北麓青銅器時代ケルン墓群出土の石製・ファ
イアンス製ビーズの年代について」『オリエント』52/2:�93-107，2010年。�（査読有）�

・�論文（共著）：足立拓朗・藤井純夫「ビシュリ山系北麓青銅器時代ケルン墓群出土の貝製品の年代につい
て」『Newsletter「セム系部族社会の形成」』15:1-6，文部科学省科学研究費補助金「特定領域研究」「セム
系部族社会の形成　ユーフラテス河中流域ビシュリ山系の総合研究」代表：大沼克彦，2009年。�（査読
無）�

・�論文（共著）：大津忠彦・足立拓朗「中央志向型博物館における地域連携の可能性ー中近東文化センター
企画展「小説に読む考古学ー松本清張文学と中近東ー」の地域連携活動ー」『筑紫女学園大学・短期大学　
人間文化研究所年報』20:�39-55，2009年。�（査読無）�

・�論文：「ワークショップにおける博物館連携の可能性について」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』
23:�26-32，2009年。（査読無）

・�論文：「夏休み自由研究ワークシートを活用した博物館利用と博物館連携」『ORIENTE』38:�4-9，2009年。
（査読無）　
・�論文（共著）：藤井純夫・足立拓朗「ビシュリ山系北麓ケルン墓群の第一次〜第三次発掘調査」『Newsletter
「セム系部族社会の形成」』14:�6-10，文部科学省科学研究費補助金「特定領域研究」「セム系部族社会の
形成　ユーフラテス河中流域ビシュリ山系の総合研究」代表：大沼克彦，2009年。（査読無）�

・�論文：「ヘダージュ１＝ケルン墓群出土の青銅製品」『Newsletter「セム系部族社会の形成」』11:�7-13，　
文部科学省科学研究費補助金「特定領域研究」「セム系部族社会の形成　ユーフラテス河中流域ビシュリ
山系の総合研究」代表：大沼克彦.　（査読無），2008年。（査読無）�

・�学会展望：「イランにおける最近の考古学的調査の進展」『西アジア考古学』9:�11-18，2008年。（査読有）　
・�論文：「考古学からみたメディア（下）」『古代オリエント』81:�1-5，NHK学園，2008年。（査読無，依頼論文）　�
・�論文：「考古学からみたメディア（上）」『古代オリエント』80:�1-3，NHK学園，2007年。（査読無，依頼論文）　�
・�論文（共著）：藤井純夫・足立拓朗「2007年度ビシュリ山系北麓ケルン墓サーベイ」『Newsletter「セム系
部族社会の形成」』7:�1-5，文部科学省科学研究費補助金「特定領域研究」「セム系部族社会の形成　ユー
フラテス河中流域ビシュリ山系の総合研究」代表：大沼克彦，2007年。（査読無）　

・�論文：「アケメネス朝期後のイラン土器編年の問題について」『日本西アジア考古学会十周年記念連続シ
ンポジウム�西アジア考古学の編年ー日本の考古学調査団からのアプローチー』72-78頁，日本西アジ
ア考古学会，2007年。（査読無）

・�論文：「原イラン多神教と嘴形注口土器」『西アジア考古学』8:�11-33.　�Adachi,�T.�(2006)�The�Develop-
ments�of�the�Beak-shaped�Spouted�Vessels�in�Iron�Age�Iran,�Archaeological�Reports�5:�35-45，2007年。
（査読有）�
・�論文：「鉄器時代III期からみたメディアの考古学的解釈」『日本西アジア考古学会　第11回総会・大会要
旨集』63-69頁，日本西アジア考古学会.　�

・�論文：�Considering�the�Regional�Differences�in�the�Parthian�Fine�Pottery,�Al-Rafidan�26:�25-36，2006年。
（査読無）�
・�論文：「金製エロス神耳飾りに見るヘレニズム時代の地域性」『第12回ヘレニズム〜イスラーム考古学研
究』4-7頁，ヘレニズム〜イスラーム考古学研究会，2005年。（査読有）�

・�論文：�Tentative�Chronological�Sequence�of�Bow-Tie�Designs�in�Baba�Jan�III�Painted�Ware,�Orient�39:�
79-95，2004年。（査読有）

・�学会展望：「西アジア・北アフリカ　古代オリエント１（2004年度の歴史学会ー回顧と展望ー）」『史学雑
誌』114/5:�293-297，2004年。（査読無）

・�論文：「古代イラン青銅製柄孔付斧の編年試案」『西アジア考古学』5:�25-36，2004年。（査読有）�
・�論文：「パルティアの精製土器にみるヘレニズム時代の地域性」『第10回ヘレニズム〜イスラーム考古学
研究』8-15頁，ヘレニズム〜イスラーム考古学研究会，2003年。（査読無）　

・�論文：「北西イランにおける耳形柄頭長剣の発達」『青山考古』20:�85-98，2003年。（査読無）　
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・�論文：�The�Development�of�the�"Ear"�Pommel�Sword�in�Northwestern�Iran,�Bulletin�of�the�Okayama�
Orient�Museum�19:�25-37，2002年。（査読無）

・�論文：「イランにおける青銅剣から鉄剣への変化について」『日本西アジア考古学会　第７回総会・大会　
記念講演・研究発表集』27-36頁，日本西アジア考古学会第７回総会・大会実行委員会，2002年。（査読無）�

・�学会展望：「2000年度の日本考古学界　外国考古学研究の動向　西アジア」『日本考古学年報』53:�88-
95，2002年。（査読無）

・�論文：「中世前期の大型褐釉陶器」『青山考古』18:�127-144，2001年。（査読無）　
・�論文：「渤海前期の「靺鞨系土器」について」『青山考古』17:�29-42，2000年。（査読無）
・�論文：「レヴァント鉄器時代の鉢形土器に見るアッシリアの影響について」『オリエント』43/1:�161-
178，2000年。（査読有）　

・�論文：「レヴァント先土器新石器Ｂ期前期の認定をめぐってー尖頭器の分析を基礎に」『西アジア考古学』
1:�73-88，2000年。（査読有）

  その他 
・�展示図録：『天馬ーシルクロードを翔ける夢の馬』中島博・野尻忠・吉澤悟（編），奈良国立博物館，2008
年。（分担：189-191頁）.　�

・�展示図録絵本：『ルリカのおいしいたび』中近東文化センター附属博物館，2008年。�
・�展示図録絵本：『ルリカとたびのなかまたち』中近東文化センター附属博物館，2007年。　�
・�展示図録：『古代ユーラシアの青銅器』足立拓朗（編），中近東文化センター，2006年�
・�展示図録：『中近東の土偶』足立拓朗（編），中近東文化センター，2006年　
・�展示図録：『旧約聖書時代の国々ー歴史と文化の多様性ー』足立拓朗（編），中近東文化センター，2006
年

  口頭発表・ポスター発表 
・�ポスター発表：Dating�of�Female�Figurines�from�Iron�Age�Gilan,�Northern�Iran,�World�Archaeology�Con-
gress�8,�Doshisya�University,�Kyoto�from�28th�August�to�2nd�September�2016.

・�口頭発表（共同）：Adachi,�T.�and�S.�Fujii,�Shell�Ornamentsfrom�the�Bishri�Cairn�Fields:�New�Insight�into�
the�Middle�Bronze�Age�Trade�Network�in�Central�Syria,"�10th�International�Congress�on�the�Archaeol-
ogy�of�the�Ancient�Near�East,�Austrian�Academy�of�Sciences,�Vienna,�25-29,�April�2016.　

・�口頭発表（共同）：足立拓朗・藤井純夫「サウジアラビア，タブーク州における初期遊牧民遺跡出土の貝
製品について」日本オリエント学会第57回大会，北海道大学，2015年10月18日.�

・�口頭発表（共同）：足立拓朗・藤井純夫「シリア中部，ビシュリ山麓ケルン墓群出土の貝製品の年代につ
いて」日本西アジア考古学会第20回大会，名古屋大学，2015年6月14日　

・�口頭発表（共同）足立拓朗・藤井純夫「アラビア半島の遊牧化過程─ワディ・シャルマ１遺跡の調査から」
日本オリエント学会第56回大会，上智大学，2014年10月26日.　�

・�ポスター発表（共同）：Adachi,�T.�and�Fuji,�S.�Dating�of�the�Bishri�MBA�Cairn�Culture:�A�Reassessment�
from�Diagnostic�Finds,�Poster�Sesssion,�9th�International�Congress�on�the�Archaeology�of�the�Ancinet�
Near�East,�Universuty�of�Basel,�June�9-13,�2014.　

・�口頭発表（共同）足立拓朗・藤井純夫「ヨルダン南部，ワディ・アブ・トレイハ遺跡出土のフリント製石皿」
日本西アジア考古学会　第18回大会　東京大学山上会館　2013年6月1日.　

・�ポスター発表（共同）：足立拓朗・藤井純夫・山藤正敏「エドム土器の分布と時期についてーヨルダン南
部ショウバック北地域の分布調査からー」日本西アジア考古学会　第18回大会　東京大学山上会館　
2013年6月1,�2日.　

・�口 頭 発 表：Techno-typological�Studiesof�Flint�Querns�from�the�Pre-Pottery�Neolithic�B�Outpost�of�
Wadi�Abu�Tulayha,�al-Jafr�Basin.�Transparent�Borders:�12th�International�Conference�on�the�History�
and�Archaeology�of�Jordan,�May�5-11,�2013,�Humboldt-Universität�zu�Berlin.　

・�口頭発表：「古代西アジアにおける鉄器時代物質文化の変容」日本オリエント学会第52回大会，国士舘
大学世田谷キャンパス，2010年11月7日.　
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  専門分野 
・�日本中近世史

  専門分野キーワード 
・�文化史，歴史図像学，環境史

  著書 
・�『藤原鎌足，中世を生きる』吉川弘文館，2011年
・�『なぜ対馬は円く描かれたのか』朝日選書　2009年
・�『中世肖像の文化史』ぺりかん社　2007年

  共著，共編著，編著 
・�中島圭一編『十四世紀の歴史学』高志書院　2016年（「足利尊氏像と再生産される甲冑騎馬肖像画」）
・�河野貴美子・Wiebke�DENECKE・新川登亀男・神野英則編『日本「文」学史』1　勉誠出版　2015年（コラ
ム「絵と文字」）

・�加須屋誠編『日本美術全集』8　小学館　2015年（「「肖像画の時代」の肖像画」）
・�歴史科学協議会編『歴史の「常識」をよむ』東京大学出版会　2015年（「肖像画　頼朝像・義満像は本人な
のか）

・�新川登亀男編『仏教文明と世俗秩序』勉誠出版　2015年（「勝軍地蔵の八〇〇年」）
・�秋山哲雄・田中大喜・野口華世編『日本中世史入門』勉誠出版　2014年（「絵画にかくされたもうひとつ
の日本文化」）

・�国文学研究資料館編『絵が物語る日本』三弥井書店　2014年（「弘法大師絵巻の中世」）
・�説話文学会編『説話から世界をどう解き明かすのか』笠間書院　2013年（「水の神の変貌」）
・�加須屋誠編『仏教美術論集』4　竹林舎　2013年（「勝軍地蔵の誕生」）
・�井原今朝男編『環境の日本史』3吉川弘文館　2013年（「大地のもつ野生のちから」）
・�藤巻和宏編『聖地と聖人の東西』勉誠出版　2011年（「総説」および「弘法大師の十五夜」）
・�中澤克昭編『人と動物の日本史』２吉川弘文館　2009年（コラム「ニワトリ」）
・�海老澤衷先生の還暦を祝う会編『懸樋抄』2008年（「覚信上人の半生」）
・�早稲田大学水稲文化研究所編『海のクロスロード対馬』雄山閣　2007年（「対馬豆酘の村落景観と祝祭空
間」「対馬豆酘郡主の系譜」）

・�東アジア怪異学会編『怪異学の技法』臨川書店　2003年（「絵師としての小野篁」）
・�鎌倉遺文研究会編『鎌倉遺文研究』Ⅲ　東京堂出版　2002年（「鎌倉の鎌足」）
・�黒田日出男編『肖像画を読む』角川書店　1998年（「多武峯曼荼羅のイメージ空間」）

  論文・研究ノート 
・�史料紹介：「史料紹介『豊臣御数寄屋記録』」『学校教育学類紀要』8号　2016年（査読有り）
・�論文：「教科書のなかの源頼朝像」『教育実践研究』41号　2015年（石垣孝芳と共著　査読有り）
・�論文：「本多平八郎の兜」『民衆史研究』89号　2015年
・�史料紹介：「史料紹介　宝集寺所蔵「高野大師行状図画」」『日本海域研究』46号　2015年（鳥谷武史・吉
岡由哲・石垣孝芳・林亮太・小早川裕悟と共著　査読有り）

・�論文：「加越能の勝軍地蔵」『日本仏教綜合研究』12号　2014年（査読有り）
・�論文：「水の神の言説，天の河の表象」『人民の歴史学』199号　2014年
・�論文：「信長の真桑瓜」『文学』13巻5号　2012年（査読有り）
・�論文：「水争いと矢取地蔵」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』4号　2012年（高橋傑と共著　査
読有り）

・�史料紹介：「「神木御動座度々大乱類聚」の翻訳と紹介」『早稲田大学高等研究所紀要』3号　2011年（上野

黒田　智　（クロダ　サトシ）　教授
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麻彩子，北村彰裕，西尾知己と共著）
・�研究ノート：「常陸石守寺の鎌足像」『本郷』92号　2011年
・�論文：「あたらしい文化史の跫音」『民衆史研究』80号　2010年
・�論文：「絵画史料論と動物史」『歴史評論』715号　2009年
・�論文：「豊臣秀次・妻子像を読む」『文学』10巻5号　2009年（査読有り）
・�研究ノート：「縁起を物語る力」『アジア遊学』115号　2008年
・�論文：「「対馬」のかたち」『日本思想文化研究』1巻2号　2008年
・�論文：「とり違えられた肖像」『鹿島美術研究』24号　2007年
・�論文：「「史料学の時代」の文化史」『歴史評論』675号　2006年
・�論文：「豊臣秀長と藤原鎌足」『戦国史研究』44号　2002年（査読有り）
・�論文：「勝軍地蔵と「日輪御影」」『国立歴史民俗博物館研究報告』109号　2004年（査読有り）
・�論文：「鳴動論ノート」『日本歴史』648号　2002年（査読有り）
・�論文：「もう一つの維摩像」『MUSEUM』579号　2002年（査読有り）
・�論文：「「鞆淵トウラム」の一五〇年」『和歌山地方史研究』44号　2002年
・�論文：「信長夢合わせ譚と武威の系譜」『史学雑誌』111編6号　2002年（査読有り）
・�史料紹介：「史料紹介　談山神社所蔵『談山権現講私記』」『寺院史研究』6号　2002年
・�史料紹介：「史料紹介　新羅明神記」『東京大学史料編纂所紀要』11号　2001年

  その他 
・�「2013年の歴史学界　回顧と展望　中世　文化」『史学雑誌』123編5号　2014年
・�「紹介　笹川賢・増尾伸一郎編『藤氏家伝を読む』」『歴史評論』738号　2011年
・�「シンポジウム「僧伝のアジア」」『早稲田大学高等研究所紀要』2号　2010年
・�「Origin�Stories�East�and�West:Holy�Persons,Miracles,and�Pilgrimages”Symposium」『早稲田大学高等研
究所紀要』1号　2009年

・�「談山神社嘉吉祭」「談山神社神幸祭」「談山神社談山祭」「談山神社涅槃会」「談山神社維摩八講」「唐招提寺
梵網会」「広瀬神社大忌祭」「広瀬神社砂掛祭」「広瀬竜田祭」『年中行事大辞典』吉川弘文館　2009年

・�「書評　高岸輝『室町絵巻の魔力』」『週刊読書人』2008年11月
・�「往生際の良い日本史（彙報　早稲田大学史学会連続講演会「わたしと歴史学�わたしと考古学」）」『史観』
159号　2008年

・�「史学会大会発表要旨　忘れられた馬の焼印」『史観』158号　2008年
・�「神功皇后像」「立膝」「絵師草紙」『日本女性史大事典』吉川弘文館　2007年

  口頭発表・ポスター発表 
・�「加賀藩奇談　ラグーンに棲む怪鳥を追う」会議名：金沢学（2015年3月14日，北國新聞社）
・�「本多平八郎の冑」会議名：民衆史研究会大会（2014年12月20日，早稲田大学）
・�「金沢の歴史，歴史のなかの子ども」会議名：保育問題研究集会　石川集会プレ学習会（2014年11月23
日，金沢市教育プラザ）

・�「加能越の勝軍地蔵」会議名：日本仏教綜合研究学会大会（2013年12月15日，金沢大学）
・�「勝軍地蔵の八〇〇年」会議名：シンポジウム「対敵と仏法」（2013年9月28日，早稲田大学）
・�「水の神の言説，天の河の表象」会議名：東京歴史科学研究会入門講座「水をめぐる感性と心性」（2013
年7月，学習院大学）

・�「中世日本の「里」と「山」」会議名：シンポジウム「里山×里海×文学」（2013年7月，金沢大学）
・�「水の神の変貌」会議名：説話文学会大会（2012年10月，立教大学）
・�「信長の真桑瓜」会議名：岩波『文学』「十六世紀の文学」研究会（2012年，岩波書店）
・�「東国の鳴動と富士山図」会議名：在米絵入り本第3回研究会・スペンサー科研第6回研究会（2012年1
月9日，国文学研究資料館）

・�「まほろしの馬下」会議名：第53回北陸史学会大会（2011年11月，石川県立歴史博物館）
・�「往生の十五夜」会議名：2010年度早稲田大学研究院フォーラム（2010年10月，早稲田大学）
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  専門分野 
西洋中世史

  専門分野キーワード 
スイス，都市，農村，地域，国家

  共著，共編著，編著 
・�共著：Marco�Bellabarba�/�Hannes�Obermair�/�Hitomi�Sato�(eds.),�Communities�and�Conflicts�in�the�
Alps�from�the�Late�Middle�Ages�to�Early�Modernity,�Bologna�/�Berlin,�2015�(分担：The�District�Court�
and�the�Nobility�of�the�Basel-Land�Region�(Fifteenth�Century),�pp.237-249)

・�共著：服部良久編著『コミュニケーションから読む中近世ヨーロッパ史ー紛争と秩序のタペストリーー』
（ミネルヴァ書房，2015年）（分担：第10章「裁く農民，抗う領主」222ー246頁）
・�共著：踊共二編『アルプス文化史ー越境・交流・生成ー』（昭和堂，2015年）（分担：「都市民・農民の「名誉」
文化ーアルプスとその周辺地域」96ー100頁）

・�共著：東田雅博・安部聡一郎編『歴史学の可能性』（田中昭文堂印刷，2012年）（分担：「ラント裁判記録の
解読と分析ー15世紀北西スイス農村部の地域秩序とその変化ー」71ー87頁）

・�共著：踊共二・岩井隆夫編『スイス史研究の新地平ー都市・農村・国家ー』（昭和堂，2011年）（分担：第3
部第1章「15世紀北西スイスの都市・領主・農民ーバーゼルの領域形成をめぐる権力関係ー」142ー162
頁）

・�共著：前川和也編著『コミュニケーションの社会史』（ミネルヴァ書房，2001年）（分担：第14章「名誉の
喪失と回復ー中世後期ドイツ都市の手工業者の場合ー」409ー432頁）

・�共著：前川和也編著『ステイタスと職業　ー社会はどのように編成されていたかー』（ミネルヴァ書房，
1997年）（分担：第14章「中世末期ドイツ都市共同体と周縁集団ー娼婦の存在形態を中心にー」338ー
361頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：Das�Landgericht�und�die�Adligen�der�Region�im�Baselland�(15.Jahrhundert)『金沢大学歴史言語文
化学系論集［史学・考古学編］』7号（2015年）53ー68頁（査読無）

・�論文：「15世紀後半バーゼル農村部におけるハプスブルク系在地貴族ー未刊行史料の活字化と分析ー」
『金沢大学歴史言語文化学系論集［史学・考古学編］』6号（2014年）103ー128頁（査読無）
・�論文：「都市の領域支配形成と農民自治の構造ー15世紀後半のバーゼルを例にー」『新しい歴史学のため
に』281号（2012年）11ー24頁（査読有）

・�論文：「15世紀後半北西スイスのラント裁判史料（その2）ーイムリ紛争：第4回公判，primus，secun-
dusー」『金沢大学歴史言語文化学系論集［史学・考古学編］』4号（2012年）141ー222頁（査読無）

・�論文：「中世末期スイス北西部のラント裁判におけるコミュニケーションーイムリ紛争に見る地域社会
の自律性と秩序形成ー」『比較都市史研究』30巻1号（2011年）27ー43頁（査読有）

・�論文：「15世紀後半北西スイスのラント裁判史料（その1）ーイムリ紛争：第1回公判，第2回公判，第3
回公判ー」『金沢大学歴史言語文化学系論集［史学・考古学編］』3号（2011年）165ー256頁（査読無）

・�論文：「15世紀後半北西スイスにおける村落内紛争の解決と地域秩序の形成ーラント裁判記録の分析
からー」『中・近世ヨーロッパにおけるコミュニケーションと紛争・秩序』（科学研究費補助金基盤研究(A)
＜代表：服部良久＞成果報告書Ⅰ）（2011年）87ー94頁（第Ⅱ部(1)ー5）（査読無）

・�論文：「15世紀体僕制紛争をめぐる都市・農村間の往復書簡ーバーゼル農村邦国立公文書館所蔵史料よ
りー」『金沢大学歴史言語文化学系論集［史学・考古学編］』2号（2010年）143ー178頁（査読無）

田中　俊之　（タナカ　トシユキ）　教授
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・�論文：「中世末期の北西スイスにおける領主・農民間紛争の展開ー村落プラッテルンの場合ー」『北陸都
市史学会誌』14号（2008年）1ー13頁（査読有）

・�論文：「ドイツ中世後期の農民に関する一考察ー新しい農民像の構築にむけてー」『金沢大学大学教育開
放センター紀要』27号（2007年）39ー51頁（査読無）

・�論文：「ドイツ中世後期の職人遍歴について」『北陸都市史学会誌』7号（2000年）1ー11頁（査読有）

  その他 
・�書評：「服部良久著『アルプスの農民紛争ー中・近世の地域公共性と国家ー』」『西洋史学』238号（2011年）
73ー76頁（査読有）

・�学会動向：「2009年の歴史学会ー回顧と展望ー（中世：中東欧・北欧）」『史學雑誌』119編5号（2010年）
312ー316頁（依頼）

・�報告要旨：「中世末期北西スイス村落における領主支配の崩壊」『比較都市史研究』28巻2号（2009年）
10ー11頁（査読無）

・�書評：「ハインツ・トーマス著（三佐川亮宏・山田欣吾編訳）『中世の「ドイツ」ーカール大帝からルターま
でー』」『西洋史学』230号（2008年）65ー67頁（査読有）

・�書評：「小倉欣一著『ドイツ中世都市の自由と自治ーフランクフルトの歴史からー』」『歴史学研究』842
号（2008年）45ー48頁（査読有）

・�新刊紹介：「エルンスト・シューベルト著（藤代幸一訳）『名もなき中世人の日常ー娯楽と刑罰のはざま
でー』」『史學雑誌』115編2号（2006年）111ー112頁（査読有）

・�書評：「渡邊伸著『宗教改革と社会』」『西洋史学』209号（2003年）79ー83頁（査読有）
・�書評：「小倉欣一著「盗賊騎士の名誉と帝国都市の自由」『ヨーロッパの市民と自由ーその歴史的諸相の
解明ー』」『法制史研究』50号（2001年）370ー372頁（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Das�Landgericht�und�die�Adligen�der�Region�im�Baselland�(15.Jahrhundert)”　会議名：中世後期から
近世のアルプスにおける共同体と紛争�/�最終カンファレンス（2014年3月28日，Fondazione�Bruno�
Kessler,�Istituto�Storico�Italo-Germanico，トレント�/�イタリア）

・�「15世紀スイス北西部のラント裁判と在地貴族」会議名：第81回西洋史読書会大会（2013年11月3日，
京都大学）

・�「ラント裁判記録の解読と分析ー15世紀北西スイス農村部の地域秩序とその変化ー」会議名：第4回金
沢大学人文学類シンポジウム（2012年1月28日，金沢大学サテライト・プラザ）

・�「『スイス史研究の新地平ー都市・農村・国家ー』をめぐって」会議名：スイス史研究会第73回報告会（シ
ンポジウム）（2011年3月5日，早稲田大学）

・�「中世末期北西スイス村落における領主支配の崩壊」会議名：比較都市史研究会第393回例会（2009年
10月17日，明治大学）

・�「中世末期北西スイスの村落支配をめぐる都市・領主・農民関係」会議名：西洋史読書会第69回大会（2001
年11月3日，京都大学）
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  専門分野 
中国考古学，比較考古学，文化資源学

  専門分野キーワード 
農業起源，国家形成

  著書 
・�『稲の考古学』同成社，2002年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『長江下流域における基盤整備型水田の成立期に関する学際的研究』宇田津徹朗編，宮崎大学農
学部，2016年。（分担：「良渚文化期の農業と良渚遺跡群」）

・�編著:『良渚遺跡群の研究』中村慎一編，金沢大学国際文化資源学研究センター，2015年。
・�共著：『アジアの王墓』アジア考古学四学会編，高志書院，2014年。（分担：「中国の王墓」）
・�共著：『水辺エコトーンにおける魚と人：稲作起源論への新しい方法』中島経夫ほか編，ふくろう出版，
2014年。（分担：「イネ利用の始まりから稲作文明の形成へ」)

・�共編著：『髙濱秀先生退職記念論文集　ユーラシアの考古学』藤井澄夫，中村慎一ほか編，六一書房，
2014年。

・�共著：『中華文明の考古学』飯島武次編，同成社，2014年。（分担：「良渚囲壁集落と良渚遺跡群」）
・�共編著：Cultural　Resource�Studies：An�Introductory�Textbook,�H.Kagami�and�S.�Nakamura�(eds.),�
Center�for�Cultural�Resource�Studies,�Kanazawa�University,�2013.�

・�共編著：Public�Archaeology�in�Vietnam�and�Social�Return�of�Archaeological�Materials,�M.Nishimura�
and�S.�Nakamura�(eds.),�Center�for�Cultural�Resource�Studies,�Kanazawa�University,�2013.

・�共著：『景観の大変容�ー�新石器化と現代化』内山純蔵ほか編，昭和堂，2011年。（分担：「湿地，水田，
そして都市へ�ー�長江下流域新石器時代の景観変遷」）

・�共著：『弥生時代の考古学�３�多様化する弥生文化』設楽博己ほか編，同成社，2011年。（分担：「比較考
古学からみた弥生巨大環濠集落の性格」）�

・�編著：『浙江省余姚田螺山遺跡の学際的総合研究』中村慎一編，金沢大学人文学類，2010年。
・�編著：『石の匠-石工技術から探る日中交流-』（『金沢大学日中無形文化遺産プロジェクト報告書』第7集）
中村慎一編，金沢大学人間社会研究域，2010年。

・�共著:『弥生時代の考古学１弥生文化の輪郭』藤尾慎一郎ほか編，同成社，2009年。（分担：「中国長江流
域の稲作文明と弥生文化」）

・�共著:『ユーラシア農耕史�1�モンスーン農耕圏の人びとと植物』佐藤洋一郎監修，臨川書店，2008年。（分
担：「稲作と稲作文化の始まり」）

・�共著:『現代の考古学�１�現代社会の考古学』岩崎卓也ほか編，朝倉書店，2007年。（分担：「中国考古学
の現在」）

・�共著:『生業の考古学』藤本強編，同成社，2006年。（分担：「黄河の米」）
・�編著:『長江下流域新石器文化の植物考古学的研究』中村慎一編，金沢大学文学部，2006年。
・�共著:『古代王権の誕生�Ⅰ』初期王権研究委員会編，角川書店，2003年。（分担：「玉の王権ー良渚文化期
の社会構造ー」）

・�編著:『良渚文化における石器の生産と流通に関する研究』中村慎一編，金沢大学文学部，2003年。
・�共著:『古代を考える　稲・金属・戦争ー弥生ー』佐原真編，吉川弘文館，2002年。（分担：「弥生文化と中
国の初期稲作文化」）

・�編著:『考古学資料集25　東アジアの囲壁・環濠集落』中村慎一編，金沢大学文学部，2001年。

  翻訳 
・�単独訳：袁靖「中国新石器時代における家畜起源の問題」『日本中国考古学会会報』10号，2000年。
・�共訳：「良渚文化の鉞」『古代学研究』145号，1999年。
・�単独訳：劉軍・蕭大桂「先史江南の珠玉ー河姆渡文化ー」稲畑耕一郎ほか監修『中国古代文明の原像（上）』，
アジア文化交流協会，1998年。

・�単独訳：汪遵国「江蘇省の良渚文化大墓ー近年の発見からー」王明達・中村慎一編『良渚文化ー中国文明
の曙光ー』，勉誠社，1996年。

中村　慎一　（ナカムラ　シンイチ）　教授
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・�共訳：王富葆ほか「良渚文化期の自然環境ー太湖地区ー」王明達・中村慎一編『良渚文化ー中国文明の曙
光ー』，勉誠社，1996年。

・�単独訳：A・コットレル『ビジュアル博物館　中国』同朋社出版，1995年。（2006年1月に改訂・再版。『写
真でたどる中国の文化と歴史』あすなろ書房）

・�単独訳：羅忠民「玉器撮影法」『埋文写真研究』3号，1992年。
・�単独訳：羅忠民「文物撮影の話」『埋文写真研究』2号，1991年。
・�共訳：『中国考古学の新発見』雄山閣出版，1990年。
・�単独訳：任式楠「長江中流域と漢水流域の新石器時代文化」関野雄監訳『新中国の考古学』，平凡社，
1988年。

  論文・研究ノート 
・�論文:「良渚城址発現的意義」北京大学考古文博学院ほか編，『考古学研究』9，2012年。�（査読有）
・�論文：Origin�of�Rice�Cultivation�in�the�Lower�Yangtze�Region,�China.�The�Journal�of�Archaeological�
and�Anthropological�Sciences�2-2,�pp.107-113,�2010.�（査読有）

・�論文：「略論良渚文化石器」『浙江省文物考古研究所学刊』8輯，2006年。（依頼論文）
・�論文：Le�riz,�le�jade�et�la�ville:�Évolution�des�sociétés�néolithiques�du�Yangzi.�Annales:�economies,�so-
ciétés,�civilisations.�60-5.pp.1009-1034，2005.�（依頼論文／査読有）

・�論文：「中国における都市の生成」『国立歴史民俗博物館研究報告』119集，2004年。（査読有）
・�論文：「良渚文化石器の分類」『金沢大学考古学紀要』27号，2004年。（査読無）
・�論文：「良渚文化的遺址群」『古代文明』2，pp.53-64，2003年。（依頼論文）
・�論文：「中国新石器時代の都市」『建築雑誌』1488号，pp.36-39，2002年。（依頼論文）
・�論文：「中国稲作起源論の現在」『日本中国考古学会会報』10号，pp.1-12，2000年。（査読有）

  その他 
・�「良渚文化」ほか21項目『中国文化史大事典』大修館書店，2013年。
・�「濱田青陵賞と夏鼐賞」岸和田市郷土文化室編『濱田青陵賞20周年記念誌』，岸和田市，2008年。（学術エッ
セイ）

・�「河姆渡遺跡」ほか１項目『日本古代史大辞典』大和書房，2006年。
・�「岡村秀典著『中国古代王権と祭祀』」『考古学研究』53巻3号，2006年。（書評）
・�「周公廟遺跡で考えたこと」『北國文華』25号，2005年。（学術エッセイ）
・�「書評『河姆渡ー新石器時代遺址考古発掘報告』」『日本考古学』17号，2004年。（書評）
・�「中国考古学の10年後ー中国史vs.人類史ー」『しにか』15巻3号，2004年。（学術エッセイ）
・�「栽培植物」ほか4項目『日本考古学事典』三省堂，2002年。
・�「インディ・ジョーンズと考古学」池田紘一ほか編『ファンタジーの世界』，九州大学出版会，2002年。（学
術エッセイ）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「概論縄文文化」，会議名：河姆渡文化研究センター学術講演会（2016年09月21日，中国・寧波博物館）
（招待講演）
・�“Rice�Farming�and�Chinese�Civilization：Establishing�General�Study�of�Rice-based�Civilization”，会議名：
The�8th�World�Archaeological�Congress（2016年08月30日，同志社大学）

・�「中国稲作文明の起源を探る」，会議名：日本学術会議中部地区会議学術講演会「新学術創成への挑戦と
取組」（2016年06月22日，金沢大学）

・�「物質文化の変遷と社会の複雑化」，会議名：稲作と中国文明－総合稲作文明学の新構築－キックオフ
シンポジウム（2016年03月20日，奈良教育大学）

・�「考古学の壁を打ちやぶる－新学術領域研究「総合稲作文明学」がめざすもの－」，会議名：金沢大学新
学術創成研究機構キックオフシンポジウム（2015年10月04日，石川県立音楽堂）

・�「新学術領域研究「稲作と中国文明－総合稲作文明学の新構築－」における第四紀学の応用と展開」（共
著），会議名：日本第四紀学会2015年大会（2015年08月29・30日，早稲田大学）（ポスター発表）　　

・�「長江下流域の初期稲作文明における植物遺体群集の基礎的研究」（共著），会議名：日本文化財科学会
第32回大会（2015年07月12日，東京学芸大学）

・�「東アジアにおける基盤整備型水田の成立期に関する実証的研究（第２報）」（共著），会議名：日本文化
財科学会第32回大会（2015年07月12日，東京学芸大学）

・�「多角的生業戦略から稲作専業へ－中国浙江省の調査から－」，会議名：日本文化財科学会第31回大会
特別セッション『東アジアの水田文化』，（2014年7月5日，奈良教育大学）（招待講演）
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  専門分野 
・�古代文明学（マヤ文明），考古学（マヤ），文化資源学，世界遺産学

  専門分野キーワード 
・�マヤ文明，世界遺産，ティカル，コパン，文化資源

  著書 
・�『マヤ文明を掘る－コパン王国の物語－』NHKブックス，2007年
・�『マヤ文明はなぜ滅んだか－よみがえる古代都市興亡の歴史－』ニュートンプレス，1998年

  共著，共編著，編著 
・�共著：『ホンジュラスを知るための60章』桜井三枝子・中原篤編，明石書店，2014年。（分担：第8章，第9章，
第56章）

・�共編著：『ティカル北のアクロポリス調査報告（1）金沢大学文化資源学研究13』中村誠一編，金沢大学，
2013年。（分担：序章　日本語，第1章　英語）

・�共著：『テキスト　文化資源学』国際文化資源学研究センター編，金沢大学，2011年。（分担：26〜28頁）
・�共著：『NHKスペシャル　失われた文明マヤ』NHK取材班編，NHK出版（日本放送協会出版），2007年。（分
担：133〜163頁）

・�共著：『マヤとインカ－王権の成立と展開－』貞末堯司編，同成社，2005年。（分担：59〜73頁）
・�共著：『マヤ学を学ぶ人のために』八杉佳穂編，世界思想社，2004年。（分担：第4章）
・�共編著：『神秘の王朝－マヤ文明展』中村誠一・猪俣健・馬場悠男編，TBS，2003年。（分担：89〜184頁）
・�共編著：『文明の考古学』中村誠一・馬瀬智光・多々良穣編，海鳴社，1998年。（分担：215〜244頁）
・�共編著：Investigaciones�arqueológicas�en�la�región�de�La�Entrada,�3�tomos.� Instituto�Hondureño�de�
Antropología�e�Historia,�1991�（西語；『ラ・エントラーダ地域における考古学調査』中村誠一・青山和夫・
浦辻栄治編，3巻。）（分担：第一巻；1〜14頁，残りは共同調査・共同執筆。第二巻；251〜292頁，残
りは共同調査・共同執筆。第三巻；地図集，共同制作。）

  翻訳 
・�翻訳監修：S・マーチン，N・グルーベ『古代マヤ王歴代誌』創元社，2003年。
・�単独訳：D・スチュアート，S・ハウストン「マヤ文字の解読」『日経サイエンス別冊　考古学の新展開』，
1995年。

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：New�isotope�data�on�mobility�at�Classic�Maya�Copan,�Honduras.,�in�Journal�of�Anthropo-
logical�Archaeology,�Vol.�31�(2014),�pp.334-352.�（査読有）

・�論文（共著）：Patología�dental�en�Copán:�una�perspectiva�de�la�transformación�social�a�lo�largo�del�
Clásico.,�in�XXVII�Simposio�de�investigaciones�arqueológicas�en�Guatemala�2013:355-367.�（査読無）

・�論文（共著）：Nueva�estrategia�en�la�estimación�de�la�edad�a�la�muerte:�aplicación�histomorfológica�en�
la�arqueología�de�las�Tierras�Bajas�Mayas�y�un�estudio�de�caso�del�sitio�arqueológico�Copán,�Hondu-
ras.,�in�Estudios�de�Antropología�Biológica�XVI�(2013),�pp.153-169.　（査読有）

・�論文（共著）：Prácticas�bioculturales�en�Copán,�Honduras,�del�período�Clásico�Temprano�:�resultados�
preliminares.,�in�XXVI�Simposio�de�investigaciones�arqueológicas�en�Guatemala� 2012:643-653.�（査
読無）
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・�論文（共著）：Maya�skeletal�remains�from�the�Copan�and�El�Puente�sites�in�Honduras.,�in�Anthropologi-
cal�Science�Vol.114.�pp.�75〜88.�2006.　（査読有）

・�論文：Arqueología�y�conservación�en�Copán:�Sumario�de�resultados�de�PROARCO�2003-2004.（西語「コ
パンにおける考古学と保存：コパン考古学プロジェクト2003‐2004の成果要約」）in�Yaxkin,�Instituto�
Hondureño�de�Antropología�e�Historia�(IHAH).�2004（査読有）

・�論文：Culto�funerario�de�Copán�en�el�siglo�VI:�Un�estudio�de�caso�en�el�conjunto�10J-45.�In�Culto�
Funerario�en�la�sociedad�Maya;�Memoria�de�la�cuarta�Mesa�Redonda�de�Palenque.�Rafael�Cobos�
editor,�pp.245-253.�2004.�Instituto�Nacional�de�Antropología�e�Historia,�México�D.F.（西語：6世紀にお
けるコパンの埋葬儀礼：10J-45建築群におけるケーススタディ）

・�論文：「コパン王墓に見る権力と抗争」『古代文化』第54巻5号，2002年。（査読有）
・�調査研究ノート：「グアテマラ，ティカル遺跡における2015年度の発掘調査」『古代アメリカ』第19号，
105〜118頁，2016年。（査読有）

・�調査研究ノート：「金沢大学によるティカルプロジェクト概要報告（2012〜2015）」『古代アメリカ』第
18号，79〜94頁，2015年。（査読有）

・�調査研究ノート：「マヤ文明世界遺産の調査と保存－ティカル遺跡の調査と保存に関する覚書（1）」
・�『サイバー大学紀要』第2号，55〜62頁，2010年。（査読有）
・�研究ノート：「観光資源としてのマヤ文明遺跡」『ラテンアメリカ時報』1411号，24〜27頁，2015年。（依
頼原稿）

・�研究ノート：「マヤ文明世界遺産の調査と保存」『フィールドに飛び出そう－金沢大学人文学類設立記念
シンポジウム論集』59〜62頁，2008年。（依頼原稿）

・�研究ノート：La�cooperación�japonesa�en�la�conservación�del�patrimonio�cultural�de�Honduras.　（西語
「ホンジュラスの文化遺産保存における日本の協力」）in�Yaxkin�conmemorativa�50�aniversario�1952-
2002,�Instituto�Hondureño�de�Antropología�e�Historia�(IHAH).�2002。（依頼原稿）

・�研究ノート：「世界遺産における考古学と保存－ホンジュラス，コパン遺跡からの簡易報告」『ラス・ク
ルトゥーラス・インディヘナス』，2001年。（依頼原稿）

・�書評：「著者による自著書評　マヤ文明を掘る－コパン王国の物語」『ラテンアメリカ・カリブ研究』第
15号（2008），つくばラテンアメリカ・カリブ研究会編集部。（依頼原稿）

  その他 
・�「世界初の複合遺産　地元とともに次世代へ　グアテマラ」Mundi�2015年6月号。
・�「Focus�Archaeology;�マヤ文明で新発見！　壁画に記された未来」『ニュートン』2012年8月号。
・�「アーキオレポート　マヤ文明は『球技』で下剋上！？」『ニュートン』2011年6月号。
・�学術調査報告書（共著）：Informe�Final:�Excavación�arqueológica�grupo�este.�Parque�Arqueológico�
Quiriguá,�Dirección�General�de�Patrimonio�Cultural�y�Natural,�Guatemala.�2011.�（西語：グアテマラ・キ
リグア遺跡東グループの最終発掘報告書，キリグア考古学公園，文化自然遺産局，グアテマラ・シティ，
2011年）

・�学術調査報告書（共著）：Informe�Final:�Proyecto�de�investigación�y�puesta�en�valor�del�sitio�arqueológi-
co�Rio�Amarillo,�OIDH,�Copán,�Honduras.�2011.

・�（西語：リオ・アマリージョプロジェクト最終報告書。ホンジュラス・コパン県，ホンジュラス開発統
合機構）2011年。

・�「遥かなるマヤ文明を訪ねて」『サイバー大学紀要』準備号，37〜39頁，2008年。
・�学術調査報告書（共著）：Arqueología�y�Conservación�en�Copán,�parte�II:�Investigación�y�restauración�
en�los�grupos�9L-22�y�9L-23�(complejo�arquitectónico�Núñez-Chinchilla).�2004.

・�（西語：コパンにおける考古学と保存，パート2：グループ9L-22,�9L-23（ヌニェス・チンチージャ建築
複合）における調査と修復）2004年。コパン考古学プロジェクト，ホンジュラス国立人類学歴史学研究
所。
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・�学術調査報告書（共著）：Arqueología�y�Conservación�en�Copán,�parte�II:�Investigación�y�restauración�
en�los�grupos�9L-22�y�9L-23�(complejo�arquitectónico�Núñez-Chinchilla).�2004.

・�（西語：コパンにおける考古学と保存：グループ9L-22,�9L-23（ヌニェス・チンチージャ建築複合）にお
ける調査と修復）2003年。コパン考古学プロジェクト，ホンジュラス国立人類学歴史学研究所。

・�「世界の発掘調査－西から東から－ホンジュラス」『文化遺産の世界』2003年8月号，国際航業株式会社。
・�「特集　よみがえる王たちの物語　古代マヤの扉をひらく」『芸術新潮』2003年3月号。

  口頭発表・ポスター発表 
・�The�Maya�Site�of�Copan,�Honduras�and�the�Natural�Disaster�of�Hurricane�Mitch:�Memory�of�the�Inte-
grated�Program�for�Conservation�of�the�Copan�Archaeological�Park�(PICPAC)�1999-2002.� 会議名：
World�Archaeological�Congress�(WAC�8)，2016年9月1日，同志社大学。

・�Actividades�de�la�Universidad�Kanazawa�en�Tikal�y�su�perspectiva�en�el�futuro�cercano;�Últimos�resul-
tados�del�Proyecto�Acrópolis�Norte�de�Tikal.　共著（西語：ティカルにおける金沢大学の諸活動と近い
将来におけるその展望；ティカル北のアクロポリスプロジェクトの最新成果）会議名：Simposio�de�Ar-
queología�Guatemalteca�XXX.�（2016年7月22日，グアテマラ国立考古学民族学博物館）

・�「世界複合遺産「ティカル国立公園」の保護と活用に向けた金沢大学とJICAの共同プロジェクト」会議
名：文化遺産国際協力コンソーシアム第6回中南米分科会，2016年1月28日，東京文化財研究所。（招
待講演）

・�Actividades�de�la�Universidad�de�Kanazawa�en�Tikal,�Guatemala�y�sus�perspectivas�en�el�futuro�cerca-
no.�共著（西語：グアテマラ，ティカルにおける金沢大学の活動と近い将来の展望）会議名：Simposio�
Internacional�de�Turismo,�Copán�Ruinas,�Copán,�Honduras,�Noviembre,�2015.�（JICA，金沢大学共催�
国際観光シンポジウム，ホンジュラス・コパンルイナス市，2015年11月22日，ホテル・クラリオン，
コパンルイナス）

・�Ultimos�hallazgos�en�la�Acrópolis�Norte�de�Tikal,�Guatemala.　共著（西語：グアテマラ，ティカル北
のアクロポリスにおける最新の発見物）会議名：VI�CONGRESO�CENTROAMERICANO�DE�ARQUE-
OLOGÍA�EN�EL�SALVADOR�(03�al�06�de�noviembre�de�2015)　（第6回中米考古学会議，2015年11月
3〜6日，エルサルバドル国立博物館）

・�「マヤ文明世界遺産の遺跡マネジメント－金沢大学のティカル計画紹介－」会議名：古代アメリカ学会
第17回研究大会。2012年12月1日，国立民族学博物館。

・�La�escalinata�principal�del�sitio�arqueológico�Rio�Amarillo:�Investigación�y�Consolidación.　共著（西語：
リオ・アマリージョ遺跡の主階段：調査と補強）会議名：Seminario�Centroamericano�de�Antropología�
en�la�Universdiad�Autónoma�de�Honduras�(noviembre�de�2011)　（中米人類学セミナー，2011年11月，
ホンジュラス国立自治大学）

・�Maya�Archaeology�as�an�Application�Field�of�Virtual�Reality�Technology.�（共著），会議名：3D�Archae-
ology�and�the�Management�of�Cultural�Heritage�in�Honduras.�University�of�New�Mexico�and�Honduran�
Institute�of�Anthropology�and�History,�Copan�Archaeological�Park,�Honduras.�March,�2009

・�Ancient�and�Modern�Significance�of�a�New�Royal�Tomb�outside�of�the�Acropolis,�Copan,�Honduras.�会
議名：Society�for�American�Archaeology,�Denver,�Colorado,�2002

・�Culto�funerario�de�Copán�en�el�siglo�VI:�Un�estudio�de�caso�en�el�conjunto�10J-45.�（西語：6世紀にお
けるコパンの埋葬儀礼：10J-45建築群におけるケーススタディ）国際シンポジウム『マヤ社会における
埋葬儀礼』：第4回パレンケ円卓会議　招待講演。2002年6月14〜19日。
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  専門分野 
ビザンツ帝国史

  専門分野キーワード 
ビザンツ，コンスタンティノープル，プロソポグラフィー

  著書 �
・�『ビザンツ貴族と皇帝政権－コムネノス朝支配体制の成立過程－』，世界思想社，2012年2月
・�『図説　ビザンツ帝国－刻印された千年の記憶－』，河出書房新社，2011年2月
・�『夢想のなかのビザンティウム－中世西欧の「他者」認識－』�，昭和堂，2009年7月
・�『ビザンツの国家と社会』（世界史リブレット104），山川出版社，2008年8月
・�『ビザンツ�幻影の世界帝国』，講談社，選書メチエ154，1999年4月

  共著，共編著，編著 
・�共著：『コミュニケーションから読む中近世ヨーロッパ史－紛争と秩序のタペストリー－』服部良久編，
ミネルヴァ書房，2015年10月（分担：第6章「都を血で穢すのは誰か－ビザンツ中期における権力闘争
の作法－」129－149頁）

・�共編著　『ビザンツ　交流と共生の千年帝国』：井上浩一・根津由喜夫�編，昭和堂，2013年6月（分担：
第6章「11世紀後半のドナウ流域地方－ペチェネーグ人との共生空間－」，147－167,�264－272頁）

・�共著：歴史学研究会編『地中海世界史』第2巻＜多元的世界の展開＞，青木書店，2003年5月（分担：第3
章「十字軍時代のビザンツ帝国」，97-�134頁）

・�共著：『大学で学ぶ西洋史Ⅰ』［古代・中世］編，服部良久，南川高志，山辺規子編，ミネルヴァ書房，
2006年8月（分担：第4章6節「ビザンツ帝国の国家と社会」263-�274頁）

・�共著：『ギリシア文化の遺産』藤縄謙三編，南窓社，1993年4月（分担：第6章「12世紀ビザンツ宮廷の
政治文化－ラテン文化とヘレニズム趣味－」165-190頁）

  翻訳 
・�共訳：ジュディス・ヘリン『ビザンツ　驚くべき中世帝国』，白水社，2010年11月（分担箇所：第3部「中
世国家となるビザンツ帝国」197-335頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：「ビザンツ貴族反乱の東と西　　11世紀中葉の事例から」，『金沢大学歴史言語文化学系論集　史
学・考古学篇』2号，2010年3月，101-142頁（査読無）

・�論文：「10世紀コンスタンティノープルのアラブ人」，『ヨーロッパ文化史研究』10号，2009年3月，1－
30頁（依頼論文／査読有）

・�論文：「12世紀ビザンツ文人の聖地旅行－コンスタンティノス・マナッセスの『旅行記』を読む－」，『環
地中海世界の聖地巡礼と民衆信仰』，平成15〜18年度科学研究費補助金・基盤研究(B)(1)研究成果報
告書，2007年4月，153－168頁（査読無）

・�論文：「2人のビザンツ皇女の運命－『ジラール・ド・ルシヨン』を読み解く－」，『金沢大学文学部論集　
史学・考古学・地理学篇』27号，2007年3月，161-202頁（査読無）

・�論文：「ローマ生まれの救世主－ゴーティエ・ダラス『エラクル』を読む－」，『金沢大学文学部論集　史学・
考古学・地理学篇』26号，2006年3月，19-50頁（査読無）

・�論文：“The�Revolt�of�Isaakios�Komnenos:�Reconsideration”,�Orient,�41,�2006,　pp.41-60（依頼論文／

根津　由喜夫　（ネヅ　ユキオ）　教授
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査読有）
・�書評：「大月康弘著『帝国と慈善　ビザンツ』」，『史学雑誌』115編4号，2006年4月，101－111頁（依
頼論文／査読有）

・�論文：「ニケフォロス・バシラキオスの反乱－1070年代のビザンツ領バルカン西部情勢－」，『北陸史学』
54号，2005年12月，1－26頁（査読有）

・�論文：「アーサー論文：王宮廷のビザンツ騎士－クレチアン・ド・トロワ『クリジェス』雑考－」，『金沢大
学文学部論集�史学・考古学・地理学篇』25号､ 2005年3月，1-38頁（査読無）

・�論文：「ビザンツ属州行政と名望家層－コムネノス朝期のテッサロニケ地域を軸に－」，『金沢大学文学
部論集�史学・考古学・地理学篇』21号､ 2001年3月，1-34頁（査読無）

・�論文：「コムネノス家－十一世紀ビザンツ軍事貴族家門の相貌－」，『金沢大学文学部論集�史学・考古学・
地理学篇』20号､ 2000年3月，1-41頁（査読無）

  その他 
・�「2009年の歴史学界－回顧と展望－（ロシア・ビザンツ）」，『史学雑誌』119編5号，2010年5月，320－
322頁

・�「読書案内：ビザンツ帝国史の周辺」，『歴史と地理』619号，2008年11月，34－37頁
・�「2001年の歴史学界－回顧と展望－（中世東欧）」，『史学雑誌』111篇5号，2002年5月，334－337頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�「11世紀コンスタンティノープルの都市騒乱－皇帝改廃劇のシナリオ－」，会議名：日本西洋史学会第
59回大会小シンポジウム（専修大学，2009年6月14日）

・�「ビザンツ皇帝ヨハネス2世の心象世界－コムネノス朝支配体制の図像学－」，会議名：第76回西洋史
読書会大会（京大百周年時計台記念館，2008年11月3日）

・�「10世紀コンスタンティノープルのアラブ人」，会議名：ヨーロッパ文化研究所公開講演会(東北学院大
学，2007年12月15日)（招待講演）　　

・�「アーサー王宮廷のビザンツ騎士－クレチアン・ド・トロワ『クリジェス』雑考－」，会議名：日本ビザン
ツ学会第2回大会（金沢大学サテライトプラザ，2004年3月31日）
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  専門分野 
日本近現代史

  専門分野キーワード 
日本近代　都市，都市下層社会，民衆，デモクラシー，大衆社会，帝国主義

  共著，共編著，編著 
・�金沢大学日本史学研究室編『かたりべ　第六集　シベリア抑留』（2015年）ⅰ〜ⅱ頁，1〜2頁
・�金沢大学日本史学研究室編『かたりべ　第五集　大阪・釜ヶ崎』（2014年）ⅰ〜ⅱ頁，1〜2頁，204頁，
239頁

・�坂根嘉弘編『地域のなかの軍隊５　中国・四国　西の軍隊と軍港都市』〈吉川弘文館，2014年〉81〜103
頁

・�趙景達・原田敬一・村田雄二郎・安田常雄編『講座東アジアの知識人第2巻　近代国家の形成』〈有志舎，
2013年〉263〜282頁

・�金沢大学日本史学研究室編『かたりべ　第三集　戦争体験と戦後体験』（2013年）ⅰ〜ⅱ頁，1〜2頁
・�金沢大学日本史学研究室編『かたりべ　第二集　戦争体験⑵』（2011年）ⅰ〜ⅲ頁，1〜2頁
・�金沢大学日本史学研究室編『かたりべ　第一集　戦争体験⑴』（2011年）ⅰ頁，1〜4頁
・�原口剛・稲田七海・白波瀬達也・平川隆啓編『釜ヶ崎のススメ』〈洛北出版，2011年〉79〜106頁
・�加能地域史研究会編『地域社会の歴史と人物』〈北國新聞社，2008年〉189〜201頁
・�橋本哲哉編『近代日本の地方都市』〈日本経済評論社，2006年〉177〜212頁
・�奥田晴樹編『日本近代史概説』〈弘文堂，2003年〉101〜117頁
・�大阪大学文学部日本史研究室編『近世近代の地域と権力』，清文堂出版，1998年，399〜416頁

  論文・研究ノート 
・�「松尾尊兊『大正デモクラシー』を読み直す－その批判的継承のために－」（『日本史研究』648号，2016年，
36〜55頁）〈依頼論文／査読有〉

・�「高度経済成長期の大阪・釜ヶ崎に生きた警察官の詩と随想－文芸サークル「裸の会」の活動を事例にー」
（『金沢大学歴史言語文化学系論集　史学・考古学篇』8号，2016年，1〜14頁）〈査読無〉
・�「十五年戦争と大阪城」（京都大学人文科学研究所『人文学報』104号，2013年，91〜112頁）〈依頼論文
／査読有〉

・�「高度経済成長期以降の大阪・釜ヶ崎における高齢者の生存と共同性」（『歴史学研究』901号，2013年，
17〜26頁）〈依頼論文／査読有〉

・�「「歌う社会運動家」添田唖蝉坊の誕生」（『金沢大学文学部日本史学研究室紀要』2号，2010年，1〜22頁）
〈査読無〉
・�「大阪城天守閣復興前史」（大阪市史編纂所編『大阪の歴史』73号，2009年，83〜116頁）〈査読無〉
・�「戦間期における「帝都」東京のデモクラシーと文化」（『日本史研究』475号，2002年，142〜172頁）〈依
頼論文／査読有〉

  その他 
・�「釜ヶ崎での聞き取りから学んだこと」（『歴史地理教育』821号，2014年，68〜69頁）
・�「現場から学ぶことの大切さー書評　吉村智博『近代大阪の部落と寄せ場ー都市の周縁社会史ー』」（『部
落解放』681号，2013年，98〜105頁）

・�「何を継承し，何を更新するのか‐遠山史学の同時代史叙述と実践をめぐって‐」（『歴史学研究』895号，

能川　泰治　（ノガワ　ヤスハル）　教授
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2012年，36〜38頁）
・�「日本現代史研究におけるオーラルヒストリーの可能性」（東田雅博・安部聡一郎編『金沢大学人文学類
歴史文化学コースブックレット１　歴史学の可能性』〈金沢大学，2012年〉37〜52頁）

・�「聞き取り記録　ある日雇労働者の戦中・戦後（下）」（『史敏』9号，2011年，99〜121頁）
・�「聞き取り記録　ある日雇労働者の戦中・戦後（上）」（『史敏』8号，2011年，94〜119頁）
・�「2010年の歴史学界‐回顧と展望‐」（『史学雑誌』120編第5号，2011年，172〜176頁）
・�「Ｋさんとの出会いー大阪の野宿生活者支援活動で学んだことー」（待兼山史友会編『史友会会報』25号，
2010年，1〜6頁）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「「軍都」金沢における日露戦争の記憶－陸軍記念日祝賀行事を事例に－」（加能地域史研究会平成28年
度第1回研究例会，2016年6月26日，石川県立図書館県民交流室，口頭発表）

・�「高度経済成長期の大阪・釜ヶ崎における労働者文化の形成ー二つの文芸誌『裸』と『労務者渡世』を事例
に－」（大阪歴史学会近代史部会，2016年4月24日，淀川区民センター，研究発表）

・�「神国大博覧会開催計画とその行方－昭和初期石倉市政の松江観光都市化戦略－」（京都大学人文科学研
究所　「近代天皇制と社会」研究班，2015年7月25日，京都大学人文科学研究所セミナー室，研究発表）

・�「歩兵63連隊の誘致と松江の都市社会」（松江市史講座，2013年3月9日，松江市総合文化センター大
会議室，講演）

・�「添田唖蝉坊論‐都市下層社会と大正デモクラシーに関する研究として‐」（名古屋大学近代史研究会，
2012年6月17日，名古屋大学文学部130小会議室，研究発表）

・�「日本現代史研究におけるオーラルヒストリーの可能性」（第4回金沢大学人文学類シンポジウム－歴史
学の可能性－，2012年1月28日，金沢大学サテライトプラザ，個別発表）

・�「十五年戦争と大阪城天守閣」（大阪城天守閣復興80周年記念学術シンポジウム－大阪城天守閣復興の
意味を問う－，2011年11月23日，大阪歴史博物館講堂，基調報告）

・�「大阪城天守閣復興にみる戦前大阪市の都市経営と歴史認識」（近代史サマーセミナー，2008年9月7日，
愛知県犬山市レイクサイド入鹿，研究発表）

・�「後藤新平を考える意味‐近代都市史研究の視点から‐」（北陸史学会大会，2001年11月25日，石川
県立歴史博物館，研究発表）

・�「戦間期の「帝都」東京におけるデモクラシーと文化」（日本史研究会大会，2001年11月17日，花園大学，
研究発表）
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  専門分野 
・�ヨーロッパ近現代史・社会思想史

  専門分野キーワード 
・�民族問題，ユダヤ人，ホロコースト

  著書 
・�『隣人が敵国人になる日――第一次世界大戦と東中欧の諸民族』人文書院，2013年。
・�『ホロコースト後のユダヤ人――約束の土地は何処か』世界思想社，2012年。
・�『ガリツィアのユダヤ人――ポーランド人とウクライナ人のはざまで』人文書院，2008年。
・�『ウィーンのユダヤ人――19世紀末からホロコースト前夜まで』御茶の水書房，1999年。（日本学士院
賞受賞）

・�『西欧とユダヤのはざま――近代ドイツ・ユダヤ人問題』南窓社，1992年。

  共著，共編著，編著 
・�共著　『ラトヴィアを知るための47章』志摩園子（編），明石書店，2016年。（分担：第30章）
・�共著　『第一次世界大戦を考える』藤原辰史（編），共和国，2016年。（分担：44-46，209-214頁）
・�共著　『現代の起点　第一次世界大戦　4遺産』山室信一，他（編），岩波書店，2014年。（分担：第5章）
・�共著　『ハプスブルク史研究入門』大津留厚，他（編），昭和堂，2013年。（分担：コラム5）
・�共著　From�Krakow�to�Vilnius.�Report�of�the�2nd�International�Itinerant�Seminar�“Common�Heritage�
of�the�Eastern�Borderland�of�Europe”�(2010),�Tokimasa�Sekiguchi�(ed.),Tokyo�University�of�Foreign�
Studies,�2013.�(p.�7-16.)

・�共著　『ヨーロッパ東部境界地域の共有遺産研究1　ガリツィア』篠原琢（編），東京外国語大学，2011。
（分担：123-142頁）
・�共著　『シオニズムの解剖――現代ユダヤ世界におけるディアスポラとイスラエルの相克』臼杵陽（監
修），人文書院，2011年。（分担：第5章）

・�共著　『東アジア共生の歴史的基礎――日本・中国・南北コリアの対話』弁納才一・鶴園裕（編），御茶の
水書房，2008年。（分担：第2部第6章）

・�共編著　『思想史と社会史の弁証法』川越修・植村邦彦氏と共同編集，御茶の水書房，2007年。（分担：
205-244頁）

・�共著　『東欧の二〇世紀』西成彦・高橋秀寿（編），人文書院，2006年。（分担：55-87頁）
・�共編著　『地域統合と人的移動――ヨーロッパと東アジアの歴史・現状・展望』弁納才一氏と共同編集，
御茶の水書房，2006年。（分担：序，第1部第1章（中島健二氏と共同執筆），第1部第6章）

・�共著　『中央ヨーロッパの可能性――揺れ動くその歴史と社会』大津留厚（編），昭和堂，2006年。（分担：
第6章）

・�共著　『近代ドイツの歴史――18世紀から現代まで』若尾祐司・井上茂子（編），ミネルヴァ書房，2005
年。(分担：137-138頁)

・�共著　『民族』望田幸男・村岡健次（監修），ミネルヴァ書房，2003年。（分担：第1章）
・�共著　『キーワードで読みとく世界の紛争』「月刊みんぱく」編集部（編），河出書房新社，2003年。（分担：
186-188頁)

・�共著　『歴史叙述の現在――歴史学と人類学の対話』森明子（編），人文書院，2002年。（分担：221-241頁）
・�共著　『マイノリティからの展望』慶應義塾大学経済学部（編），弘文堂，2000年。（分担：48-68頁）
・�共著　『ヘーゲル左派と独仏思想界』石塚正英（編），御茶の水書房，1999年。（分担：167-204頁）
・�共著　『ヘーゲル左派：思想・運動・歴史』石塚正英（編），法政大学出版局，1992年。(分担：322-346頁)
・�共著　『歴史のなかの子供たち　第2巻　がんばったはなし』大江一道，他（編），大月書店，�1990年。(分
担：31-50頁)

野村　真理　（ノムラ　マリ）　教授
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・�共著　『現代世界と国民国家の将来』田中浩（編），御茶の水書房，1990年。（分担：460-473頁）
・�共著　『路上の人びと――近代ヨーロッパ民衆生活史』日本エディタースクール出版部�，1987年。（川
名隆史・篠原敏昭氏と共同執筆）

  翻訳 
・�共訳：ユーリウス・Ｈ・シェプス（編）『ユダヤ小百科』水声社，2012年。（日本翻訳家協会，第50回日本
翻訳出版文化賞・特別賞受賞）

・�共訳：『ローザ・ルクセンブルク全集　第1巻』小林勝（編集責任），御茶の水書房，2012年。（分担：561-
592，609-630頁）

・�単独訳：メンデル・ノイグレッシェル『イディッシュのウィーン』松籟社，1997年。
・�共訳：カール・マルクス『資本論草稿集②　1857-58年の経済学草稿第2分冊』，大月書店，�1993年。（分
担：178-232，816-819頁）

・�共訳：『ヘーゲル左派論叢　第3巻　ユダヤ人問題』良知力・廣松渉（編），御茶の水書房，1986年。（分担：
篠原敏昭氏と共訳153-206頁）

  論文・研究ノート 
・�論文　「ユダヤ人ネットワークの実像と虚像――「世界イスラエル連合」から『シオンの賢者の議定書』
へ」『東欧史研究』第38号，2016年。（依頼論文）

・�論文　「ホロコーストとルーマニア（後篇）」『金沢大学経済論集』第36巻第2号，2016年。（査読無）
・�論文　「ホロコーストとルーマニア（前篇）」『金沢大学経済論集』第36巻第1号，2015年。（査読無）
・�論文　「満洲――ロシア人・ユダヤ人・日本人の交錯」『ユダヤ・イスラエル研究』第29号，2015年。（依
頼論文）

・�Commentary:�History�and�Memory�Conflicts�:�A�Comparison�of�Germany�and�Japan�to�the�Regions�of�
Eastern�Europe�and�East�Asia,�in�:�Nobuya�Hashimoto�(ed.),�Politics�of�Histories�and�Memories�and�
Conflicts�in�Central�and�East�European�Countries�and�Russia,�Kwansei�Gakuin�University,�Nishinomi-
ya�2015。（依頼論文）　

・�書評　「ノーマン・Ｍ・ナイマーク『民族浄化のヨーロッパ史――憎しみの連鎖の20世紀』（山本明代訳，
刀水書房，2014年）」『西洋史学』第257号，2015年。（依頼論文）

・�論文　「ナチ支配下ウィーンのユダヤ人移住におけるウィーン・モデルとゲマインデ」『ユダヤ・イスラ
エル研究』第28号，2014年。（査読有）

・�論文　「近親憎悪？　ウィーンのイディッシュ」『立命館　言語文化研究』第25巻第4号，2014年。（依
頼論文）

・�書評　「長田浩彰『「境界に立つ市民」の誇り――ユダヤ人を家族に持つナチ時代のアーリア人作家ク
レッパー』（丸善出版，2014年）」『ユダヤ・イスラエル研究』第28号，2014年。（依頼論文）

・�書評　「長田浩彰『われらユダヤ系ドイツ人――マイノリティから見たドイツ現代史1893-1951』（広島
大学出版会，2011年）」『ユダヤ・イスラエル研究』第25号，2011年。（依頼論文）

・�論文　「1941年リーガのユダヤ人とラトヴィア人――ラトヴィア人のホロコースト協力をめぐって（後
篇）」『金沢大学経済論集』第30巻第2号，2010年。（査読無）

・�書評　「武井彩佳『ユダヤ人財産はだれのものか――ホロコーストからパレスチナ問題へ』（白水社，
2008年）」日本ドイツ学会『ドイツ研究』第44号，2010年。（依頼論文）

・�論文　「1941年リーガのユダヤ人とラトヴィア人――ラトヴィア人のホロコースト協力をめぐって（前
篇）」『金沢大学経済論集』第30巻第1号，2009年。（査読無）

・�書評　「スティーヴン・ベラー『世紀末ウィーンのユダヤ人1867ー1938』（桑名映子訳，刀水書房，
2007年）」『西洋史学』第233号，2009年。（依頼論文）

・�論文　「杉原ビザとリトアニアのユダヤ人の悲劇」『歴史と地理：世界史の研究』山川出版社，第581号，
2005年。（依頼論文）

・�論文　「ガリツィア・ユダヤ人の窮乏――ヨーゼフ時代を中心に（2）」『金沢大学経済学部論集』第23巻
第2号，2003年。（査読無）

・�書評　「森まり子『社会主義シオニズムとアラブ問題――ベングリオンの軌跡1905ー1939』（岩波書店，
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2002年）」『社会思想史研究』第27号，2003年。（依頼論文）
・�論文　「ガリツィア・ユダヤ人の窮乏――ヨーゼフ時代を中心に」『金沢大学経済学部論集』第23巻第1
号，2002年。（査読無）

・�論文　「ウィーンのユダヤ人――同化と異化のはざまで」『歴史学研究』第755号，2001年。（依頼論文）
・�論文　「フェルキッシュ・ナショナリズムの行方」『現代思想』第29巻第8号，2001年。（依頼論文）
・�研究ノート　「歴史的用語としての『市民』」『金沢大学経済学部論集』第21巻第1号，2001年。（査読無）
・�書評　「オットー・バウアー『民族問題と社会民主主義』（丸山敬一，他訳，御茶の水書房，2001年）」『ア
ソシエ』第7号，2001年。（依頼論文）

  その他 
・�「現代ユダヤ人問題の起源」『毎日新聞』東京版，2015年1月29日夕刊。
・�「ハルビンのユダヤ人墓地」『セーヴェル』第30号，2014年。
・�「国歌における男女同権――オーストリア国歌の歌詞改訂によせて」『日本学術会議中部地区会議ニュー
ス』第133号，2012年。

・�「昨日の世界のユダヤ人――ウィーン・ユダヤ人社会史のなかのフロイト」岩波書店『フロイト全集月報』
第18号，2010年。

・�「向こう岸が見えるまで」『学術の動向』第14巻第11号，2009年。
・�「小国リトアニアの歴史認識問題」『学術の動向』第14巻第3号，2009年。
・�「ディアスポラの民のアイデンティティ――ユダヤ人とは何者か」『日本学術会議中部地区会議ニュー
ス』第125号，2008年。

・�書評　「スティーヴン・ベラー『世紀末ウィーンのユダヤ人1867ー1938』（桑名映子訳，刀水書房，
2007年）」『週刊読書人』2008年5月16日号。

・�新刊紹介　「フェリクス・ティフ編著『ポーランドのユダヤ人――歴史・文化・ホロコースト』（阪東宏訳，
みすず書房，2006年）」『ユダヤ・イスラエル研究』第22号，2007年。

・�「ヨーロッパ・永遠のユダヤ人の鏡像」『学鐙』第98巻第3号，2001年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Inter-Ethnic�Relations�in�Colonial�Manchuria:�Russians,�Jews�and�Japanese”,�ICCEES�(International�
Council�for�Central�and�East�European�Studies)�IX�World�Congress,�August�4,�2015,�Kanda�University�
of�International�Studies,�Makuhari.�

・�「ユダヤ人ネットワークの実像と虚像――世界イスラエル連合から『シオンの賢者の議定書』へ」会議名：
東欧史研究会2015年度大会シンポジウム「東欧史におけるネットワーク」，2015年4月25日，大正大
学西巣鴨校舎。

・�「満洲――ロシア人・ユダヤ人・日本人の交錯」会議名：第64回日本西洋史学会大会小シンポジウム「ヨー
ロッパ・ユダヤ人問題の波及」，2014年6月1日，立教大学。

・�「未完の戦争：東部戦線によせて」会議名：第63回日本西洋史学会大会小シンポジウム「第一次世界大戦
再考」，2013年5月12日，京都大学。

・�「二つの顔を持つ国――第二次世界大戦後オーストリアの歴史認識問題」会議名：第108回史学会大会
公開シンポジウム「越境する歴史学と歴史認識」，2010年11月6日，東京大学（本郷）。

・�「中欧ユダヤ人のアイデンティティ複合とシオニズム」会議名：第57回日本西洋史学会大会シンポジウ
ム「国民国家とアイデンティティ複合」，2007年6月16日，新潟コンベンションセンター。

・�「犠牲者神話の犠牲者――オーストリアにおける過去の克服とユダヤ人」会議名：日本ユダヤ学会第1回
大会，2007年5月26日，早稲田奉仕園。

・�「西ウクライナの20世紀」会議名：第101回史学会大会公開シンポジウム「第一次世界大戦と世界」，
2003年11月8日，東京大学（本郷）。

・�「反ユダヤ主義とシオニズム――ユダヤ人の発見」会議名：日本独文学会秋季大会，2002年9月28日，
新潟大学。

・�「歴史研究者の主体性と責任」会議名：国立民族学博物館国際シンポジウム「歴史叙述の現在――歴史学
と人類学の対話」，2001年11月13〜15日，国立民族学博物館。
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  専門分野 
日本中世史

  専門分野キーワード 
大内氏，顕密仏教，妙見信仰

  著書 
・�『大内氏の領国支配と宗教』塙書房，2017年

  共著，共編著，編著 
・�共著：『能登半島地震から学ぶ』金沢大学能登半島地震学術調査部会編集・発行，2011年。分担執筆（「能
登の歴史的・文化的遺産と災害復興�」107-116頁）

・�共著：『安心して住み続けられる地域を創る‐金沢大学能登半島地震学術調査部会報告書‐』金沢大学
能登半島地震学術調査部会，2010年。分担執筆（「常徳寺所蔵典籍の調査とその成果」176‐179頁）

・�共著：『防府市史　通史Ⅰ�原始･古代･中世』山口県防府市，2004年。分担執筆（中世編　第1章「院政期
の防府」231‐245頁，第2章「鎌倉・南北朝時代」258‐265頁，第9章「信仰」500‐530頁）

・�共著：『山口県の歴史』山川出版社，1998年。分担執筆（第4章「防長の中世社会」85‐124頁）
・�共著：『大畠町史』1992年。分担執筆（第Ⅲ章「中世」75‐98頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：「南北朝期大内氏の本拠地‐弘世期を中心に‐」『日本歴史』810号，2015年。（査読有）
・�論文：「近世の文学・演劇に描かれた大内氏」『山口県地方史研究』112号，2014年。（査読有）
・�論文：「南北朝期大内氏に見る地域支配権力の確立‐大内弘世と妙見祭祀‐」『鎌倉遺文研究』34号，
2014年。（査読有）

・�論文：「室町期における大内氏の妙見信仰と祖先伝説」『史林』97‐5号，2014年。（査読有）　
・�論文：「日本中世の妙見信仰と鎮宅霊符信仰‐その基礎的考察‐」『仏教史学研究』56巻1号，2013年。（査
読有）　

・�論文：「応永の乱と堺‐大内義弘の拠点について‐」『北陸都市史学会誌』18号，2012年。（査読有）
・�論文：「中世北陸における顕密寺社と地域社会‐安元事件と延暦寺‐」『北陸宗教文化』20号，2008年。
（査読有）
・�論文：「中世高野山における祈雨の意義‐宥快著『水天供表白』の分析‐」『金沢大学文学部日本史学研
究室紀要』1号，2005年。（査読無）

・�論文：「中世都市の空間構造‐周防国山口を中心に‐」『北陸都市史学会誌』8号，2001年。（査読有）
・�書評：「書評　山陰加春夫著『中世高野山史の研究』」『仏教史学研究』43巻1号，2000年。（依頼原稿）

  その他 
・�「能登常徳寺所蔵典籍調査報告」『金沢大学文学部日本史学研究室紀要』2号，2010年3月。
・�森雅秀編『能登半島地震ボランティア活動報告書　常徳寺所蔵　藤懸得住関連資料の調査報告書』2008
年3月。分担執筆（「寄進札の調査及び分析」・「経蔵内典籍類の調査‐知のタイムカプセル‐」13‐66頁）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「書評：須田牧子『中世日朝関係と大内氏』第4章「大内氏の先祖観の形成とその意義」」，北陸中世・近世
移行期研究会（福井大学），2014年。� � �

・�「守護大名の在地支配と神社祭祀‐大内氏の場合‐」，地方史研究協議会金沢大会（金沢市文化ホール），

平瀬　直樹　（ヒラセ　ナオキ）　教授
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2013年。
・�「守護大名の残像‐近世の文学・演劇に描かれた大内氏‐」，軍記・語り物研究会例会（明治大学），
2013年。

・�「能登常徳寺所蔵典籍調査報告」，北陸史学会大会（石川県立歴史博物館学習ホール），2009年。
・�「守護大名大内氏の領国支配と宗教‐妙見信仰を中心に‐」，日本史研究会中世史部会（機関紙会館），
2008年。

・�「中世北陸における顕密寺社と地域社会‐安元事件と延暦寺‐」，北陸宗教文化学会（金沢大学サテラ
イトプラザ），2007年。

・�「守護大名大内氏の妙見信仰」，読史会大会（京都大学時計台ホール），2005年。
・�「ベルギーの中世史研究に触れて‐宗教勢力・都市・民衆‐」，北陸都市史学会富山大会（富山県教育記
念会館），2004年。

・�“Relationship�between�ecclesiastical�institutions�and�society�in�Medieval�Japan”,�“Meeting:�Japanese�
Research�at�the�Department�of�Mediaeval�History�(Ghent�University)�”，2003年。
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  専門分野 
西アジア先史考古学

  専門分野キーワード 
西アジア，先史考古学，新石器文化，遊牧民，水利史

  著書 
・�『ムギとヒツジの考古学』同成社，2001年。
・�『シルクロード・イラスト年表』新時代社，1988年

  共著，共編著，編著 
・�共著：The�Archaeology�of�North�Arabia:�Oases�and�Landscapes.�2016年,�Vienna:�Austrian�Academy�
of�Sciences（分担：111-131頁）

・�共著：Stone�Age�of�Armenia.�Center�for�Cultural�Resource�Studies,�Kanazawa�University.�2015年（分担：
序章）

・�共著：『ヨルダン南部ショウバック北地域における考古学踏査成果報告書（2010〜2013年）』金沢大学
国際文化資源学研究センター，2015年.

・�共著：Jordan’s�Prehistory:�Past�and�Future�Research.�Amman:�The�Department�of�Antiquities�of�Jor-
dan,�2014年（分担：159-167頁）

・�共著：Settlement,�Survey�and�Stone.�Essays�on�Near�Eastern�Prehistory�in�Honour�of�Gary�Rollefson.�
Berlin:�Ex�Oriente（分担：101-116頁）.

・�共著：Stone�Tools�in�Transition:�From�Hunter-Gatherers�to�Farming�Societies�in�the�Near�East.�2013
年,�Barcelona:�Universitat�Autònoma�de�Barcelona（分担：45-57頁）

・�共編著　『西アジア考古学講義ノート』西アジア考古学会，2013年（分担：第1章）
・�共著　『ユーラシア乾燥地域の農耕民と牧畜民：考古学,�民族学,�文献史学の視点から』2013年，六一書
房（分担：170-188頁）.

・�共著：『多民族国家の多民族的文化遺産学』金沢大学国際文化資源学研究センター，2012年
・�共著：『西アジアの文化遺産�–�その保護の現状と課題』東京文化財研究所文化遺産国際協力センター，
2012年（分担：31-35頁）

・�共著：『テキスト文化資源学』金沢大学国際文化資源学研究センター，2011年（分担：20-25頁）
・�共著：『古代オリエント事典』岩波書店，2004年（分担，序章）
・�編著：『ヨルダン展』2004年，NHK（分担：「ヨルダンの歴史」）
・�共著：『世界美術体系（東洋編16，西アジア）』小学館，2000年（分担：333-342頁）
・�共著：『世界歴史（第2巻：オリエント世界）』岩波書店，1998年（分担：97-124頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：Slab-lined�feline�representations:�New�finding�at�‘Awja�1,�a�Late�Neolithic�open-air　sanctuary�in�
southernmost�Jordan.�Proceedings�of�the�9th�International�Congress�on�the�Archaeology�of�the�An-
cient�Near�East,�vol.3:�549-559.�2016．（査読有）

・�論文：Rescue�excavations�at�Jabal�Juhayra�a�stratified�Neolithic�settlement�in�the�al-Jafr�Basin.�Neo-Lith-
ics�1/15:�23-33.（依頼論文）

・�論文：Chronology�of�the�Bishri�pastoral�prehistory�and�protohistory:�Across-check�against�the�Jafr�chronol-
ogy�in�southern�Jordan.�Studia�Chaburensia�4:�63-92.�2014.�（査読有）

藤井　純夫　（フジイ　スミオ）　教授
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・�論文：Tor�Ghuwayr�1-3:�Surveys�and�excavations�of�tailed�tower�tombs�in�the�northeastern�part�of�the�
Jafr�Basin,�southern�Jordan.�Annual�of�the�Department�of�Antiquities�of�Jordan�59�(accepted�in�June�
2015).�（査読無）

・�論文：Rescue�excavations�at�Jabal�Juhayra�a�stratified�Neolithic�settlement�in�the�al-Jafr�Basin.�Neo-Lith-
ics�1/15:�23-33.�2015年（依頼論文）

・�論文：Faunal�remains�from�Wadi�Abu�Tulayha:�A�PPNB�outpost�in�the�steppe-desert�of�southern�Jor-
dan.�Cupere,�Archaeozoology�of�the�Near�East�X:�1-26．2014年（査読有）

・�論文：Chronology�of�the�Jafr�Prehistory�and�Protohistory:�:�a�key�to�the�process�of�pastoral�nomadiza-
tion�in�the�southern�Levant.�Syria�90:�49-125.（査読有）

・�論文：�Fakat�Bidewy�1�and�2:�Archaeological�investigations�around�Bir�Rahum,�2011(Spring).�Al-Rafi-
dan�34:�3-12.�2013年（依頼論文）

・�論文：�‘Lost�Property’�at�Wadi�Qusayr�173:�Evidence�for�the�transportation�of�tabular�scrapers�in�the�
Jafr�Basin,�southern�Jordan.�Levant�43/1:�1-14.�2011年.（査読有）

・�論文：Domestication�of�runoff�water:�Current�evidence�and�new�perspectives�from�the�Jafr�Pastoral�
Neolithic.�Neo-Lithics�2/10:�14-32.�2011年（依頼論文）

  口頭発表・ポスター発表 
・�Harrat�Juhayra�202:�An�Early�PPNB�flint�assemblage�in�the�Jafr�Basin,�southern�Jordan.�International�
Conference�on�PPN�Chipped�and�Ground�Stone�Industries�of�the�Near�East�8�(2016年11月，Nicosia�
University).

・�Chronology�of�the�Jafr�Neolithic:�New�insight�from�‘Awja,�Hashm�al-‘Arfa�and�Jabal�Juhayra.�Interna-
tional�Conference�on�the�History�and�Archaeology�of�Jordan�13�(2016 年 5 月，Princess�Hamaya�
Technological�University,�Amman).

・�Jabal�Juhayra:�Further�Evidence�for�the�Neolithic�Barrage�and�Cistern�in�the�Jafr�Basin,�Southern�Jor-
dan.�International�Congress�on�the�Archaeology�of�the�Ancient�Near�East� 10�(2016年4月，Wien�
University).

・�Wadi�Sharma�1:�New�Insight�into�the�Neolithization�in�the�Northwestern�Arabia.�International�Con-
gress�on�the�Archaeology�of�the�Ancient�Near�East�10�(2016年4月，Wien�University).

・�Wadi�Abu�Tulayha:�Archaeological�Evidence�and�OSL�Dating�of�the�Neolithic�Barrage�System�in�South-
ern�Jordan.�INQUA-19�(2015年7月，Nagoya).

・�Mosaic�representations�of�feline�animals:�New�finding�at�‘Awja�1,�a�Late�Neolithic�open�sanctuary�in�
southern�Jordan.�The�9th�International�Congress�of�Archaeology�of�the�Ancient�Near�East.�(2014年6
月，Basel:�Basel�University).

・�Wadi�Nadiya�1�and�2:�Recent�Investigations�of�Neolithic�Barrage�Systems�in�the�Jafr�Basin.�Interna-
tional�Congress�of�History�and�Archaeology�of�Jordan�12�(2013年5月，Berlin:�Humboldt�University)

・�A�Survey�of�Neolithic�Barrage�Systems�in�the�Eastern�Jafr�Basin:�Water-use�History�in�Arid�
・�Peripheries�and�the�Process�of�Pastoral�Nomadization�International�Congress�of�History�and�Archae-
ology�of�Jordan�12�(2013年5月，Berlin:�Humboldt�University)

・�Prehistoric�occupation�at�Wadi�Abu�Tulayha�in�the�Jafr�Basin,�southern�Jordan.�The�International�Con-
gress:�Development�of�Early�Settlement�in�Arid�Regions�(2013年11月，Aqaba:�German�Archaeo-
logical�Institute)（招待講演）

・�Archaeological�Investigations�at�the�Burial�Fields�of�Wadi�Ghubai, 　 Tabuk�Province,�NW�Arabia.�In-
ternational�Congress:�Archaeology�of�North�Arabia:�Oases�and�Landscapes.� (2013年12月，Wien:�
Wien�University)（招待講演）



−119−

  専門分野 
東洋史

  専門分野キーワード 
中国清代史

  共著，共編著，編著 
・�編集協力・共著・事典事項執筆：貴志俊彦・松重充浩・松村史紀編『二〇世紀満洲歴史事典』吉川弘文館，
2012年11月。（分担執筆部分：「総論�四�政治（一�満洲事変勃発まで）」（松重充浩と共同執筆，17-19頁）
並びに事典項目執筆「義和団事件」ほか15項目,�69-72,�74,�92,�109-111,�116-117,�140,�150-151,�153-
154,�180-181,�186-188,�359-360頁）

・�共著：東田雅博・安部聡一郎編『金沢大学人文学類歴史文化学コースブックレット1�歴史学の可能性』金
沢大学人文学類歴史文化学コース，2012年3月。（分担執筆部分：「清朝公文書からなにがみえるのか�
――18世紀中国の救荒・食糧政策を中心に――」，53-70頁）

・�共著：弁納才一・鶴園裕編『東アジア共生の歴史的基礎�――日本・中国・南北コリアの対話――』御茶の
水書房，2008年2月。（分担執筆部分：第Ⅰ部第2章「清代光緒年間の東三省練軍整備計画とその背景�
――1880年代前半における朝鮮問題との関わりを中心に――」，31-63頁）

・�共著：東アジア近代史学会編『日露戦争と東アジア世界』ゆまに書房，2008年1月。（分担執筆部分：第2
章（日露戦争と朝鮮・中国・台湾）「清末，中国東北における官制改革の推進と東三省建省�――盛京将軍
趙爾巽による盛京（奉天）官制改革案の位置づけを中心に――」，193-220頁）

・�共著：社会経済史学会編『社会経済史学の課題と展望』，有斐閣，2002年8月。（分担執筆部分：第29章「中
国の穀物備蓄制度」，361-374頁）

  翻訳 
・�共訳：Ｌ・ヤング著，加藤陽子・川島真・高光佳絵・千葉功・古市大輔訳『総動員帝国�――満洲と戦時帝
国主義の文化――』，岩波書店，2001年2月。（翻訳担当部分：第4部第6章後半及び同部第7章，210-
265頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：「19世紀後半における清朝の対マンチュリア認識とその変化�――「東三省」の語の用法の変化に
みるマンチュリアの「辺境化」――」『金沢大学歴史言語文化学系論集�史学・考古学篇』第7号（金沢大学
歴史言語文化学系），2015年3月，1-52頁。

・�論文：「清代嘉慶・道光年間における「東三省」の語とその用例・用法�――19世紀前半の清朝の対マンチュ
リア認識の特徴にも触れながら――」『金沢大学歴史言語文化学系論集�史学・考古学篇』第6号（金沢大
学歴史言語文化学系），2014年3月，1-42頁。

・�論文：「『清実録』のなかの「東三省」の語とその用例・用法�――18世紀清朝の対マンチュリア認識との関
わりにも触れながら――」『金沢大学歴史言語文化学系論集�史学・考古学篇』第4号（金沢大学歴史言語
文化学系），2012年3月，1-58頁。

・�論文：「崇實・崇厚の諸子とその配偶者に関するノート�――清末中国における完顔氏の婚姻関係の一齣
――」『金沢大学文学部論集�史学・考古学・地理学篇』第28号（金沢大学文学部），2008年3月，1-20頁。

  その他 
・�書評：安冨歩・深尾葉子編『「満洲」の成立�――森林の消尽と近代空間の形成――』（名古屋大学出版会，

古市　大輔　（フルイチ　ダイスケ）　教授
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2009年），『社会経済史学』第76巻第3号（社会経済史学会），2010年11月，156-158頁。
・�書 評：Lillian�M.�Li,�Fighting�Famine� in�North�China:�State,�Market,�and�Environmental�Decline,�
1690s–1990s,�2007,�in�The�International�Journal�of�Asian�Studies,�volume�6,�issue�01,�Jan.�2009,�
pp.116-119.�(in�English)　

・�書評：Christopher�Mills�Isett,�State,�Peasant,�And�Merchant�in�Qing�Manchuria,�1644-1862,�Stanford�
University�Press,�2006,『近現代東北アジア地域史研究会News�Letter』第20号（近現代東北アジア地域史
研究会），2008年12月，91-98頁。

・�書評：江夏由樹・中見立夫・西村成雄・山本有造編�『近代中国東北地域史研究の新視角』（山川出版社，
2005年），『図書新聞』第2768号，2006年4月1日，3頁。

・�書評：松浦章著『清代海外貿易史の研究』（朋友書店，2002年），『史学雑誌』第115編第1号（史学会），
2006年1月，80-88頁。

・�史料紹介：「カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)所蔵の「崇實詩賦試巻」について」『近現代東北
アジア地域史研究会News�Letter』第17号（近現代東北アジア地域史研究会），2005年12月，34-48頁。

・�研究ノート：「満洲人官僚崇實の地方赴任�――四川と盛京を中心に――」『歴史と地理』第576号（山川出
版社），2004年8月，74-78頁。

・�書評：山本進著『清代の市場構造と経済政策』（名古屋大学出版会，2002年），『社会経済史学』第69巻第
4号（社会経済史学会），2003年11月，105-107頁。

  口頭発表・ポスター発表 
・�口頭発表：「清朝公文書からなにがみえるのか�――18世紀中国の救荒・食糧政策を中心に――」第4回
人文学類シンポジウム「歴史学の可能性」，金沢大学サテライト・プラザ（石川県金沢市），2012年1月
28日。

・�口頭発表：「中国都市史研究からみた日本近世城下町」北陸史学会・金沢の世界遺産をめぐる研究会，金
沢大学（石川県金沢市），2008年4月18日。

・�口頭発表：「清末，中国東北における官制改革の推進と東三省建省�――盛京将軍趙爾巽による盛京（奉
天）官制改革案の位置づけを中心に――[清朝の東北経営]」東アジア近代史学会・日露戦争100周年シン
ポジウム「20世紀東アジア世界と日露戦争」，専修大学神田校舎（東京都千代田区），2005年9月24日。

・�口頭発表：「19世紀後半，盛京における実質的‘行政地域’の形成過程�――清末奉天地方政治の歴史的
背景と位置づける可能性をめぐって――」国際ワークショップ「20世紀中国の構造的変動と辛亥革命」，
日本女子大学（東京都文京区），2002年1月27日。

　�（【Discussion�Paper】「19世紀後半，盛京における実質的‘行政地域’の形成過程�――清末奉天地方政治
の歴史的背景と位置づける可能性をめぐって――」，「20世紀中国社会の構造的変動と日本」科学研究
費研究会編集『国際ワークショップ「20世紀中国の構造的変動と辛亥革命」報告集』2002年1月，128-
141頁。）
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  専門分野 
東洋史（前近代東アジア国際交流史，渤海史，唐代史，新羅史），大学史，大学教育

  専門分野キーワード 
渤海国，唐会要，東アジア世界，旧制第四高等学校，初年次教育

  共著，共編著，編著 
・�共編著：『知的キャンパスライフのすすめースタディ・スキルズから自己開発へー　第4版』学術図書出
版，2016年，金沢大学「大学・社会生活論」テキスト編集会議編，（編集会議代表，執筆担当：第1章，
第2章１，第3章3・4，第4章5，第5章2）

・�共著：『古代環東海交流史２　渤海と日本』明石書店，2015年，東北亜歴史財団編，羅幸柱監訳・橋本繁訳，
（担当：第1章2「武王と藤原氏」，４「僧侶」／日本人著者分は本人原稿）
・�共著：『国際学への扉－異文化との共生に向けて－【改訂版】』風行社，2012年，鹿島正裕・倉田徹編（担当：
「国際学と地理・歴史ー地図のよみかた・歴史のみかた」）
・�共著：『古代環東海交流史２　渤海と日本』東北亜歴史財団，ソウル，2010年，（担当：第1章「武王と藤
原氏」，４「僧侶」／日本人著者分は韓国語翻訳））

・�共著：『東アジア共生の歴史的基礎ー日本・中国・南北コリアの対話ー』御茶の水書房，2008年，弁納才
一・鶴園裕編，（所収論文：「中韓高句麗歴史論争のゆくえ」）

・�共著：『国際学への扉－異文化との共生に向けて－』風行社，2008年，鹿島正裕編（担当：「国際学と地理・
歴史ー地図のよみかた・歴史のみかた」）

・�共著：『東アジアのなかの渤海と日本』景仁文化社，ソウル，2008年，韓日文化交流基金・東北亜歴史
財団編（韓国語・日本語併記），（所収論文：「渤海と唐との関係ー濱田耕策氏の時期区分をめぐってー」）

・�共編著：『知的キャンパスライフのすすめースタディ・スキルズから自己開発へー』学術図書出版，
2008年，金沢大学「大学・社会生活論」テキスト編集会議編，（編集会議代表，執筆担当：第1章，第2
章１・2，第3章2・3・4，第5章3）

・�共著：『古代を考える　日本と朝鮮』吉川弘文館，2005年，武田幸男編，（担当：「渤海と日本」）
・�共著：『日本と渤海の古代史』山川出版社，2003年，佐藤信編，（所収論文：「渤海の首領研究の方法を
めぐって－解明のための予備的考察」）

・�共編著：『金沢大学五十年史�通史編』，金沢大学創立50周年記念事業後援会，2001年，金沢大学50年
史編纂委員会，（編集総括担当兼執筆：第3章，第8章，第9章）

・�共著：『中国史概説』白帝社，1998年，熊本崇編，（分担：第4章）

  翻訳 
・�単独訳：王承礼「唐代渤海『貞恵公主墓志』と『貞孝公主墓志』の比較研究」，『朝鮮学報』第103輯，1982
年

  論文・研究ノート 
・�論文：「張建章墓誌と『渤海国記』に関する若干の問題」『東北大学東洋史論集』第12輯，2016年。（依頼
論文）

・�論文（共著）：「水野掛図　解剖学・整理学編」，『金沢大学資料館紀要』11号，2016年。（査読有）
・�論文（共著）：「「企鵞図」はLacépède�のペンギンか？水野掛図・動物学掛図を中心に」，『金沢大学資料館
紀要』10号，2015年。（査読有）

・�書評：「井上直樹著『帝国日本と〈満鮮史〉ー大陸政策と朝鮮・満州認識ー』」，『東洋史研究』第72巻第4号，

古畑　徹　（フルハタ　トオル）　教授
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2014年。（依頼論文／査読有）
・�論文（共著）：「「ハエトリソウ」にみる高等中学校での植物学教育：水野画掛図「食虫植物図」」，『金沢大
学資料館紀要』9号，2014年。（査読有）

・�論文（共著）：「旧制第四高等学校物理実験機器及び台帳の現存状況：金沢大学資料館・石川県立自然史
資料館所蔵の機器から」，『金沢大学資料館紀要』9号，2014年。（査読有）

・�論文：「唐王朝は渤海をどのように位置づけていたかー中国「東北工程」における「冊封」の理解をめぐっ
てー」『唐代史研究』第16号，2013年。（依頼論文）

・�論文（共著）：「地域学術資料の蓄積と共有を目指した学術資源リポジトリの構築」，『情報知識学会誌』
23巻2号，2013。（査読有）

・�論文（共著）：「学術資源リポジトリにおけるLightweight�Information�Describing�Object(LIDO)の検討」
『情報知識学会誌』23巻2号，2013年。（査読有）
・�論文（共著）：「水野治三郎画�教育掛図について」，『金沢大学資料館紀要』8号，2013年。（査読有）
・�書評：「赤羽目匡由著『渤海王国の政治と社会』」『史学雑誌』第121編第8号，2012年。（依頼論文）
・�論文（共著）：「四高のきのこムラージュ第2報：皮膚ムラージュの祖土肥慶蔵ときのこムラージュの達
人山越長七郎」『金沢大学資料館紀要』７号，2012年。（査読有）

・�論文（共著）：「分野・組織横断的な非文献資料リポジトリの実現を目指して」『情報知識学会誌』.�22�巻2
号，2012年。（査読有）

・�論文：「石川県啓明学校の校名をめぐって」『金沢大学資料館紀要』6号，2011年。（査読有）
・�論文（共著）：「大学所蔵非文献資料を対象にしたリポジトリの構築」『人文科学とコンピュータシンポジ
ウム論文集;情報処理学会シンポジウムシリーズIPSJ�Symposium�series』2011－8，2011年。（査読無）

・�論文：「歴史の争奪ー中韓高句麗歴史論争を中心にー」『メトロポリタン史学』第6号，2010年。（依頼論文）
・�論文：「社会生活者としての自覚を促す初年次教育ー金沢大学「大学・社会�生活論」の試みー」『大学時報』
335号，2010年。（依頼論文）

・�論文：「金沢大学「大学・社会生活論」における「マナー教育」」『大学と学生』560号，2010年。（依頼論文）
・�書評：「榎本淳一著『唐王朝と古代日本』」『唐代史研究』第12号，2009年。（依頼論文）
・�学界展望：「日本の渤海史研究について」『日本學』第28輯，東国大学校文化学術院(ソウル)，2009年。（依
頼論文）

・�論文：「渤海王大欽茂の「国王」進爵と第六次渤海使－渤海使王新福による安史の乱情報の検討を中心に－」
『集刊東洋学』100号，2008年。（依頼論文／査読有）
・�論文：「教員所属組織のあり方と教養教育実施組織の課題ー金沢大学共通教育機構を例としてー」『大学
教育学会誌』第29巻第1号，2007年。（依頼論文）

・�論文：「唐代「首領」語義考－中国正史の用例を中心に」『東北大学東洋史論集』第11輯，2007年。（依頼
論文）

・�論文：「広開土王碑から東アジア国際情勢を読む－碑文の＜読者＞についての一考察－」『アジア遊学』
第97号，勉誠出版，2006年。（依頼論文）

・�研究ノート：「金沢大学附属図書館所蔵（旧制第四高等学校旧蔵）広開土王碑拓本について」『金沢大学資
料館だより』第26号，2005年。（査読無）

・�論文：「1〜7世紀にかけての倭と中国の朝貢・冊封関係の性格について－日本の中国史研究者の見解を
中心に－」（日本語・韓国語併記），『高句麗研究』第18輯，学研文化社(ソウル)，2004年。（依頼論文）

・�書評：「金子修一著『隋唐の国際秩序と東アジア』」『唐代史研究』第６号，2003年。（依頼論文）
・�論文：「戦後日本における渤海史の歴史枠組みに関する史学史的考察」『東北大学東洋史論集』第９輯，
2003年。（依頼論文）

・�書評：「酒寄雅志著『渤海と古代の日本』」『古文書研究』第56号，2002年。（依頼論文）
・�研究ノート：「七三一部隊長・石井四郎の日本文化講義－金沢大学医学部所蔵金沢医科大学資料から－」
『北陸史学』第51号，2002年。（査読有）
・�論文：「2001年度前期におけるテーマ別科目「北陸史からアジア史へ」の全面改訂－「学生による授業評
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価」に基づく授業改訂の一例－」『金沢大学教養教育機構研究調査部報』第７号，2002年。（査読無）
・�研究ノート：「環日本海諸国の歴史認識の共有化を阻害する要因－渤海国認識をめぐる民族問題－」『総
合研究　グローバリゼーションのもとでの異文化理解の可能性と条件』金沢大学日本海域研究所・文法
経３学部共同研究プロジェクト，2002年。（査読無）

・�論文：「『唐会要』の靺鞨・渤海の項目について」『朝鮮文化研究』第８号，2001年。（依頼論文）

  その他 
・�「ヴァーチャル・ミュージアムの現状と目指すもの〜金沢大学を例に〜」『金沢大学資料館紀要』11号，
2016年。（講演録）

・�「渤海使の渡日航路をめぐる諸問題」『石川の歴史遺産セミナー講演録　第15〜17回�[能登]』，石川県
立博物館，2013年。(講演録)

・�「高句麗・渤海史ウラジオストク国際学術会議参加報告」『唐代史研究会』第15号，2012年。（学会参加
報告）

・�「731部隊と金沢」『金沢大学サテライトプラザ　ミニ講演記録』Vol.7�No.９（通巻72），2006年。（講演録）
・�「マディソン雑感－地方都市のなかからみえたアメリカと東アジア」『東方』第301号，2006年。（学術エッ
セイ）

・�「渤海」『日本歴史大事典』第３巻，小学館，2001年。（事典項目）　　　
・�「渤海」ほか14項目『角川世界史辞典』角川書店，2001年。（事典項目）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「四高物理実験機器コレクションの保存と活用」，会議名：日本物理学会2016年秋季大会・領域13シン
ポジウム「歴史的物理実験機器と物理教育」，（2016年9月15日，金沢大学）

・�「金毓黻『渤海国志長編』の成立過程について」，会議名：第1回金毓黻と東北アジア史研究会，（2016年
3月14日，金沢大学）

・�「金毓黻『渤海国志長編』の成立過程について」，会議名：2015年度東洋史研究会大会，(2015年11月3日，
京都大学)

・�「ヴァーチャル・ミュージアムの現状と目指すもの〜金沢大学を例に〜」，会議名：大学博物館協議会シ
ンポジウム，（2015年6月24日，金沢大学)

・�「中国「東北工程」の冊封理解と唐王朝の内外区分の考え方について」，会議名：東北亜歴史財団セミナー
（韓国），（2014年12月2日，東北亜歴史財団)
・�「張建章『渤海国記』をめぐる若干の問題」，会議名：『日本古代の外交文書』（八木書店），出版記念シン
ポジウム：古代東アジア・東ユーラシアの対外交通と文書，（2014年1月26日，国学院大学）

・�「学術資源情報の共有と「場」の創出:�学術資源リポジトリ協議会の活動の展開」（共著），会議名：大学
ICT推進協議会2013年度年次大会(AXIES2013)�，（2013年12月19日，幕張メッセ国際会議場）（ポスター
発表）（優秀ポスター賞受賞）

・�「唐王朝は渤海をどのように位置づけていたかー中国「東北工程」における「冊封」の理解をめぐってー」，
会議名：唐代史研究会2012年度夏期シンポジウム，(2012年8月21日，箱根強羅荘)

・�「張建章『渤海国記』をめぐる若干の問題」，会議名：ウラジオストク国際学術会議「高句麗・渤海史研究
の新たなる地平」，（2011年11月28日，ウラジオストク(ロシア))

・�「渤海国をめぐる日中韓の歴史認識」，会議名：史学会公開シンポジウム「越境する歴史学と歴史認識」，
(2010年11月6日，東京大学)
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  専門分野 
東南アジア考古学，文化資源学

  専門分野キーワード 
古代都城遺跡研究，鉄器時代埋葬遺跡研究，東南アジア文化資源研究

  共著，共編著，編著 
・�編著：The�Ancient�Citadel�of�Tra�Kieu�in�Central�Vietnam:�The�Site�and�the�Pottery.�Kanazawa�Cul-
tural�Resource�Studies�14.�Center�for�Cultural�Resource�Studies,�Kanazawa�University,�2014.（分担：
Chapter�1,�Chapter�2,�Chapter�3,�Chapter�4,�日本語要旨�2-12,�14-18,�20-66,�68-105,�142-144,�145
ページ）

・�共編著：2013�The�Excavation�of�Hoa�Diem�in�Central�Vietnam.�Showa�Women’s�University�Institute�
of�International�Culture�Bulletin�17.�Showa�Women’s�University,�Institute�of�International�Culture,�2013.�
(Bùi�Chí�Hoàng氏,�Nguyễn Kim Dung氏と共同編集）（分担：Part�I,�II,�IV-5,�V-1,�V-2,�日本語要旨　1-33,�
35-75,�234-238,�241-160,�261-268,�277-285ページ）

・�共著：New�Perspectives�in�Southeast�Asian�and�Pacific�Prehistory.�Tella�australis�XX,�ANU�E�Press,�
2016,　(Hirofumi�Matsumura氏と共著）（分担：345-368ページ）

・�共著：The�Cham�of�Vietnam:�History,�Society�and�Art.�National�University�of�Singapore�Press,�Singa-
pore,�2011.（分担：81-101ページ）

・�共著：『海の道と考古学－インドシナ半島から日本へ』高志書院，2010年。（分担：30-50ページ）
・�共著：50�Years�of�Archaeology�in�Southeast�Asia:�Essays�in�Honour�of�Ian�Glover.�River�Books,�Bang-
kok,�2010.（Nguyen�Kim�Dung氏と共著）（分担：194-205ページ）

・�共著：『南海を巡る考古学』同成社，2010年（分担：95-129ページ）
・�共著：『アジア学のすすめ　第3巻　アジア歴史・思想編』，弘文堂，2010年。（分担：133-159ページ）
・�共著：『比較考古学の新地平』同成社，2010年（分担：960-970ページ）
・�共著：『東南アジア史研究の展開』山川出版社，2009年。（分担：172-186ページ）
・�共著：『東アジアの歴史・民族・考古』雄山閣，2009年。（分担：320-354ページ）
・�共著：Uncovering�Southeast�Asia’s�Past,�National�University�of�Singapore�Press,�Singapore,�2006.（分
担:168-183ページ）

・�共著：Một số vấn đề khảo cổ học o’̉ miền nam Việt Nam�（『ベトナム南部考古学の幾つかの問題』原文
ベトナム語）,�Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội（社会科学出版社）2004.（分担:�83-123ページ）（Bùi�Chí�
Hoàng氏と共著）

・�共著：『岩波講座東南アジア史　第1巻　原史東南アジア世界』岩波書店，2001年。（桃木至朗氏と共著，
依頼論文）（分担：227-254ページ）

  翻訳 
・�共訳：P.G.�バーン編『世界の古代文明』朝倉書店，2005年。（分担：62-65,�106-127ページ）
・�共訳：Naotake�Hashiguchi（橋口尚武）�“The�Izu�Island:�Their�Role�in�the�Historical�Development�of�An-
cient�Japan.”,�Asian�Perspectives�Vol.33�No.1,�1994.（Mark�Hudson氏と英語への共訳）

・�共訳：Tatsuo�Kobayashi（小林達雄）�“Regional�Organization�in�the�Jomon�Period”,�Arctic�Anthropology�
Vol.29�No.1,�1992.（Mark�Hudson氏と英語への共訳）

  論文・研究ノート 
・�論文：「南境の漢・六朝系瓦－ベトナム北部・中部における瓦の出現と展開－」『古代』129・130合併号，
2012年。（依頼論文）

・�共著研究ノート：「マレーシア，スンガイ・バトゥ遺跡の発掘調査成果」『東南アジア考古学』32，2012年。
（深山絵実梨氏と共著）（査読無）
・�共著論文：「ベトナム東南部・ラムドン省カッティエン遺跡の遺構と遺物」『佛教藝術』319，2011年。（太
田千香子氏，ブイ・チー・ホアン氏と共著）（査読有）

・�論文：「ベトナムの甕棺葬－その起源に関する予察－」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』52（第4分
冊），2007年。（査読無）

・�論文：�2007�The�early�history�of�Lin-I�viewed�from�archaeology.�ACTA�ASIATICA�(Bulletin�of�the�Insti-
tute�of�Eastern�Culture)�92,�2007.（依頼論文）

・�論文：「林邑の都城」『東南アジアの都市と都城』東南アジア考古学会研究報告3，2005年。（査読無）�
・�論文：Sự chuyển biến tiếp từ Sa Huỳnh sang Lâm Ấp�(Champa):�với sự đề cấp đạc biệt đến thung lũng 
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sông Thu Bồn（「サーフィン文化から林邑（チャンパ）への移行について：トゥーボン川流域を中心に」原
文ベトナム語）.�Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam（『ベトナム考古学の一世紀』）,�2005.（査読無）�

・�研究ノート：「ベトナムの博物館事情－特に地方の省博物館について－」『ムゼイオン』47，立教大学学
校・社会教育講座学芸員課程，2002年。（依頼原稿）

・�論文：「ベトナムの城壁都市」『建築雑誌』Vol.117�No.1488，2002年。（査読無）
・�研究ノート：Phong nê của di tích Gò Cấm�(「ゴーカム遺跡出土の封泥」原文ベトナム語).�Những phát 

hiện mới về khảo cổ học năm�2000（『2000年考古学の新発見』），2001年。
・�共著論文：Western�Han�Bronze�Mirrors�recently�found�in�Central�and�Southern�Vietnam.�Bulletin�of�
the�Indo-Pacific�Prehistory�Association�21,�2001.（Pham�Duc�Manh氏，Bui�Chi�Hoang氏と共著）（査
読有）

  その他 
・�書評：Anne-Valérie�Schweyer,�photographs�by�Paisarn�Piemmettawat�2011�Ancient�Vietnam:�history,�
art�and�archaeology.�Bangkok:�River�Books.�Antiquity�Vol.�87,�Issue�335,�2013.（依頼原稿）

・�学術エッセイ：�Reviewing�Southeast�Asian�Archaeology�at�the�beginning�of�the�new�century:�Focusing�
on�recent�researches�made�by�Japanese�Archaeologists.�『東南アジア考古学』27，2007年。

・�学界動向：「外国考古学研究の動向（東南アジア）」『日本考古学年報』58（2005年度版），日本考古学協会，
2007年。（依頼原稿）

・�事典の項目：『東アジア考古学事典』東京堂出版，2007年。（分担：東南アジアに関する30項目）（依頼原稿）
・�書評論文：「東南アジア史を変えた一冊，チャールズ・ハイアム著『東南アジアの青銅器時代』」『岩波講
座東南アジア史　別巻』岩波書店，2003年。（依頼原稿）

・�作品解説：「顔面把手付深鉢，蛇身装飾付有孔鍔付土器」『国華』一二九三号，2003年。（依頼原稿）

  口頭発表・ポスター発表 
・�共著口頭発表：�“Central�Vietnam,�a�node�of�population�movement�in�prehistory:�from�the�archaeo-
logical�and�bio-anthropological�viewpoints.”�A�paper�presented�at�the�Session�T12-G　“Movement�of�
goods�and�people�around�the�South�China�Sea�and�in�East�Indonesia�from�the�Late�Neolithic�to�the�
Metal�Age”,�the�8th�World�Archaeological�Congress.�(Doshisha�University,�Kyoto,�28th�August�–�2nd�Sep-
tember�2016)（Hirofumi�Matsumura氏と共著発表）

・�講演：「東南アジアにおける鉄をめぐる研究の現状と課題」第9回アジア四学会合同講演会『アジアの鉄』
（於明治大学，2016年1月9日）（依頼講演）
・�口頭発表：「金沢大学文化資源マネージャー養成プログラムの試み──フィールドと教室を往還する学
修」第94回東南アジア学会研究大会統一シンポジウム『フィールドに学ぶ東南アジア──体験学習から
研究者・実務家養成まで』（於早稲田大学，2015年12月6日）（依頼発表）

・�口頭発表：�“Han-related�artifacts�found�in�central�and�southern�Vietnam:�date,�distribution�and�diversi-
ty.”�A�paper�presented�at�the�15th�International�Conference�of�the�European�Association�of�Southeast�
Asian�Archaeologists.�(Université�Paris�Ouest�Nanterre�la�Défense,�Paris,�6th�–�10th�July,�2015.)

・�口頭発表：「ベトナム・サーフィン文化期の玉の生産と流通」大韓文化財研究院国際学術大会『玉の流通
に現れる東アジアの交渉』（於国立羅州文化財研究所，韓国・羅州市，2015年1月29日〜1月31日）（招
待発表）

・�講演：「海を渡ったビーズと耳飾り：古代東南アジアの装身具が語る南海の交流史」第7回アジア四学会
合同講演会『装身具とアジアの古代社会』（於明治大学，2014年1月11日）（依頼講演）

・�口頭発表：「鉄器時代の南シナ海における海域ネットワークと人類の移住：ベトナムの甕棺墓に残され
た証拠から」2014年度東南アジア考古学会大会『東南アジア・オセアニア・琉球における人類の移住と
海域ネットワーク社会』（於上智大学，2014年11月16日）

・�口頭発表：“�Construction�of�Linyi�Citadels:�The�Rise�of�Early�Polity�in�Vietnam.”�The�Second�Inter-
national�Symposium�of�Inter-Asia�Research�Networks�“State�Formation�and�Social� Integration�in�
Pre-modern�South�and�Southeast�Asia:�A�Comparative�Study�of�Asian�Society.”�(Toyo�Bunko,�Tokyo,�
8th-�9th�March�2014)（依頼発表）

・�共著口頭発表：“Iron�Age�interactions�across�the�ocean�of�Southeast�Asia:�Kalanay-type�pottery�and�
Sa�Huynh�type�earrings.”�A�paper�presented�at�the�20th�Indo-Pacific�Prehistory�Association�Congress.�
(Apsara-Angkor�Resort�and�Conference�Hotel.�Siem�Reap,�Cambodia,�12th�-18th�January,�2014)�（Emily�
Miyama�and�Hirofumi�Matsumura氏と共著発表）

・�口頭発表：「ベトナムの文化遺産と考古学」東南アジア学会第89回研究大会パネル5『文化遺産と考古学』
（於鹿児島大学，2013年6月2日）
・�口頭発表：「ベトナム沿岸地方における鉄器時代の葬制」日本考古学協会第78回総会セッション『中国海
域をめぐる金属器時代の葬制－東南アジアから台湾，沖縄，奄美，薩南諸島へ－』（於立正大学，2012
年5月27日）
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  専門分野 
中国古代史

  専門分野キーワード 
秦漢・魏晋南北朝史，出土資料，史学史

  著書 
・�『後漢末士大夫像の構成過程からみた魏晋貴族制の形成』　学位(博士)論文，東京大学，2006年

  共著，共編著，編著 
・�1.�共著：『古代東アジアと文字文化』，小倉慈司編，同成社，2016年。（分担：「中国秦簡・魏晋南北朝期
の出土文字資料と東アジア」，pp.31-48。）

・�2.�共著：『湖南出土簡牘とその社会』，關尾史郎編，汲古書院，2015年。（分担：「典田掾・勧農掾の職掌
と郷　ー長沙呉簡中所見「戸品出銭」簡よりみるー」，pp.117-142。）

・�3.�共著：国際企画展示『文字がつなぐー古代の日本列島と朝鮮半島』図録，国立歴史民俗博物館，2014年。
（展示開催期間2014年10月15日〜12月14日。分担：第1章第3節中の解説2項目(pp.37-38)を執筆。）
・�4.�共編著：『歴史学の可能性』，東田雅博・安部聡一郎編，金沢大学人文学類歴史文化学コースブックレッ
ト１，金沢大学人文学類歴史文化学コース，2012年。（企画・編集，「はじめに」「おわりに」および本文
中の注釈を執筆）

・�5.�共著：『東アジア出土資料と情報伝達』，藤田勝久・松原弘宣編，汲古書院，2011年。（分担：「走馬楼
呉簡中所見「戸品出銭」簡の基礎的考察」，pp.77-99）

・�6.�共著：『e-learningを利用した情報処理基礎』，学術図書出版社，2009年。（分担：第2章(pp.39-56)・
第3章(pp.57-74)を執筆。）

・�7.�共著：『人文学序説』，金沢大学人間社会学域人文学類，2008年。（分担：第4章第3節(pp.76-79)，第
2部p.124。）

  論文・研究ノート 
・�1.�書評：「書評と紹介：角谷常子編『東アジア木簡学のために』」，『日本歴史』第820号(2016年9月号)，
pp.86-88，2016年。（依頼論文）

・�2.�学界展望：「日本学界“史料论”研究及其背景」（中国語），《中國史研究動態》2016年第4期，pp.39-43，
2016年。（依頼論文）

・�3.�論文：「典田掾，勸農掾的職掌與鄉──對長沙吳簡中所見“戶品出錢”簡的分析」（中国語），《簡帛研究》
二〇一五秋冬巻，pp.238-256，2015年。（査読有）

・�4.�論文：「韓国城山山城木簡と中国居延漢簡の比較研究」，『国立歴史民俗博物館研究報告』第194集，
pp.7-16，2015年。（査読有）

・�5.�研究ノート：「３世紀中国の政治・社会と出土文字資料」，『歴史評論』769号(2014年5月号)，pp.54-
64，2014年。（依頼論文）

・�6.�論文：「隐逸，逸民式人士与魏晋时期的国家」（中国語），《中国中古史研究》第三卷，pp.89-104，2013年。
（依頼論文）
・�7.�学界展望：「2011年の歴史学界ー回顧と展望ー　中国・魏晋南北朝」，『史学雑誌』第121編第5号，
pp.206-212，2012年。（依頼論文）

・�8.�調査報告：「実見報告：書式と形態からみた「戸品出銭」簡」，『長沙呉簡研究報告』2009年度特刊，
pp95-105，2010年。（査読無）

・�9.�研究ノート：「『三国志』の時代から来た書類」，『歴史と地理』第624号（世界史の研究219号），pp.47-
50，2009年。（依頼論文）

・�10.�調査報告：「長沙呉簡における記載面裏側の状況　ー名簿簡・「戸品出銭」簡におけるー」，『長沙呉簡
研究報告』2008年度特刊，pp.19-25，2009年。（依頼論文）

・�11.�論文：「隠逸・逸民的人士と魏晋期の国家」，『歴史学研究』第846号（2008年大会増刊号），pp.34-
42，2008年。（査読有）

・�12.�論文：「郭太列伝の構成過程　ー人物批評家としての郭泰像の成立ー」，『金沢大学文学部論集』史学・
考古学・地理学篇第28号，pp.13-110，2008年。（査読無）

安部　聡一郎　（アベ　ソウイチロウ）　准教授
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・�13.�調査報告：「調査成果　(1)名籍竹簡」，平成16年度〜平成18年度科学研究費補助金（基盤研究(B)）「長
沙走馬楼出土呉簡に関する比較史料学的研究とそのデータベース化」研究成果報告書，pp.8-13，2007
年。（査読無）

・�14.�論文：「试论走马楼吴简所见名籍之体式」（中国語），《吴简研究》第2辑，pp.14-24，2006年。（依頼論文）
・�15.�論文：「清流・濁流と「名士」　ー貴族制成立過程の研究をめぐってー」，『中國史学』第14巻，pp.167-
186，2004年。（査読有）

・�16.�論文：「長沙呉簡にみえる名籍の初歩的検討」，『長沙呉簡研究報告』第2集，pp.39-53，2004年。（査
読無）

・�17.�論文：「党錮の「名士」再考　ー貴族制成立過程の再検討のためにー」，『史学雑誌』第111編第10号，
pp.1-30，2002年。（査読有）

・�18.�論文：「嘉禾4年・5年吏民田家莂にみえる倉吏と丘」，『嘉禾吏民田家莂研究　ー長沙呉簡研究報告・
第1集ー』，pp.55-67，2001年。（査読無）

・�19.�論文：「袁宏『後漢紀』・范曄『後漢書』史料の成立過程について　ー劉平・趙孝の記事を中心にー」，『史
料批判研究』第5号，pp.113-140，2000年。（査読無）

・�20.�論文：「後漢時代関係史料の再検討　ー先行研究の検討を中心にー」，『史料批判研究』第4号，pp.1-
43，2000年。（査読無）

  その他 
・�1.�「中国語電子資料閲覧用コンピュータの更新によせて」，金沢大学附属図書館報『こだま』第181号，
pp.6-7，2013年。

・�2.�共著：「3〜6世紀における中国江南地域の対外貿易　ー会稽郡の対日貿易を中心に」，王鏗と共著，『金
沢大学歴史言語文化学系論集』第5号，pp.183-194，2013年。（2012年7月13日に人文学類国際交流
委員会主催で開いた講演会の内容を，金沢大学創基150年記念事業準備委員会から得た財政支援によっ
て講演録に起こしたもの。安部は企画・実行と原稿編集，経緯に関する付記（経緯簡報）の執筆を担当。）

・�3.�「韓国語・中国語CD-ROM閲覧用コンピュータの設置に寄せて」，金沢大学附属図書館報『こだま』第
155号，pp.4-5，2005年。

・�4.�「新刊紹介：東晋次著『王莽　儒家の理想に憑かれた男』」，『日本秦漢史学会会報』第5号，pp.212-
213，2004年。

・�5.�『例解新漢和辞典』第二版，三省堂，2002年。（執筆協力者として熟語項目を分担執筆）

  口頭発表・ポスター発表 
・�1�「長沙走馬樓三國吳簡中所見“鄉”與“丘”對應關係的再研究」（中国語）　会議名：纪念走马楼三国吴简发

现二十周年长沙简帛研究国际学术研讨会（2016年8月28日，中国・湖南省長沙市・湖南省招待所）（口頭
発表）

・�2.�「漢魏晉期地方官立祀與西晉國家」（中国語）　会議名：第36次韓國中國學會中國學國際學術大會（2016
年8月18日，韓国・ソウル市・ソウル大学人文学院）（招待発表）

・�3.�「典田掾，劝农掾的职掌与乡——从走马楼吴简“户品出钱”简来看」（中国語）　講演会名：北京大学人
文基金讲座（2015年3月26日，北京市・北京大学历史学系）（公開講演）

・�4.�「关于范晔《后汉书》史料的考察——以东汉末期的士人动向为中心」（中国語）　講演会名：北京大学人
文基金讲座（2015年3月19日，北京市・北京大学历史学系）（公開講演）

・�5.�「中国秦漢・魏晋南北朝期の出土資料と東アジアの文字文化」　講演会名：歴博フォーラム第95回「古
代東アジアの文字文化交流」（2014年11月1日，千葉県・国立歴史民俗博物館）（公開講演）

・�6.�「臨湘縣の地理的環境と走馬樓呉簡」　会議名：魏晋南北朝史研究会2014年大会（2014年9月13日，
東京・日本女子大目白キャンパス）（口頭発表）

・�7.�「日本近二十年史料論的研究之背景」（中国語）�会議名：“中古中国的政治与制度”学术研讨会（2014年5
月25日，北京市・首都师范大学）（招待基調報告）

・�8.�「汉魏晋间孝子传关系始料所见的“鲤鱼”」（中国語）　会議名：复旦大学中华文明国际研究中心访问学
者工作坊第二期《建构与生成：汉唐间的历史书写诸层面》（2013年3月16日，上海市・复旦大学）（口頭発表）

・�9.�「刘秀河北逃亡小考——东汉建国政治过程的再检证」（中国語）　会議名：第六届中国中古史青年学者
联谊会（2012年8月26日，上海市・复旦大学）（口頭発表）

・�10.�「長沙走馬樓三國吳簡中所見「戶品出錢」簡考�ー編制帳簿的過程與「出錢」的性質ー」（中国語）　会議
名：四分溪簡牘讀書會（2011年1月8日，台湾台北市・中央研究院歷史語言研究所）（口頭発表）
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  専門分野 
日本近世史

  専門分野キーワード 
加賀藩，地域社会，幕末史，近世の天皇・朝廷，陵墓

  著書 
『幕末維新期の陵墓と社会』思文閣出版，2012年2月

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆『新修茨木市史』第2巻（第一章第三節「近世的村落の形成とそのしくみ」，第二章第六節「村社
会の変化」，同第七節「地域社会の変化」，同第八節「在郷町茨木」，同第一〇節「幕末期の変動」，第三章
第五節「皮多と非人番」の6節担当，茨木市，2016年7月）

・�編著『第7回北陸銀行若手研究者助成金調査報告書　鍋屋文書目録』（編著，加賀藩研究ネットワーク調
査協力，2016年3月）

・�共著『古代史研究の最前線　天皇陵』（洋泉社，2016年1月，分担部分「陵墓を「発見」した人々ー考証家
と陵墓治定の実態ー)���

・�分担執筆『東近江市史　能登川の歴史』第2巻　中・近世編（第七章　文化と学問　第三節「文化を担った
人びと」担当，2013年3月）

・�分担執筆『近江日野の歴史』第3巻　近世編（第三章第三節第二項「水利と水争い」担当，日野町，2012
年3月）

・�分担執筆『東近江市史　能登川の歴史』第4巻　資料・民俗編（第三章近世第四節文化と学問3「文化を
担った人びと」担当，2012年3月）

・�共編『新修大阪市史』史料編第7巻　近世Ⅱ政治2（松本望氏・内海寧子氏と共編，大阪市，2012年1月）
・�共編『宮内庁書陵部陵墓課所蔵　明治十二年『御陵図』』（鳴海邦匡と共編（資料解説①『御陵図』解説部分
pp.4〜5担当），2011年2月）

・�分担執筆『近江日野の歴史』第8巻史料編（第三章第三節第二項「水利と水争い」担当，日野町，2010年
11月）

・�分担執筆『歴史の中の天皇陵』高木博志・山田邦和等と共著，思文閣出版，2010年9月（分担部分「江戸
時代の天皇陵」）

・�共編『「篠山藩青山家文書」絵図目録：近世前期大坂周辺絵図』（鳴海邦匡・大澤研一と共編（資料解説・絵
図目録部分pp.3〜14担当），2009年7月）

・�共編『新修茨木市史』第5巻　史料編近世（福山昭氏等と共編，領主支配・村政・農業・家と生活文化・茨
木町・幕末の変動を執筆，茨木市，2009年3月）

・�共編『新修大阪市史』史料編第6巻近世Ⅰ政治1（吉田洋子氏と共編，大阪市，2007年12月）

  論文・研究ノート 
・�書評「中野節子『加賀藩の流通経済と城下町金沢』」（『加賀藩研究』4，2014年6月）
・�論文「陵墓と朝廷権威ー幕末維新期の泉涌寺御陵衛士の検討からー」（『歴史評論』771，2014年7月）依
頼論文

・�論文「桓武天皇陵の治定と「伏見古図」」（『史敏』2013夏(11)�，2013年7月）査読有
・�論文「幕末期の大阪湾警衛と村々」（『大塩研究』68号，2013年3月）依頼論文
・�論文「近代陵墓体系の形成ー明治初年の陵墓探索・治定と考証家ー」（『日本史研究』日本史研究会編，
600号，2012年8月）依頼論文

・�論文「近世社会における天皇・朝廷権威とその解体ー河内国石川郡叡福寺を中心にー」（『日本史研究』日
本史研究会編，571号，2010年3月）依頼論文

・�論文（共著）「篠山藩青山家文書にみる大阪城代時代の絵図ー概要の紹介ー」（『大阪の歴史』大阪市史編纂
所編，72号，2009年1月，鳴海邦匡氏と共同執筆）

・�論文「維新期陵墓政策の展開と特質ー陵墓管理を中心にー」（『待兼山論叢』大阪大学文学会編，42号史
学篇，2008年12月）依頼論文

上田　長生　（ウエダ　ヒサオ）　准教授
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・�論文「朝廷「権威」と在地社会ー山城国の陵墓を事例にー」（学習院大学人文科学研究所共同研究プロジェ
クト近世朝幕研究の基盤形成『近世の天皇・朝廷研究－第1回大会成果報告集－』2008年3月）依頼論文

・�論文「幕末維新期の権力と地域社会ー山陵普請・管理を中心にー」
・�（『ヒストリア』大阪歴史学会編，208号，2008年1月）査読有
・�論文「幕末維新期の陵墓と村・地域社会ー飯豊天皇陵の祭祀・管理を事例にー」（『歴史評論』歴史科学協
議会編，673号，2006年5月）依頼論文

・�論文「陵墓管理制度の形成と村・地域社会ー幕末期を中心にー」（『日本史研究』日本史研究会編，521号，
2006年1月）依頼論文・査読有

・�論文「幕末維新期の陵墓・皇霊祭祀の形成」（『歴史科学』大阪歴史科学協議会編，182号，2005年5月）
依頼論文

・�論文「幕末維新期の開化天皇陵の創出をめぐる動向〜地域社会の受容を中心に〜」（『日本史研究』日本史
研究会編，478号，2002年6月）査読有

  その他 
・�史料紹介「近世初期大坂の地子収取と惣代ー新出史料の紹介ー」（『大阪の歴史』79号，2012年11月）
・�研究動向「一一　宗教・思想」「一三　産業・商業・交通」のうち産業（「2011年の歴世学界ー回顧と展望ー　
近世」『史学雑誌』第121編第5号，2012年6月）

・�シンポジウム記録「近世史からみた太田茶臼山古墳」（茨木市史シンポジウムの記録「歴史の中の太田茶
臼山古墳（継体陵古墳）ーその被葬者に迫るー」『新修茨木市史年報』第10号，2012年3月）

・�新刊紹介「新刊紹介　荒武賢一朗編『近世史研究と現代社会ー歴史研究から現代社会を考えるー』」（『ヒ
ストリア』230号，2012年2月）

・�史料紹介「元禄期の大坂目付ー若狭野浅野家文書の大坂目付関係史料の紹介ー」（下）（『大阪の歴史』77
号，2012年1月）

・�史料紹介「元禄期の大坂目付ー若狭野浅野家文書の大坂目付関係史料の紹介ー」（上）（『大阪の歴史』76
号，2011年1月）

・�事典『大阪の地名由来辞典』（淀川区・東淀川区の項目執筆，東京堂出版，2010年8月）
・�事典『江戸幕府大事典』（大坂城代・大坂定番・大坂加番・大坂破損奉行等14項執筆，吉川弘文館，2009
年12�月）

・�史料紹介「史料紹介　沢良宜浜村庄屋日記」（『茨木市史年報』茨木市史編さん委員会，5号，2006年10月）
・�史料紹介「史料紹介　吉祥院村庄屋文書」（『世界人権問題研究センター研究紀要』世界人権問題研究セン
ター編，9号，2004年3月）

  口頭発表・ポスター発表 
・�口頭発表「幕末〜明治前期の陵墓治定の担い手とその特質」（「世界遺産と陵墓」研究会例会，2015年6
月27日，於キャンパスプラザ京都）

・�口頭発表「幕末〜明治前期の陵墓祭祀とその特質」（北陸史学会2015年度大会，2014年11月23日，於
金沢大学サテライトプラザ）

・�口頭発表「寛文・延宝期大坂川口の新田開発と治水政策ー大坂船手の改革との関連からー」（加賀藩研究
ネットワーク第18回例会，2014年6月15日，於金沢大学サテライトプラザ）

・�口頭発表「明治期の陵墓祭祀と管理」（「近代天皇制と社会」研究班例会報告，2013年10月19日，於京
都大学人文科学研究所）

・�口頭発表「近世史からみた太田茶臼山古墳」（茨木市史シンポジウム「歴史のなかの太田茶臼山古墳（継体
陵古墳）ーその被葬者に迫るー」，2011年12月28日，於茨木市男女共生センターローズワム）

・�口頭発表「近世天皇・朝廷権威の構造とその解体ー河内国石川郡叡福寺を中心にー」（日本史研究会2009
年度大会，2009年10月11日，於佛教大学）

・�口頭発表「寛文・延宝期大坂川口の新田開発と治水政策ー大坂船手の改革との関連からー」（大阪歴史学
会近世史部会10月部会報告，2010年10月29日，於梅田東学習ルーム）

・�口頭発表「朝廷「権威」と在地社会ー山城国の陵墓を事例にー」（近世の天皇・朝廷研究第1回大会，2007
年9月22日，於学習院大学）

・�口頭発表「幕末維新期の権力と地域社会ー山陵普請・管理を中心にー」（2007年度大阪歴史学会近世史
部会大会個人報告，2007年6月24日，於大阪市立大学）

・�口頭発表「幕末維新期の陵墓と村・地域社会ー飯豊天皇陵の祭祀・管理を事例にー」（第39回歴史科学協
議会全国総会・大会「歴史のなかの伝統Ⅲ－愛国・郷土・伝統－」2005年11月20日，於青山学院大学）
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  専門分野 
近現代日本経済史

  専門分野キーワード 
満州移民，人的移動，社会運動，戦争，資本主義

  著書 
・�『人びとはなぜ満州へ渡ったのか　－長野県の社会運動と移民』世界思想社，2015年。

  共著，共編著，編著 
・�『能登』石川県歴史博物館編，同館，2011年（分担：「満州移民研究の諸問題」）
・�『地域統合と人的移動――ヨーロッパと東アジアの歴史・現状・展望』野村真理・弁納才一編，御茶の水
書房，2006年。（分担：第2部第4章）

・�『戦争と民衆の現代史』長野県現代史研究会編，現代史料出版，2005年。（分担：第1章）（2006年度飯田
歴研賞受賞）

  論文・研究ノート 
・�書評：「飯田市歴史研究所編『満州移民ー飯田下伊那からのメッセージ』」『人民の歴史学』第177号，
2009年。（依頼論文／査読有）

・�論文：「満州移民送出における経済的要因の再検討�ー長野県を事例にして」『金沢大学経済論集』29(2)，
2009年。（査読無）

・�論文：「信濃教育会による満蒙開拓青少年義勇軍送出背景の検証（上）」『信濃』61巻7号，2009年。（査読有）�
・�論文：「信濃教育会による満蒙開拓青少年義勇軍送出背景の検証（下）」『信濃』61巻8号，2009年。（査読有）
・�論文：「満州移民送出における民衆動員の過程と背景　〜最大送出県・長野県を事例として〜」博士号取
得論文，2005年。（査読有）

・�論文：「満州移民送出における経済要因の再検討�〜最大送出県・長野県を事例として〜」（『社会環境研
究』第10号，2005年。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「恐慌下社会運動の展開と満州移民の送出」日本植民地研究会第23回全国研究大会（2015.7.5，豊島区）
・�「満蒙開拓団と青少年義勇軍　ー送出におけるメカニズムの相違点ー」第49回北陸史学会大会
（2007.11.25，金沢市）

小林　信介　（コバヤシ　シンスケ）　准教授
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  専門分野 
・�西洋近現代史

  専門分野キーワード 
・�南アフリカ史，イギリス帝国史

  共著，共編著，編著 
・�共著：『第一次世界大戦を考える』藤原辰史編，共和国，2016年。（分担：「ソンムと英仏海峡のあいだ」）
・�共著：『異端者たちのイギリス』志村真幸編，共和国，2016年。（分担：「初期南アフリカ共産党の人びと」）
・�共著：『世界戦争』（現代の起点第一次世界大戦1）山室信一編，岩波書店，2014年。（分担：「南アフリカ
と第一次世界大戦」）

・�共著：『西洋史を学ぶ』（人文学への接近法）服部良久ほか編，京都大学学術出版会，2010年。（分担：「近
代史研究の現状を知る」）

・�共著：『ウォーラーステイン』（知の教科書）川北稔編，講談社，2001年。（分担：「アパルトヘイトとウォー
ラーステイン」）

  論文・研究ノート 
・�論文：「シシ・グール像の形成ー20世紀南アフリカの一カラード・エリート女性をめぐってー」『女性史
学』24号，2014年。（依頼論文／査読有）

・�解説：「19－20世紀転換期の南アフリカと法の混合」『19世紀学研究』8号，2014年。（依頼）
・�論文：「イギリス帝国，ケープ，南アフリカ」『新しい歴史学のために』281号，2012年。（依頼論文）
・�論文：「192，30年代南アフリカのカラード」『史林』94巻1号，2011年。（依頼論文／査読有）
・�書評：「井野瀬久美惠・北川勝彦編著『アフリカと帝国ーコロニアリズム研究の新思考にむけてー』」『西
洋史学』242号，2011年。（依頼）

・�論文：‘British�Identity�in�the�Late�Nineteenth�Century�Cape�Colony:�Racism,�Imperialism,�and�the�East-
ern�Cape’,�Zinbun�41,�2009.�（査読有）

・�論文：「歴史家W・M・マクミランの南アフリカ時代（1891－1933年）」『歴史研究』46号，2009年。（依
頼論文）

・�書評：「細川道久著『カナダ・ナショナリズムとイギリス帝国』」『史林』92巻2号，2009年。（依頼）
・�論文：「歴史家E・A・ウォーカーと南アフリカのブリティッシュ・リベラリズム」『史林』91巻6号，2008
年。（査読有）

・�解説：「アレントと南アフリカ」『人文知の新たな総合に向けて』（21世紀COEプログラム「グローバル化
時代の多元的人文学の拠点形成」）第3回報告書上巻（京都大学大学院文学研究科），2005年。（依頼）

・�論文：「19世紀末ケープ植民地とヨーロッパ・アイデンティティ」『人文知の新たな総合に向けて』（21世
紀COEプログラム「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」）第2回報告書Ⅰ〔歴史篇〕（京都大学
大学院文学研究科），2004年。（依頼論文）

・�書評：「井野瀬久美惠著『植民地経験のゆくえーアリス・グリーンのサロンと世紀転換期の大英帝国ー』」
『史林』87巻4号，2004年。（依頼）
・�書評：「南川高志著『海のかなたのローマ帝国ー古代ローマとブリテン島ー』」『史林』87巻3号，2004年。
（依頼，分担：106－107，111－112頁）
・�論文：「ミルナー・キンダーガルテンの南アフリカ経験（1899－1910年）と『シティズンシップ』」『史林』
86巻6号，2003年。（査読有）

・�論文：「南アフリカ連邦結成と『和解』の創出」『史林』85巻3号，2002年。（査読有）

堀内　隆行　（ホリウチ　タカユキ）　准教授
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・�書評：「本田毅彦著『インド植民地官僚ー大英帝国の超エリートたちー』」『史林』85巻5号，2002年。（依頼）

  その他 
・�「ネルソン・マンデラとその時代」『現代世界への歴史学的アプローチ』（金沢大学グローバル・スタンダー
ド科目教科書），2016年。

・�「ボーア戦争」「アパルトヘイト」『イギリス文化事典』丸善出版，2014年。
・�「西洋史と日本史をどう結ぶか」『社会の学び方』（平成24年度文部科学省「知識基盤社会の教育を担う教
員養成プロジェクト」）報告書（新潟大学教育学部人間社会ネットワーク講座），2013年）。

・�「キンバリー鉱山」「鉱山業」川北稔編『所有と生産』（歴史学事典13）弘文堂，2006年。
・�「鉱山開発」猪口孝ほか編『国際政治事典』弘文堂，2005年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「19－20世紀のケープとリベラリズム」会議名：シンポジウム「近代植民地都市における政治と都市
文化ー特に代議制，民主主義との関連でー」（大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター，
2015年1月10日）（招待）

・�「シシ・グール像の形成ー20世紀南アフリカの一カラード・エリート女性をめぐってー」会議名：現代史
研究会例会（法政大学，2013年11月30日）（招待）

・�‘“The�Remarkable�Survival�of�Roman-Dutch�Law�in�Nineteenth�Century�South�Africa”�Authored�by�
Rena�van�den�Bergh’� 会議名：Society�of�the�Nineteenth�Century�Scholarship�(Niigata�University,�4�
February�2012)�（招待）

・�「19世紀の終焉ー南アフリカと第一次世界大戦ー」会議名：シンポジウム「帝国を使いつくすー第一次世
界大戦と植民地統治ー」（京都大学人文科学研究所「第一次世界大戦の総合的研究」，2012年1月28日）（招
待）

・�「南アフリカ史のなかのブリティッシュ・アイデンティティ」会議名：第56回「コンフリクトの人文学」
セミナー（グローバルCOEプログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」，大阪大学，2010年
11月15日）（招待）

・�「192，30年代南アフリカのカラード」会議名：史学研究会例会（京都大学，2010年4月17日）（招待）
・�「『ムフェカネ』の記憶ー19世紀前半の南部アフリカ史を巡ってー」会議名：日本アフリカ学会第45回大
会（龍谷大学，2008年5月24日）

・�‘Press�of�“Progressive�Farmers”:�The�Port�Elizabeth�Telegraph�and�the�British�Identity�in�the�Late�Nine-
teenth�Century�Cape�Colony’�会議名：British�World�Conference�(University�of�Bristol,�United�Kingdom,�
11�July�2007)

・�‘Newspapers�and�the�British�Identity�in�the�Late�Nineteenth�Century�Cape�Colony’�会議名：School�of�
History�Conference�(University�of�Leeds,�United�Kingdom,�10�December�2004)�（招待）

・�「ミルナー・キンダーガルテンの南アフリカ経験（1899－1910年）ー『ブリタニック・シティズンシップ』
の生成ー」会議名：日本西洋史学会第53回大会（愛知県立大学，2003年5月11日）
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  専門分野 
日本古代史

  専門分野キーワード 
律令制，軍事，交通検察

  著書 
・�『律令国家の軍事構造』同成社，2016年

  共著，共編著，編著 
・�共著：『『朝野群載』巻二十二　校訂と注釈』吉川弘文館，2015年。（分担：文書番号⑤・⑳・㉛・㉟）
・�共著：『岩波講座日本歴史　四　古代四』，岩波書店，2015年。（分担：論文「古代国家の軍事組織とその
変質」）

・�共著：『古代中国・日本における学術と支配』，同成社，2013年。（分担：論文「『日本国見在書目録』刑法
家と『律附釈』」）

・�共著：『律令制研究入門』，名著刊行会，2011年。（分担：Ⅱ部2章）
・�共著：『日唐律令比較研究の新段階』，山川出版社，2008年。（分担：Ⅱ部5章）

  翻訳 
・�単独訳：孟彦弘「唐前期的戦争与兵制」，遠山一郎・丸山裕美子編『いくさの歴史と文字文化』，三弥井書
店，2010年。

  論文・研究ノート 
・�論文：「天聖捕亡令と身分制　－奴婢関連規定を中心として－」『唐代史研究』17号，2014年（査読無）
・�論文：「律令制下における関剗の機能」，『日本歴史』第774号，2012年。（査読有）
・�論文：「唐代における水関と関市令」，『工学院大学研究論叢』50篇2号，2012年。（査読無）
・�論文：「正倉院文書写経機関関係文書編年目録　－天平勝宝三年－」，『東京大学日本史学研究室紀要』
第13号，2009年。（査読無）

・�論文：「律令関制度の構造と特質」，『東方学』第117輯，2009年。（査読有）
・�論文：「律令軍団制の成立と構造」，『史学雑誌』第116編第7号，2007年。（査読有）

  その他 
・�「軍団兵士制から健児制への変容」，『歴史と地理　日本史の研究』241号，2013年。（解説）
・�「律令軍制」，木村茂光監修・歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』，東京堂出版，2012年。（辞典項目）
・�「古代学研究所編『仁明朝史の研究』」，『史学雑誌』第121編第3号，2012年。（新刊紹介）
・�「小林宏『日本における立法と法解釈の史的研究　第一巻　古代・中世』」，『史学雑誌』第120編第6号，
2011年。（新刊紹介）

・�「2009年の歴史学会　－回顧と展望－」（日本（古代）の「二」を吉永匡史が担当），『史学雑誌』第119編第
5号，2010年。（学会動向）

・�「『唐研究』14巻」（武井紀子氏と共同執筆），『唐代史研究』12号，2009年。（書評）
・�「佐伯有清編『日本古代史研究と史料』」，『史学雑誌』第115編第6号，2006年。（新刊紹介）
・�「松本政春『奈良時代軍事制度の研究』」，『史学雑誌』第113編第8号，2004年。（新刊紹介）

吉永　匡史　（ヨシナガ　マサフミ）　准教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�「日唐の射礼と支配秩序　ー唐軍礼の継受をめぐってー」会議名：「東アジアにおける比較儀礼史の研究」
第6回国際セミナー（2016年8月7日，お茶の水女子大学）

・�「律令制下における射藝と支配秩序」（会議名：「2015年度北陸史学会大会」北陸史学会（2015年11月29
日，金沢大学サテライトプラザ）

・�「天聖捕亡令と身分制　－奴婢関連規定を中心として－」会議名：唐代史研究会夏期シンポジウム「天聖
令と東アジア」（2013年8月19日，箱根強羅静雲荘）

・�「『新唐令拾遺』の編纂について」会議名：第57回国際東方学者会議（東方学会）シンポジウム「天聖令と律
令比較研究Ⅱ」（2012年5月25日，日本教育会館）

・�「日唐宋関市令の比較研究」会議名：第53回国際東方学者会議（東方学会）シンポジウム「天聖令と律令比
較研究」（2008年5月16日，日本教育会館）

・�「日唐屯田制の構造」会議名：第35回古代史サマーセミナー（2007年8月20日，長崎県壱岐市・ホテル
ステラコート太安閣）

・�「軍団と関」会議名：第103回史学会大会古代史部会（2005年11月13日，東京大学）
・�「軍団兵士制の成立と在地支配に於けるその意義」会議名：第31回古代史サマーセミナー（2003年8月
23日，奈良県奈良市・ホテルニューわかさ）



−135−

  専門分野 
考古学，芸術考古，博物館学と文化資源学

  専門分野キーワード 
地域間交流の考古学，装身具研究，玉器とトルコ石製品の地域間交流，東西方博物館学の比較研究，中
国文化遺産の保存と利用

  著書 
・�単著『中国古代装饰品研究�(新石器时代ーー早期青铜时代)�』中国陝西師範大学出版总社，2010年12月

  共著，共編著，編著 
・�共著『早商城市文明的形成与発展』中国　科学出版社　2016年12月(袁広阔と共同執筆)　
・�共著『陝西通史』第1巻　中国陝西師範大学出版社　1998年(段清波，王社江と共同執筆)
・�共著岡村秀典編�『雲岡石窟ー遺物篇』2006年　朋友書店(分担執筆)

  翻訳 
・�単訳　Chen�Shen「中国秦兵马俑展」(The�Warrior�Emperor�and�China’s�Terracotta�Army)�Royal�Ontario�
Museum　Press,　Canada　2010年

・�単訳　岡村秀典，向井祐介「云冈石窟寺的考古学研究」『日本東方学』2,006年第１期　中華書局
・�単訳　秋山進午「20世纪中国发现拜占廷金币的再考察」『日本東方学』2,006年第１期　中華書局
・�共訳　岡村秀典「农业文明与国家的起源」『華夏考古』　200２年第1期(姜宝蓮と共訳)
・�「仰韶文化的聚落结构」
・�共訳　岡村秀典「仰韶文化的聚落结构」『考古与文物』　2001年第6期(姜宝蓮と共訳)
・�共訳　松井章　「欧美动物考古学的新进展－以西欧，北美为中心」『考古与文物』1994年第1期(袁靖と
共訳)

  論文・研究ノート 
2000年以後に公刊されたもの。
・�論文：「Turquoise�Ornaments�and�Inlay�Technology�in�Ancient�China」�『Journal�of�Archaeology�for�Asia�
and�Pacific』�Vol.55.No.2.�Autumn�2016(査読有)

・�論文：「Relationship�Between�South�China�and�Vietnam:�Technology,�Function�and�Distribution�of�Jade�
Stone�Ornaments」『金沢大学考古学紀要』第36号(40周年記念号)�2015年3月

・�論文：「中国古代镶嵌工芸与緑松石装饰品」中国社会科学院考古研究所『夏商都邑与文化』第二巻2014年
(査読有)

・�論文：「世界から見た日本考古学ー中国とカナダからのまなざしー」日本考古学研究会『考古学研究』第
61巻第2号(通巻242号)2014　(依頼論文)(査読有)

・�論文：「早商城市文明時期的手工業経済模式」『金沢大学考古学紀要』第35号2014年3月
・�論文：「夏商時期江淮河地区与中原地区的地域間文化動態関係ー以陶器資料分析为中心」湖北省文物考
古研究所雑誌『江漢考古』2013年第2期(査読有)

・�論文：「中国古代髪飾研究」北京大学考古文博学院編『考古学研究』八　2012年　文物出版社(査読有)
・�論文：「ROM�Research�–�Jomon�Artifacts�From�Yagi」『Past�&�Present』－The�Newsletter�of�The�ROM�
Friends�of�Archaeology�and�The�University�of�Toronto�Archaeology�Centre　2011年　Fall

・�論文：「新石器时代环形装饰品研究」中国社会科学院考古研究所雑誌『考古学報』2011年第2期(査読有)
・�論文：「二里頭時代的中原東部地区ーー以陶器資料分析为主」中国社会科学院考古研究所编著『考古一
生ー安志敏先生纪念文集』　2011年　文物出版社

・�論文：「史学的な視点から見た中国初期国家形成過程の研究動態」京都大学大学院考古学研究室記念論
集『遠古登攀－遠山昭登君追悼考古学論集』2010年

・�論文：「Fashion�in�Qin�China」『ROM�–�Magazine�of�the�Royal�Ontario�Museum』Summer�2010(査読有)
・�論文：「河南焦作府城遺跡陶器研究　ーー対二里頭文化和二里岡文化陶器数量分析的尝试」陝西省考古
研究所雑誌『考古与文物』2009年第1期(査読有)

・�論文：「豫北地区二里頭時代的地域間交流ー以陶器資料分析为中心」河南省文物考古研究所雑誌『華夏考

秦　小麗　（シン　ショウレイ）　特任准教授
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古』2008年第1期(査読有)
・�論文：「晋西南地区二里头文化至二里冈文化陶器演变研究」中国社会科学院考古研究所雑誌『考古』2006
年第2期　(査読有)

・�論文：「中国初期国家形成期の長江流域地区ーー土器から見た地域間交流関係」小南一郎編『中国文明の
形成』（京都大学人文科学研究所研究報告書）朋友書店　2004年

・�論文：「二里頭時代の中原東部地区ーー土器から見た地域間交流関係とその背景」日本中国考古学会会
誌『中国考古学』2004年第4期(査読有)

・�論文：「二里頭時代の土器動態とその背景ーー中国初期国家形成過程における地域間関係の分析」日本
東方学会『東方学』第106期　2003年(査読有)

・�論文：「中国初期王朝国家形成過程中的地域関係」北京大学中国考古学研究中心『古代文明』第2巻　文物
出版社

・�論文：「陶器研究方法試論ーー以復元社会生活为目的的陶器研究方法」陝西省考古研究所編『記念石興邦
先生八十華誕論文集』　2003年　三秦出版社(査読有)

・�論文：「三星堆文化与中原夏商文化的関係」宋鎭豪，肖先進編『夏商周文明研究－商代文明与三星堆遺跡
発見三十周年国際学術会議論文集』５　社会科学文献出版社

・�論文：「二里頭時代から二里岡時代への転換ー山西省西南部の土器資料を中心として」日本中国考古学
会会誌『中国考古学』2001年第1期(査読有)

・�論文：「二里頭文化と先商文化の土器様式ーー豫北地区の二里頭期を中心に」日本古代学協会『古代文化』
第53巻第3号　2001年(査読有)

・�論文：「山西夏県東陰遺跡調査試掘報告」陝西省考古研究所雑誌『考古与文物』2001年第6期(査読有)
・�論文：「陝西省臨潼康家龍山文化遺跡1990年発掘動物遺存」河南省文物考古研究所雑誌『華夏考古』2001
年第1期(査読有)

・�論文：「商代前期城郭遺跡の調査」日本考古学協会第66回総会研究　2000年
・�論文：「二里頭文化的地域間交流ーー以山西省西南部的陶器動態为中心」陝西省考古研究所雑誌『考古与
文物』2000年第4期(査読有)

・�論文：「河南焦作府城遺跡発掘報告」中国社会科学院考古研究所雑誌『考古学報』2000年第4期(査読有)

  口頭発表・ポスター発表 
・�1．试论新石器时代黄河中游地区出土的长江系玉器�会議名：早期石城与文明化進程ー中国陝西神木石

峁遺跡国際学術会議(2016年8月16日ー19日，中国陝西省楡林市神木県)
・�2．从考古资料看新石器时代晚期到早期青铜时代的东西方文化交流-绿松石，海贝与玛瑙珠　会議名：
北京大学と四川大学共同主催：早期東西文化交流国際学術会議(2016年8月12-15日，中国　北京大学)

・�3．Jade�Beads�Production�in�East�Region�of�China会議名：The�Eighth�World�Archaeological�Con-
gress(WAC-8)(Angust28th-September�2nd,2016�Kyoto，Japan)

・�4 ．Turquoise�Ornaments�and�Inlay�Technology�in�Majiayao�and�Qijia�Culture-A�Comparative�Study�
of�Inlay�Technology�in�Ancient�China」会議名：Society�For�American�Archaeology-�80th�Annual�Meet-
ing(2015年4月15-19，USA�San�Francisco　)

・�5．The�Study�of�Turquoise�Ornaments�and�inlay�Technology�From�Later�Neolithic�to�Early�Bronze�Age�
of�China」会議名：Sixth�Worldwide�Conference�Of�SEAA�(Society�for�East�Asian�Archaeology)(2014年
6月6-10日Ulaanbaatar,�Mongolia)

・�6．「世界から見た日本考古学ー中国とカナダからのまなざしー」会議名：日本考古学研究会第60回総会
講演(2014年4月19日　岡山大学　招待講演)

・�7．「Relationship�between�South�China�and�Vietnam:�Technology,�Function�and�Distribution�of�Jade�
Stone�Ornaments」会議名：The�20th�Indo-Pacific�Prehistory�Association�Congress�(IPPA)

・�(2014年1月12-18日　Siem�Reap,�Kingdom�of�Cambodia)
・�8．「中国古代トルコ石象嵌技術とその接着剤について」会議名：夏商都邑考古暨纪念偃师商城发现30周

年国际学术讨论会(2013年10月28-30日　中国河南偃师)
・�9．「Basic�Research�of�Bangles�and�Social�Behaviors�in�China」会議名：4th�Worldwide�Conference�of�
the�SEAA�(Society�for�East�Asian�Archaeology)(2008年6月7-11日China　Beijing)

・�10．「二里頭時代の中原東部地区ー土器から見た地域間交流関係」会議名：日本中国考古学会第14次大
会(2003年11月　日本　南山大学)

・�11．「二里頭時代の土器動態とその背景ー中国初期国家形成過程における地域間関係の分析」　会議名：
第47回国際東方学者会議東京会議(2002年6月　日本　学習院大学)(招待講演)
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  専門分野 
縄文考古学，東南アジア考古学，博物館学，文化資源学

  専門分野キーワード 
先史社会論，越境する物質文化，文化遺産とナショナリズム，考古学と現代社会

  共著，共編著，編著 
・�共著『縄文時代の考古学10人と社会-人骨情報と社会組織-』小杉康・他編,�同成社,�2008年（分担：「装身
と表示2　土製耳飾の装身原理」，依頼原稿）

  論文・研究ノート 
・�研究展望：「東アジア世界の中の北部ベトナム先史時代玉器製作遺跡群」『東南アジア考古学』第35号,�
2015年.�(査読有)

・�遺跡紹介（共著）：「ベトナム�ハイフォン市チャンケン遺跡:�北部ベトナムの先史時代玉造遺跡」『考古学
研究』�第62巻第2号,�2015年（依頼原稿）

・�論文：「縄文後・晩期の土製耳飾りと縄文社会」早稲田大学先史考古学研究所編『縄文時代装身具の考古
学–身体の装飾をどうとらえるか』,�2013年.�(依頼原稿)

・�論文：「韓国先史文化と文化資源学」『金沢大学�文化資源学研究』第4号,�2012年.�(査読無)
・�論文：「ベトナムにおける先史文化の考古学的研究とその資源化に関する研究」『金沢大学�文化資源学研
究』創刊号,�2011年.�(査読無)

・�論文：「縄文晩期耳飾の文様論」『旃檀林の考古学ー大竹憲治先生還暦記念論文集ー』,�2011年.�(依頼原稿)
・�論文：「花輪台貝塚土偶をみる」『南山大学人類学博物館紀要』第28号,�2010年.�（査読無）
・�論文：「土偶にみられる衣装表現に関する一試論」『古代文化』,�第61巻3号,�2009年.�(査読有)
・�論文：「南山大学人類学博物館所蔵の「考古学研究の研究」に関係する資料のアーカイブ化に向けて　附・
第一展示室展示アルバム作成メモ追記」『南山大学人類学博物館紀要』第27号,�2009年.�(査読無)

・�論文：「縄文時代における『土製腕輪』の研究」『古代文化』第59巻4号,�2008年.�(査読有)
・�論文：「第一展示室（考古資料展示室）展示アルバム作成メモ」『南山大学人類学博物館紀要』第26号,�
2008年.�(査読無)

・�論文：「縄文時代晩期における耳飾の分布について-愛知県を中心に-」『列島の考古学II-渡辺誠先生古稀
記念論文集-』,�2007年.�(依頼原稿)

・�資料紹介：「福島県大日平遺跡出土の縄文土器と土製腕輪-角田コレクション紹介7-」『名古屋大学博物
館報告』第23号,�2007年.�(査読無)

・�資料紹介：「福島県矢細工遺跡の出土のスダレ状圧痕-角田コレクション紹介5-」『古代文化』第59巻1号,�
2007年.�(査読無)

・�資料紹介：「秋田県角間崎貝塚出土の礫石錘-角田コレクション紹介6-」『名古屋大学博物館報告』第22号,�
2006年.�(査読無)

・�論文：「玦状耳飾の装着方法」『日本考古学』第22号,�2006年.�(査読有)
・�資料紹介（共著）：「宮城県里浜貝塚製塩土器の再発見-角田コレクション紹介4-」『名古屋大学博物館報
告』第21号,�2005年.�(査読無)

・�資料紹介：「アメリカ式石鏃5点および関連資料2点-角田コレクション紹介2-」『古代文化』第57巻第11
号,�2005年.�(査読無)

・�資料紹介：「図版解説　青森県榎林遺跡出土の榎林式復元土器-角田コレクション紹介1-」『古代文化』第
57巻第3号,�2005年.�(査読無)

・�資料紹介：「宮城県室浜貝塚出土資料の研究-角田コレクション紹介3-」『名古屋大学博物館報告』第20号,�
2004年.�(査読無)

吉田　泰幸　（ヨシダ　ヤスユキ）　特任准教授
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・�論文：「土製栓状耳飾の地理的分布と通婚圏」『長野県考古学会誌』第105号,�2004年.�(査読有)
・�論文：「縄文時代における土製栓状耳飾の研究」『名古屋大学博物館報告』第19号,�2003年.�(査読有)

  その他 
・�研究プロジェクト報告：「国立民族学博物館所蔵・鹿野忠雄コレクションの基礎的研究.」『公益財団法人
三島海雲記念財団研究報告書』平成28年度〈第53号〉,�2016年.

・�研究プロジェクト報告：「鹿野忠雄台湾考古資料の再検討：石製装身具とその製作技術を中心に」『髙梨
学術奨励基金年報:�平成27年度髙梨学術奨励基金若手研究助成・研究成果報告書』,�2016年.

・�展示：Contemporary�Field�Notes�(ink�on�paper�/� 紙，インク).�“Garden�of�Fragments”,�The�Eighth�
World�Archaeological�Congress,�建仁寺塔頭両足院:�World�Archaeological�Congress�Kyotoサテライト
会場,�2016年.�(依頼出展)

・�書評:�「俵寛司著『脱植民地主義のベトナム考古学-「ベトナムモデル」「中国モデル」を超えて』」『考古学研
究』第62巻第1号,�2015年.�(依頼原稿)

・�研究プロジェクト報告（共著）：「博物館部会による展示環境に関する実験-(2)アンケート企画作成と実
験成果-」『南山大学人類学博物館オープンリサーチセンター2008年度年次報告書』,�2009年.�(依頼原稿)

・�学会誌上発表：「着装装身具と副葬品」『日本考古学協会2008年度愛知大会研究発表資料集』,�2008年.�(依
頼原稿)

・�発掘調査報告書（共著）：『横町遺跡（縄文時代本文編）』北上市埋蔵文化財調査報告,�90,�2008年�(「土製耳
飾」分担，依頼原稿)

・�発掘調査報告書（共著）：『神奈川県川崎市初山遺跡発掘調査報告書』2007年(「第2章遺構」・「第3章第1
節土製品」分担，依頼原稿)

・�発掘調査報告書（共著）：『岐阜県南濃町羽沢貝塚発掘調査報告書』南濃町文化財調査報告書第6冊,�2000
年�(「第4章第4節石器」・「第4章第5節石製品」分担，依頼原稿)

  口頭発表・ポスター発表 
・�‘Prehistoric�Jomon�Site�Parks�and�Environmentalism’�Presented�at:�“Joint�East�Asian�Studies�Confer-
ence�2016”�London,�United�Kingdom.�9�September�2016.�(審査有)

・�‘The�Background�of�Diffusion�of�Jade�Manufacturing�Technique’�Presented�at:�“�The�Eighth�World�Ar-
chaeological�Congress”�Kyoto,�Japan.�29�August�2016.�(審査有)

・�‘Spatial�Analysis�of�Jomon�Ear�Ornaments:�Toward�Diverse�Interpretations’�Presented�at:�“�Seventh�
Worldwide�Conference�of�the�Society�for�East�Asian�Archaeology”�Cambridge/Boston,�United�States�
of�America.�9�June�2016.�(審査有)

・�‘The�Prehistoric�Jomon�and�Ideological�Conflict�in�Contemporary�Japan’�Presented�at:�“Society�for�
American�Archaeology�81st�Annual�Meeting”�Orlando,�United�States�of�America.�9�April�2016.�(審査有)

・�‘To�Climb�or�not�to�Climb:�The�Ethics�of�Burial�Mounds�as�Public�History�in�Japan’�Presented�at:�“The-
oretical�Archaeology�Group�Bradford�2015”�Bradford,�United�Kingdom.�16�December�2016.�(審査有)

・�「縄文と社会運動」会議名『国立民族学博物館「考古学と考古学の民族誌-考古学的知識の多様な形成・利
用・変成過程の研究」第一回共同研究会』�吹田.�2015年10月18日(招待講演)

・�‘Stone�Ring�Ornaments�of�pre-Dong�Son�Cultures�in�Northern�Vietnam�from�the�Perspective�of�Ac-
culturation�from�Later�Neolithic�to�Bronze�Period’�Presented�at:�“15th�International�Conference�of�the�
European�Association�of�Southeast�Asian�Archaeologists”�Paris,�France.�9�July�2015.�(審査有)

・�「耳飾と縄文社会」会議名『茅野市尖石縄文考古館　尖石縄文ゼミナール』茅野.�2015年2月14日(招待講
演)

・�‘The�Production�Technique�of�Ring�Ornaments�in�the�Chinese�Neolithic-Bronze�Age�Period:�Insights�
from�Workshop�Sites�in�Northern�Vietnam’�Presented�at:�“In�Sixth�Worldwide�Conference�of�the�Soci-
ety�for�East�Asian�Archaeology”�Ulaanbaatar,�Mongolia.�9�June�2014.�(審査有)

・�‘Early�Society�in�Northern�Vietnam�indicated�by�Nephrite�Ornament’�Presented�at:�“The�20th�Indo-Pa-
cific�Prehistory�Association�Congress”�Siem�Reap,�Cambodia.�16�January�2014.�(審査有)
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  専門分野 
中国考古学，東アジア考古学

  専門分野キーワード 
新石器時代，青銅器時代，土器，

  著書 
・�『中国新石器時代の変遷と交流』六一書房，2015年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『夏商都邑与文化『夏商都邑考古曁記念偃師商城発現30周年国際学術研討会』論文集』中国社会科
学院考古研究所編2014年。（分担：「陶寺与二里頭銅鈴的出現背景ー由対新石器時代陶鈴的分析入手」
315-328頁）

・�共著：『技術と交流の考古学』岡内三眞編，同成社，2013年。（分担：「中国新石器時代の古気候と土器動
態」397-410頁）

・�共著：『江南文化之源ー記念馬家浜遺址発現五十周年図文集』浙江省文物考古研究所ほか編，中国撮影
出版社，2011年。（分担：「馬家浜文化的地域性ー以陶器的分析為主」64-79頁）

・�共著：『比較考古学の新地平』菊池徹夫編，同成社，2010年。（分担：「新石器時代陶鈴研究ー陶寺遺跡お
よび二里頭遺跡出土の銅鈴を視野にー」863-873頁）

・�共著：『シルクロードの考古学』岡内三眞編,早稲田大学文学学術院，2008年。（分担：「Part１�２-１シル
クロードの夜明け」10-11頁，「３-５コラム：トルファンのカレーズ」29頁，「Part２�２コラム：北京の
胡同」63頁，「５コラム：敦煌・莫高窟の第17窟と敦煌文書」75頁）

  翻訳 
・�単独訳：董伝万ほか「良渚囲壁基底部敷石に関する研究」『科学研究費補助金・基盤研究(Ａ)「中国におけ
る都市の生成ー良渚遺跡群の学際的総合研究ー」科研成果報告書』，2015年

・�単独訳：「掲載資料のキャプション」『チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展�展示図録』江戸東京博物館
ほか開催展覧会図録，2010年

・�単独訳：「日文堤要」『南宋恭聖仁烈皇后宅遺址ー臨安城遺址考古発掘報告』文物出版社，2008年
・�単独訳：王守功「山東先史時代における墓葬の変化と階層差の形成」『東アジアにおける新石器文化と日
本Ⅲ』國學院大學21世紀COEプログラム報告書，2006年

  論文・研究ノート 
・�論文：「劉荘遺跡からみた下七垣文化の社会構造」『東京大学考古学研究室研究紀要』第30号，2016年（査
読無）

・�論文：「中国新石器時代における貯蔵と加工ー長江下流域を中心にー」『科学研究費補助金・基盤研究(Ｃ)
『「貯蔵」と「加工」から見る東アジア農耕導入期の野生植物食料利用の実態とその変遷』研究成果報告書』
2015年（査読無）

・�論文（共著）：「今後の展望と課題」『科学研究費補助金・基盤研究(Ｃ)『「貯蔵」と「加工」から見る東アジア
農耕導入期の野生植物食料利用の実態とその変遷』研究成果報告書』2015年（査読無）

・�学界展望：「回顧と展望　中国殷・周・春秋」『史学雑誌』第５号，公益財団法人史学会，2015年（依頼論文）
・�学界展望：「考古・文物」『中国年鑑2015』，中国研究所，2015年（依頼論文）
・�論文：「中国新石器時代の太行山脈東側地区における土器編年と地域間関係」『古代』第135号，2014年（査
読有）

・�学界展望：「考古・文物」『中国年鑑2014』，中国研究所，2014年（依頼論文）
・�論文：「新石器時代におけるモノの伝播形態ー空三足器を中心にー」『中国考古学』第12号，2012年（査
読有）

・�論文（共著）：「千葉県芝山町高田２号墳の測量調査」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第57輯，2012
年（査読有）

久保田　慎二　（クボタ　シンジ）　特任助教
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・�論文：「中国新石器時代における鼎から鬲への煮沸器転換に関する実験考古学的研究ー山西省西南部を
中心にー」『史観』第166冊，2012年（査読無）

・�論文：「墓から見た馬家浜文化の地域性」『古代』第125号，2011年（査読有）
・�論文（共著）：「2008年度カシュガル地区における陶器製作工房の調査報告」『溯航』第29号，2011年（査
読無）

・�論文：「陶寺文化の成立とその背景ー土器分析を中心にー」『中国考古学』第８号2008年（査読有）
・�論文：「廟底溝文化成立試論」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第53輯2008年（査読有）
・�研究ノート：「墓からみた陶寺遺跡の性格」『溯航』第24号2006年（査読無）
・�論文：「中国新石器時代から青銅器時代における炉から竈への変遷」『歴史民俗』第３号，2005年（査読無）

  その他 
・�「良渚文化研究関連文献目録」『科学研究費補助金・基盤研究(Ａ)「中国における都市の生成ー良渚遺跡群
の学際的総合研究ー」科研成果報告書』，2015年。（共著・文献目録）

・�「地理的環境」『縄文時代後・晩期社会の研究�千葉県印西市師戸�戸ノ内貝塚発掘調査報告書』，2014年。
（報告書）
・�「日本における中国考古学関係文献目録(2013年)」『中国考古学』第14号，2014年。（共著・文献目録）
・�「2011年度早稲田大学文研考古談話会研修旅行報告　中国長江下流域の考古学」『溯航』第31号，2013
年。（共著・学術エッセイ）

・�『中国新石器時代末期における環太行山脈地区文化圏の形成過程ー土器分析を中心にー』2011-2012年
度科学研究費補助金（研究活動スタート支援）研究成果報告書，2013年。（報告書）

・�「容器」『穴澤コレクション�東洋考古学資料展』早稲田大学會津八一記念博物館企画展図録，2010年，（図
録解説）

・�「戦国鏡コラム」「星雲文鏡」「草葉文鏡」「単圏銘帯鏡」「四鳳鏡」『服部コレクション�鏡の世界�展示図録』早
稲田大学會津八一記念博物館企画展示図録，2008年。（図録解説）

・�「中国新石器時代後期における地域間交流ー山西省西南部を中心にー」『史観』第156号，2007年。（学会
発表要旨）

・�「刀子」『益子天皇塚古墳の時代�展示図録』早稲田大学會津八一記念博物館企画展図録，2005年。（図録
解説）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「中国初期稲作文化の様相」（共著）会議名：第二回文化財・科学技術研究講演会「考古学と先端科学が明
かす縄文文化と中国新石器文化」（2016年，10月１日，ホルトホール大分）（招待講演）

・�「従陶器看陝北地区考古文化与陶寺文化的関係」会議名：早期石城和文明化進程ー中国陝西神木石峁遺
址国際学術研討会（2016年８月17日，陝西省神木県）

・�「Cooking�Pottery�Use-wear�Analyses�to�Reconstruct�Rice�Cooking�Methods�of�Early�Rice�Farmers�in�
Japan�and�Middle�China」（共著）会議名：Seventh�Worldwide�Conference�of�The�Society�for�East�Asian�
Archaeology（2016年６月11日，Boston�University）

・�「中国新石器時代末期から初期王朝時代における権力の出現過程」会議名：早稲田大学総合人文科学研
究センター研究部門「社会の複雑化・階層化の史的パースペクティブ」主催シンポジウム「権力の誕生：
儀礼・祭祀からみる古代文明形成の考古学的アプローチ」（2016年２月20日，早稲田大学）

・�「従劉荘墓地来看的下七垣文化的社会結構」会議名：記念二里頭遺址発現55周年学術研討会（2014年10
月25日，中国社会科学院考古研究所）

・�「中国新疆ウイグル自治区の陶器づくり－カシュガル地区を中心に－」会議名：アジアの土と炎－民族
誌と実験考古学の最前線－（2014年３月29日，早稲田大学）

・�「陶寺与二里頭銅鈴的出現背景ー由対新石器時代陶鈴的分析入手」会議名：夏商都邑考古「記念偃師商城
発現30周年国際学術研討会」（2013年11月，河南省偃師市）

・�「中国新石器時代における鼎から鬲への煮沸器転換に関する実験考古学的研究」会議名：早稲田大学考
古学会2011年度研究発表会（2011年12月，早稲田大学）

・�「中国新石器時代における空三足器からみたモノの拡散」会議名：日本中国考古学会2011年度大会
（2011年12月，東京大学）
・�「馬家浜文化的地域性ー以墓葬的分析為主ー」会議名：馬家浜文化国際学術研討会（2009年12月，浙江
省嘉興市）
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  専門分野 
考古学，エジプト考古学，西アジア考古学

  専門分野キーワード 
エジプト先王朝時代，初期国家形成，石器製作技術，工芸品，実験考古学，西アジア新石器時代

  論文・研究ノート 
・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Experimental�Studies�on�Perforation�Technology�with�Micro-drills�during�the�
Predynastic�Period,”�in�Tristant,�Y.�and�Midant-Reynes,�B.�(eds.),�Proceedings�of�Origins�5:�Fifth�in-
ternational�conference�of�Predynastic�and�Early�Dynastic�Studies,�Cairo,�13-18�April�2014,�in�press
（2017年9月刊行予定）,�査読あり.�
・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Techniques�for�pircing�beads,”�Nekhen�News,�28,�London,�in�press（2016年
10月刊行予定）,�査読なし.�

・�論文：（単著）長屋憲慶「エジプト先王朝時代ネケンにおける石製容器の穿孔法ー石器使用痕観察と穿孔
実験からの推定ー」『エジプト学研究』第22号，日本エジプト学会，149－165頁，2016年3月，査読あり.�

・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Drilling�stone�vessels�at�Nekhen,”�Nekhen�News,�27,�pp.�14-15,�London,�
2015年12月,�査読なし.�

・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Piercing�Insights:�Experiments�in�Predynastic�Craftsmanship,”�Nekhen�News,�
26,�pp.�16-18,�London,�2014年11月,�査読なし.

・�論文：（単著）長屋憲慶「エジプト先・初期王朝時代の石刃剥離技術の発達と展開」『古代』第136号，早稲
田大学考古学会，45-63頁，2014年9月,�査読あり.�

・�論文：（単著）長屋憲慶「エジプト先王朝時代の穿孔技術に関する実験考古学的研究ーフリント製小型ド
リルの切削能力と形状変化の観察ー」『エジプト学研究』第20号，早稲田大学エジプト学会，59-81頁，
2014年3月,�査読あり.�

・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Fish�and�(Flint)�Chips:�An�Experimental�Approach,”�Nekhen�News,�25,�pp.14-
15,�London.�2013年11月,�査読なし.�

・�論文：（共著）Friedman,�R.�and�Nagaya,�K.�“In�the�Footsteps�of�Petrie?�The�HK25�Deposit�Revisited,”�
Nekhen�News,�25,�pp.21-22,�London.�2013年11月,�査読なし.�

・�論文：（共著）Friedman,�R.,�Baba,�M.,�Linseele,�V.,�Nagaya,�K.,�Hardtke,�F.�and�Jaeschke,�R.�“Report�on�
the�2009�Season�at�Hierakonpolis,”�Annales�du�Service�des�Antiquités�de�l'Egypte,�85,�pp.�141-164.�
2013年,�査読なし.

・�論文：（単著）長屋憲慶「乾燥域のナヴィフォーム式石刃剥離技術-接合資料から観た南ヨルダンの先土
器新石器文化-」『史観』第169冊，早稲田大学史学会，71-88頁，2013年9月,�査読あり.�

・�論文：（単著）長屋憲慶「ナカダ遺跡採集の石器について」『吉村作治先生古稀記念論文集－永遠に生きる
〜Eternal�Life〜－』369－375頁，中央公論美術出版，2013年1月,依頼原稿.�

・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Square�10N5W:�Technological�Renovation�of�Lithic�Production�at�Hierakon-
polis,”�Nekhen�News,�24,�pp.14-15,�London.�2012年11月,�査読なし.

・�論文：（単著）長屋憲慶「両面加工石器製作の生産体制について－ヒエラコンポリス遺跡エリート墓地
出土資料の分析から－」『エジプト学研究』第18号，77－84頁，早稲田大学エジプト学会，査読あり，
2012年3月,�査読あり.

・�論文：（単著）長屋憲慶「エジプト先王朝時代の両面加工石器製作技術ーヒエラコンポリス遺跡出土資料
の比較ー」『エジプト学研究』17号，99－113頁，早稲田大学エジプト学会，2011年3月,�査読あり.�

・�論文：（単著）Nagaya,�K.�“Focus�on�Flint:�Artisans�of�the�Elite�Cemetery,”�Nekhen�News,�23,�pp.�18-19,�
London,�2011年11月,�査読なし.

・�論文：（共著）Fujii,�S.,�Yamafuji,�M.�and�Nagaya,�K.�‘Awja�1-3:�Neolithic�and�Chalcolithic�open�sanctuar-
ies�in�southernmost�Jordan.�Annual�of�the�Department�of�Antiquities�of�Jordan　56:�129-144.�2011

長屋　憲慶　（ナガヤ　カズヨシ）　特任助教



−142−

年3月,�査読あり.�
・�論文：（単著）長屋憲慶「ヨルダン南部，PPNB期ワディ・アブ・トレイハ遺跡の石器組成」『エジプト学研
究』18号，201－214　頁，早稲田大学エジプト学会，2011年3月,�査読なし.

・�論文：（共著）Fujii�S.,�Adachi,�T.,�Endo,�H.,�Nagaya,�K.�and�Suzuki,�K.�“Archaeological�investigation�at�the�
Tor�Rahum�Cairn�Field�1�on�the�northwestern�flank�of�Mt.�Bishri,”�Al-Rafidan,�31,�pp.�101-107,�2010年,�
査読あり.

・�論文：（共著）Fujii�S.,�Adachi,�T.,�Nagaya,�K.,�Suzuki,�K.�and�Inoue,�K.�“An�archaeological�survey�and�
sounding�of�bronze�age�cairn�fields�in�the�northwestern�flank�of�Jabal�Bishri,”�Al-Rafidan,�31,�pp.�163-
168,�2010年3月,�査読あり.�

・�論文：（単著）長屋憲慶「中近東地域における初期遊牧」『溯航』25号，105-115頁，早稲田大学大学院文
学研究科考古談話会，2007年3月,�査読なし.�

・�論文：（共著）高橋龍三郎，井出浩正，森下壽典，米澤雅美，菅原広史，中門亮太，長屋憲慶「千葉県印
旛郡印旛村戸ノ内貝塚第2次発掘調査概報」『文学研究科紀要』早稲田大学大学院文学研究科，第52輯
第４分冊，75-95頁，2006年3月,�査読なし.�

・�論文：（単著）長屋憲慶「ナカダ採集の石器について」『エジプト学研究』14号，99-107頁，早稲田大学エ
ジプト学会，2006年3月,�査読なし.

  口頭発表・ポスター発表 
・�*Nagaya,�K*.�"Arrowhead�Manufacturing�Technology�in�the�PPNB�Jafr�Basin,�Southern�Jordan,"�8th�
International�Conference�on�PPN�Chipped�and�Ground�Stone�Industries�of�the�Near�East,�23rd�-�27th�
November�2016,�Nicosia,�Cyprus,�2016年11月,�査読あり.�

・�*長屋憲慶*「エジプト文明形成期のモノづくり：波状剥取ナイフ複製実験からの考察」日本西アジア考古
学会第21回大会,�2016年6月,�於：立教大学,�査読あり.

・�Nagaya,�K.�and�Fujii,�S.�“Negative�Correlation�between�Lithic�Production�Technology�and�Subsistence�
Strategy:�New�Insights�from�the�Pre-Pottery�Neolithic�B�Outpost�of�Wadi�Abu�Tulayha,�Southern�Jor-
dan,”�10th�International�Congress�on�the�Archaeology�of�the�Ancient�Near�East�Abstract�Booklet,�
Austrian�Academy�of�Science,�Wienna,�Austria,�25-29�April,�2016,�p.�15,�2016年4月,�査読あり.

・�長屋憲慶「稀少石器の消長にみるエジプト文明形成期のエリート層」『権力の誕生ー儀礼・祭祀からみる
古代文明形成の考古学的アプローチー』早稲田大学総合人文科学研究センター研究部門「社会の複雑化・
階層化の史的パースペクティブ」主催シンポジウム，早稲田大学，2016年2月.

・�長屋憲慶「ドリル使用痕の観察と製作実験によるエジプト先王朝時代の石製容器製作法の推定」日本西
アジア考古学会第20回大会，2015年6月�於：名古屋大学,�査読あり.

・�藤井純夫，足立拓朗，長屋憲慶「ヨルダン南部ジャフル盆地の遊牧化過程：ジャバル・ジュハイラ遺跡
の第1次発掘調査」平成26年度�考古学が語る古代オリエント�第22回西アジア発掘調査報告会，2015
年3月　於：池袋サンシャインシティ文化会館,�査読なし.

・�長屋憲慶「エジプト先王朝時代のフリント製小型ドリルに関する実験考古学的検討」日本西アジア考古
学会第19回大会，2014年6月�於：鎌倉女子大学,�査読あり.

・�Nagaya,�K.�“Development�of�blade�technology�at�Hierakonpolis,”�in�Midant-Reynes,�B.,�Briois,�F.�and�
Jeuthe,�C.�(eds.),�Proceedings�of�Table�ronde�on�lithic�industries�in�Egypt�from�the�Neolithic�to�the�
Dynastic�Period:�Towards�on�a�new�perspective,�IFAO,�Cairo,�19-20�of�April�2014,�査読なし.

・�Nagaya,�K.�“Experimental�Studies�on�Perforation�Technology�with�Micro-drills�during�the�Predynastic�
Period,”�Origins�5:�Fifth�international�conference�of�Predynastic�and�Early�Dynastic�Studies,�Cairo,�
13-18�April�2014,�査読あり.

・�長屋憲慶「エジプト先王朝時代の穿孔技術について」早稲田大学エジプト学会，2013年度第20回定期
研究会，2013年12月，於：エジプト考古学ビル,�査読なし.

・�長屋憲慶「初期国家形成期エジプトにおける石刃技法の発達と展開」日本西アジア考古学会第18回大
会，2013年6月　於：東京大学,�査読あり.�

・�長屋憲慶「石器の見方ー鈴木コレクション整理作業に向けてー」『「アジア万華鏡」スピンオフ企画，古代
エジプトおよび古代中近東ワークショップ』東海大学アジア文明学科主催，於：東海大学，2013年6月.
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  専門分野 
地理学，人文地理学

  専門分野キーワード 
都市，交通，地理情報，都市・地域計画

  著書 
・�『都市の時空間構造―都市のコスモロジー―』古今書院，1997年，（日本都市学会賞(奥井記念賞)授賞書）

  共著，共編著，編著 
・�共著（分担執筆）：『都市空間の見方・考え方』古今書院，2013年
・�共著（分担執筆）『新版�図説�大都市圏』古今書院，2010年
・�共著（分担執筆）：『GISと市民参加』古今書院，2007年
・�共著（分担執筆）『教育GISの理論と実践』古今書院，2004年
・�共編著：『地理情報科学事典』朝倉書店，2004年
・�共著（分担執筆）『散村・小都市群地域の動態と構造』京都大学学術出版会，2004年
・�共編著：『授業のための地理情報―写真・地図・インターネット―』古今書院，2001年
・�共著：『新しい都市地理学』東洋書林，1997年
・�共著（分担執筆）『人文地理学事典』朝倉書店，1997年
・�共著（分担執筆）『都市と交通の空間分析』大明堂，1996年
・�共著（分担執筆）『まちづくりの戦略―21世紀へのプロローグ―』山海堂，1994年
・�共著（分担執筆）『日本の生活空間』古今書院，1990年

  論文・研究ノート 
・�学校教育用�位置情報型ARシステムの整備と活用　地理情報システム学会講演論文集　24　in�DVD　
2015年

・�地理教育におけるAR（拡張現実）情報システムの活用－フィールドワーク教材の開発と実践－　環境共
生研究　8　11-24　2015年

・�Geographic�information�systems�in�upper�secondary�school�education�in�Japan�and�Finland:�a�compar-
ative�study　The�New�Geography　57　156-165　2009年

・�高校地理における携帯電話GISの活用に関する実践的研究―「地理B」及び学校設定科目「ヒューマンサ
イエンスI」における野外調査を中心として－　地理教育研究　2　1-10　2008年

・�教員養成系学部におけるGIS�関連教育の実践―金沢大学教育学部の例―　地理情報システム学会講演
論文集　17　383-388　2008年

・�高等学校教育における携帯電話GISの有効性－学校周辺の土地利用に関する野外調査を事例として－　
地学雑誌　117　341-353　2008年

・�Possibilities�to�utilize�GIS�in�ESD�-�from�a�research�on�GIS�for�secondary�school�teachers�in�Japan　
Geographiedidaktische�Forschungen　42　109-114　2007年

・�The�development�of�suburban�shopping�centres�in�Melbourne,�Australia:�activity�centre�diversity　Ap-
plied�GIS　2(2)　1101-1117　2006年

・�The�development�of�diverse�suburban�activity�centres�in�the�Melbourne�metropolitan�area　Applied�
GIS　2(2)　901-925　2006年

・�Utilization�of�geographic�information�systems�in�education�reform�in�Japan　AGILE�2006　98-103　

伊藤　悟　（イトウ　サトル）　教授
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2006年
・�携帯電話を利用したモバイルGISの開発－学校教育を意識して－　地理情報システム学会講演論文集　
14　393-398　2005年

・�The�development�of�cellular�phone�GIS�for�urban�survey　Cities�in�Global�Perspecvive:�Diversity�and�
Transition　620-626　2005年

・�金沢市中心部に関わる認知距離の特性－高校生を対象とした調査から－　日本都市学会年報　32　
242-246　2004年

・�高等学校地理の現職教員に対するGIS講習会開催の試み－開催の背景，方法と内容－　地理情報シス
テム学会講演論文集　12　249-254　2003年

・�わが国の学校教育におけるGIS活用の現状と課題　地理情報システム学会講演論文集　12　271-274　
2003年

・�オーストラリア・ビクトリア州における地方中心地と，その土地利用調査　日本都市学会年報　35　
257-264　2002年

・�Diurnal�variation�of�urban�structure�in�terms�of�time�distance:�a�spatio-temporal�analysis�of�an�urban�
area　GeoJournal　52(3)　223-235　2001年

・�環境教育における地理情報システムの利用　地理情報システム学会講演論文集　10　249-254　2001年
・�金沢市中心部における地域イメージの構成　日本都市学会年報　34　198-207　2001年
・�金沢都市圏の時空間構造分析－時間距離に基づく各種分析測度の適用と比較－　金沢大学教育学部紀
要�人文･社会科学編　50　53-66　2001年

・�野外調査実習のための携帯型GISの開発－大学の地理学教育における活用事例－　地理情報システム
学会講演論文集　9　263-268　2000年

  その他 
・�GISの教育利用に対する支援　地理月報　478　7-9　2004年
・�地理・環境教育におけるGIS利用　地理月報　477　8-10　2003年
・�学会展望「都市」　人文地理　52　261-265　2000年

  口頭発表・ポスター発表 
・�The�Role�of�Augmented�Reality�(AR)�in�New�National�Curriculum�of�Geography,�Japan�　The�33rd�In-
ternational�Geographical�Congress,�　Beijing,�China�　2016年

・�日本地理学会2016年春季学術大会シンポジウム『地理教育での魅力的なGISの活用－AR(拡張現実)技
術の導入－』　早稲田大学　2016年　シンポジウム・オーガナイザー

・�Augmented�Reality�(AR)�information�system�for�geography�education 　 International�Geographical�
Union�(IGU)�Regional�Conference,�　Moscow,�Russia�　2015年

・�小中高のGIS教育とそれに携わる教員養成の課題　（GIS教育の新たな展開：大学教育と社会人教育）　
G空間エクスポ　横浜:みなとみらい　2010年　招待講演　

・�モバイルGISとフィールドワーク　2008年人文地理学会大会　特別研究発表　筑波大学　2008年
・�日本地理学会2006年春季学術大会シンポジウム『小中高の授業でGISをどう使うか－地理教育公開講
座連携シンポジウム－』　埼玉大学　2006年　シンポジウム・オーガナイザー

・�日本地理学会2004年秋季学術大会シンポジウム『教育現場におけるGIS活用の課題と方策』　広島大学　
2004年　シンポジウム・オーガナイザー

・�Mobile�GIS�for�fieldwork�in�geography�education　University�of�Redlands�/�ESRI�Colloquium�Series　
Redlands,�CA,�USA　2005年　招待講演

・�日本地理学会2003年春季学術大会シンポジウム『学校教育におけるGIS利用の可能性を探る』　東京大
学本郷キャンパス　2003年　シンポジウム・オーガナイザー

・�日本学術会議・東京大学シンポジウム『GISで環境学習！』　東京大学弥生講堂　2002年　招待講演
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  専門分野 
人文地理学

  専門分野キーワード 
地域労働市場，ジェンダー差，公共政策

  共著，共編著，編著 
・�Kamiya,H.�2015年3月'Measures�of�Local�Municipalities�for�Supporting�Marriage�Migrants�in�Japan',�
Ishikawa,�Y.�ed.�“Contribution�of�Japan's�International�Migrants�in�Times�of�Population�Decline”,�Kyoto�
Univ.�Press.,�pp.256-274.

・�藤井正･神谷浩夫編著，2014年3月『よくわかる都市地理学』，ミネルヴァ書房，213頁
・�神谷浩夫，2013年3月｢住民参加による地方都市の施策立案と推進」『地方都市の再生戦略』(川上光彦編
著)，学芸出版社，234-245頁

・�神谷浩夫，2013年10月｢第Ⅰ章　韓国」『図説　アジア・オセアニアの都市と観光』(寺坂昭信・伊藤理編)，
古今書院，9-20頁

・�神谷浩夫，2012年3月『地方行財政の地域的文脈』(神谷浩夫ほか編著)，古今書院，239頁
・�神谷浩夫，2012年9月『女性就業とライフコース』(由井義通編著)，明石書店�序章(共著)12-24，第9章(共
著)，175-202，第10章(共著)，203-226，第11章(共著)，229-260

・�神谷浩夫，2010年8月『現代韓国の地理学』(神谷浩夫･轟博志編著)，古今書院，172頁
・�神谷浩夫，2011年4月｢4�性比�13�産業｣石川義孝編『地図で見る日本の外国人』ナカニシヤ書房，8-9，
26-27

・�神谷浩夫，2010年9月｢6章　東西の架け橋―サンフランシスコ―｣阿部和俊編『都市の景観地理　イギ
リス・北アメリカ・オーストラリア』古今書院，42-49

・�神谷浩夫，2007年4月｢Ⅴ.北陸地方の地域誌　Ｂ.石川県　2)地域誌　南加賀｣藤田佳久・田林明編『日
本の地誌6　中部圏』朝倉書店，569-574

・�神谷浩夫，2007年4月｢5.3　就業・消費行動｣上野ほか編『地理学概論』朝倉書店，54-60
・�神谷浩夫，2007年6月｢ローカル産業とまちづくり｣碇山洋ほか編『北陸地域経済学』日本経済評論社，
51-74

・�神谷浩夫，2007年10月｢9章　ナンバースリーの大邱―中小企業の街―｣阿部和俊編『都市の景観地理　
韓国編』古今書院，74-83

・�神谷浩夫，2007年3月『地図でみる日本の女性』(武田祐子･木下禮子編著)，明石書店，92頁
・�神谷浩夫，2006年3月｢3)ジェンダー｣山本正三ほか編『日本の地誌2　日本総論Ⅱ(人文･社会編)』朝倉
書店，110-114

・�Kamiya,H.�2005年1月'Daycare�Services�Provision�for�Working�Women�in�Japan',�Nelson,L.�and�Sea-
ger,J.�(eds)�"A�Companion�to�Feminist�Geography",�Blackwell,�pp.271-290

・�神谷浩夫，2004年10月『働く女性の都市空間』(若林芳樹･由井義通･中澤高志と共編著)，古今書院，
181頁

・�Kamiya,H.1999年12月'Some�characteristics�of�activity�space�of�local�residents�in�Tonami�City,�Toyama�
Prefecture',�Kobayashi,K.,�Matsuo,Y.�and�Tsutsumi,K.(eds)"Local�knowledge�and�innovation",�Marginal�
Area�Research�Group,�pp.99-112

・�神谷浩夫，2002年3月『シングル女性の都市空間』(若林芳樹･木下禮子･由井義通･矢野桂司と共編著)，
古今書院，236頁

・�Kamiya,H.,�Kim,D.C.,�Yamada,H.�and�Huh,W.H.�1999年12月'The�Development�of�Information�Tech-
nology�and�the�Process�of�Rural�Informatization�in�Japan:�A�Case�Study�in�Yamada�Municipality�in�
Japan',�Gustafsson,G.�(ed.)�"Communication�and�Regional�Development",�Karlstad�University�Studies�
2002:45,�pp.175-182

・�神谷浩夫，1996年5月『都市の時間と空間－生活活動の時間地理学』(荒井良雄ほかと共著)，古今書院�
第3章(共著)32-46，第7章(単著)，109-131，補論(共著)，177-193

神谷　浩夫　（カミヤ　ヒロオ）　教授
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・�神谷浩夫，1995年3月｢大都市圏における日常生活の空間システム」『都市空間システム』(石水照雄編
著)，古今書院，67-97頁

  翻訳 
・�川口太郎･神谷浩夫･中澤高志訳，2013年3月，『改定新版　都市社会地理学』古今書店，388頁
・�神谷浩夫監編訳，2014年12月，『地図でみる世界の地域格差OECD地域指標2013年版―都市集中と
地域発展の国際比較』明石書店，198頁

・�神谷浩夫監編訳，2012年3月，『地図でみる世界の地域格差�OECD地域指標2011年版―都市集中と地
域発展の国際比較』明石書店，161頁

・�神谷浩夫監編訳，2010年3月，『地図でみる世界の地域格差�OECD地域指標2009年版―都市集中と地
域発展の国際比較』明石書店，200頁

・�神谷浩夫監編訳，2008年3月『地図でみる世界の地域格差』明石書店，253頁
・�川口太郎･神谷浩夫･高野誠二訳，2005年10月『新版　都市社会地理学』古今書院，398頁
・�神谷浩夫監編訳，2002年4月，『ジェンダーの地理学』古今書院，294頁
・�神谷浩夫監訳，2001年9月，ピンチ著『福祉の世界』古今書院，194頁
・�神谷浩夫�訳，2000年3月，クリストファーソン著『アメリカのサービス化経済におけるフレキシビリ
ティと新たな空間的分業の出現』空間･社会･地理思想，5号，76-89頁，（翻訳）

・�山元貴継･神谷浩夫訳，1999年3月，ネスミス＆ラドクリフ著『母なる大地の再描画－環境フェミニズ
ムに関する地理学的な視点－』空間･社会･地理思想，4号，94-108頁，（翻訳）

・�高野岳彦･神谷浩夫･岩瀬寛之　訳，1999年10月，レルフ著『都市景観の20世紀－モダンとポストモ
ダンのトータルウォッチング－』筑摩書房，308頁

・�神谷浩夫訳，1998年3月，ウィンチェスター著『女性と残された子供』空間･社会･地理思想，3号，
60-76頁，（翻訳）

・�神谷浩夫･一伊達悟訳，1997年3月，ウォルチ著『助成の流入と流出』空間･社会･地理思想，2号，107-
119頁，（翻訳）

・�藤田直晴監訳　大六野耕作･川口太郎･神谷浩夫･廣松悟訳，1997年5月，ノックス＆テイラー編著『世
界都市の論理』鹿島出版会，204頁

・�神谷浩夫･香川雄一訳，1996年3月，ミラー著『集合行動と合理的選択』空間･社会･地理思想，1号，
68-85頁，（翻訳）

・�神谷浩夫･大西則行訳，1998年3月，コン著『シンガポールのポピュラー音楽』空間･社会･地理思想，3号，
128-145頁，（翻訳）

・�神谷浩夫･岩瀬寛之訳，1996年3月，サック著『消費者の世界－コンテクストとしての場所－』空間･社
会･地理思想，1号，86-109頁，（翻訳）

・�神谷浩夫･柴田紀子訳，1996年3月，ピンチ著『再編成論と公共サービス研究』空間･社会･地理思想，1号，
110-125頁，（翻訳）

・�神谷浩夫�訳，1990年4月，ピンチ著『都市問題と公共サービス』古今書院，256頁
・�荒井良雄，川口太郎，岡本耕平，神谷浩夫編訳，1989年4月『生活の空間　都市の時間－Anthology�of�
Time�Geography－』古今書院，247頁

  論文・研究ノート 
・�神谷浩夫，2013年12月，｢海外就職の日本人にみられるジェンダー差と地域差｣，地理科学，70-3，�
180-191頁.

・�山本健太･神谷浩夫，2013年12月，｢地方に活動拠点を置くプロ芸能集団の存立基盤―佐渡「鼓童」の
事例－｣，地理学報告（愛知教育大学），115，59-66頁.

・�Binh,�P.,�Kamiya,�H.�and�Park,�S.H.�2013年4月，'The�economic�conditions�of�Vietnamese�brides�in�
Korea�before�and�after�marriage’�，地理科学，68-2，69-94頁

・�Park,�S.H.,�Binh,�P.�and�Kamiya,�H.2012年8月，'The�cognition�of�Vietnamese�marriage�migrants�on�
the�economic�condition�change�before�and�after�marriage’�，Journal�of�the�Korean�Association�of�Re-
gional�Geographers，18-3，268-282.

・�中澤高志･由井義通･神谷浩夫，2012年4月，｢日本人女性の現地採用労働市場の拡大とその背景―
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2000年代半ばのシンガポールの事例｣，地理科学，67-2，153-171頁.
・�土屋純･神谷浩夫･金科哲，2012年3月，｢ホーチミンで働く日本人女性の就業状況と生活環境｣,�都市
地理学，7，16-28頁.

・�神谷浩夫，2012年3月｢七尾市釶打地区におけるキリコ祭りの継承と集落の維持｣　地域政策研究年報　
2011，101-14，金沢大学人間社会研究域附属地域政策研究センター

・�Kamiya,H.�and�Lee,�C.W.，2009年2月，'International�marriage�migrants�to�rural�areas�in�South�Korea�
and�Japan:�A�comparative�analysis’,�Geographical�Review�of�Japan，81-2，1-8

・�中澤高志・由井義通・神谷浩夫・木下禮子・武田祐子，2008年3月，｢海外就職の経験と日本人として
のアイデンティティ－シンガポールで働く現地採用日本人女性を対象に－｣,�地理学評論，81-3，95-
120頁

・�神谷浩夫・由井義通・中澤高志・武田祐子，2008年3月，｢オーストラリアで学ぶ日本人留学生のライ
フコース｣,�地理学報告(愛知教育大学)，106号，139-152頁

・�神谷浩夫，2007年9月，｢金沢大学地域創造学類の創設と地理学教育｣,自然と社会,�Vol.73,�pp.18-
2343．

・�由井義通･若林芳樹･中澤高志･神谷浩夫，2007年9月，｢働く女性の居住地選択と都市空間｣,�E-journal�
GEO,�Vol.2,�No.3,�pp.139-15242．

・�Kamiya,H.�2007年6月，'Changing�Employment�Structure�in�the�Textile�Industry�of�Daegu’,�Geogra-
phische�Rundschau(international�edition),�Vol.3,�No.3,�pp.28-3141．

・�Yui,�Y.,�Kamiya,�H.,�Wakabayashi,�Y.,�Nakanazawa,�T.�and�Takeda,�Y.,�2007年2月�'Regional�diversity�in�
women’s�participation�in�the�work�force�in�Japan',�Geographische�Rundschau(international�edition),�
Vol.3,�No.1,�pp.18-26

・�Kamiya,H.2006年12月'Youth�unemployment�and�labor�policy�in�contemporary�Japan',�Journal�of�the�
Economic�Geographical�Society�of�Korea,�Vol.9,�pp.167-18039．

・�Kamiya,H.,�Kageyama,�H.�and�Kinoshita,R.,�2006年12月'�Analysing�Single�Women’s�Residential�Choice�
in�Tokyo�by�Using�a�Qualitative'，Geographical�Review�of�Japan，79-12，pp.619-62838．

・�神谷浩夫，2006年6月｢日本における労働市場の変化と政策対応｣地理学報告(愛知教育大学)，102号，
17-25頁　37．

・�中澤高志･神谷浩夫･木下禮子，2006年6月｢ライフコースの地域差・ジェンダー差とその要因―金沢市
と横浜市の進学高校卒業生を対象に―｣人文地理，58-3，78-96頁　36．

・�中澤高志･神谷浩夫，2005年8月｢女性のライフコースにみられる地域差とその要因―金沢市と横浜市
の進学高校卒業生の事例―｣地理学評論，78-9，260-285頁

・�神谷浩夫･矢野桂司･足立恵子，2005年3月｢金沢の社会地図｣金沢大学文学部論集史学考古学地理学篇，
25号，193-214頁　34．

・�鵜川義弘･神谷浩夫･伊藤悟，2003年10月｢デジタル地図とそのサーバーの教育利用に関するいくつか
の取り組み―その最近の進展と課題―｣地理情報システム学会講演論文集，12号，211-216頁　32．

・�山根拓･神谷浩夫，2003年3月｢地方都市における休日の生活活動空間｣砺波散村地域研究所研究紀要，
20号，37-54頁　31．

・�神谷浩夫･濱名拓郎，2003年3月｢石川県における一般廃棄物処理と広域化｣日本海域研究，34号，
185-203頁

・�神谷浩夫，2002年10月｢歴史地図データベースを活用した都市地理学習｣地理情報システム学会講演
論文集，11号，231-234頁

・�神谷浩夫，2002年9月｢精神科診療所の立地における大都市集中の意味｣経済地理学年報，48巻3号，
221-237頁　27．

・�田原裕子･神谷浩夫，2002年6月｢高齢者の場所への愛着と内側性｣人文地理，54巻3号，209-230頁　
26．

・�木下禮子･中澤高志･神谷浩夫･矢野桂司，2002年3月｢東京都心三区で働く女性の勤務と生活｣金沢大
学文学部地理学報告，10号，49-60頁

・�神谷浩夫･山田晴通･金科哲･許宇亘，2001年6月｢富山県山田村のコンピュータ利用状況調査(速報資
料)｣愛知教育大学地理学報告，92号，44-49頁　24．

・�神谷浩夫，2001年6月｢特設レポート：福祉の地理学｣人文地理，53巻3号，300-305頁
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・�若林芳樹･神谷浩夫･由井義通･木下禮子･影山穂波，2001年4月｢東京大都市圏における30歳代シング
ル女性の居住地選択－マルチメソッド・アプローチの試み－｣地理科学，56巻2号，65-87頁

・�Kamiya,H.2000年3月'Day�care�service�and�activity�patterns�of�women�in�Japan',�Geojournal,�Vol.48,�
pp.207-215

  その他 
・�神谷浩夫，2009年8月｢北陸における定住外国人と多文化共生のまちづくり｣石川自治と教育，633号，
2-17

・�神谷浩夫，2006年12月『韓国の大学地理学教育－講義と巡検に参加して』月刊地理，51巻12号，98-
104頁

・�神谷浩夫，2006年3月『金沢市のまちなか居住ニーズに関する調査報告書』北経調研究，No.108，57
頁

・�神谷浩夫，2005年9月『学生参加のまちづくり』月刊地理，50巻9号，36-45頁
・�神谷浩夫，2005年3月『石川県における福祉への異業種参入実態と人材育成に関する調査報告書』北経
調研究，No.105

・�神谷浩夫ほか，2004年3月『石川県における福祉雇用の実態とキャリア形成に関する調査報告』北経調
研究，No.100

・�神谷浩夫･次郎間英明，2004年3月『学生参加によるまちづくりの手法』共同研究委託事業成果報告書，
金沢市企画調整課

・�神谷浩夫ほか，2001年3月『石川県における福祉ビジネスと福祉NPO活動の比較に関する調査報告書』
北経調研究，No.83

・�神谷浩夫ほか，2000年11月『福祉の都市基盤整備に関する調査報告書』北経調季報，No.64
・�神谷浩夫･田原裕子･柴田紀子，2000年3月『過疎地域における高齢者の生活空間と福祉サービス供給
－神岡町の事例－』平成10年度日本火災福祉財団ジェロントロジー研究助成研究成果報告書，46頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�神谷浩夫，2002年9月｢日本型福祉の展開と地方行財政改革｣，日本地理学会秋季学術大会シンポジウ
ム｢地方行財政改革と地理学｣，金沢大学

・�神谷浩夫，2003年8月｢Analysing�Single�Women’s�Residential�Choice�in�Tokyo�by�Using�Qualitative�
Method｣第３回国際アジア学会議，シンガポール，ラッフルズコンベンションセンター

・�神谷浩夫，2004年8月｢Women’s�life�courses�and�job�careers�in�contemporary�Japan｣国際地理学会，
グラスゴー（イギリス）

・�神谷浩夫，2006年10月｢Japanese�single�women�working�in�Singapore�in�globalizing�Japanese�econo-
my｣The�Inaugural�Conference�of�the�Japanese�Studies�Association�in�Southeast�Asia,�National�Univer-
sity�of�Singapore

・�山本健太･神谷浩夫，2011年5月｢地方縁辺地域におけるプロ芸能集団の存立基盤－佐渡「鼓童」の事
例－｣，東北地理学会大会，東北大学

・�KAMIYA�Hiroo，2012年8月｢Vietnamese�wives�in�Korea:�Why�Korean�men�in�rural�areas�marry�Viet-
namese�women?｣，Pre-Conference�of�the�IGU-Commission�on�Gender�and�Geography，�the�Univer-
sity�of�Hamburg

・�神谷浩夫･堀内美緒，2014年7月｢Social�contribution�through�student’s�participation�in�village�festival｣
World�Congress�of�Sociology�2014,�Pacifico�Yokohama,�Yokohama

・�神谷浩夫，2014年11月｢海外就職にみられるジェンダー差と地域差｣人文地理学会・地理科学学会合同
大会，広島大学

・�神谷浩夫，2014年4月｢Locally�hired�Japanese�workers�abroad:�viewing�from�gender�perspective�and�
destination�choice｣International�Conference�on�Mobility�and�Multiculturalism�in�Global�City,�Korea�Ur-
ban�Geographical�Society,�Ewha�Women’s�University,�Seoul,�Korea

・�神谷浩夫，2015年7月｢Locally�hired�Japanese�workers�abroad:�viewing�from�gender�perspective�and�
destination�choice ｣ 8th�International�Conference�on�Population�Geography,�Queensland�University,�
Brisbane,�Australia
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  専門分野 
人文地理学

  専門分野キーワード 
geographies�of�nature　自然と社会

  共著，共編著，編著 
・�共著：Placing�Critical�Geographies:�Historical�Geographies�of�Critical�Geography.�Berg,�L.,�Best,�U.�
and�Larsen,�H.�G.�eds�London�and�New�York:�Routledge,�forthcoming�（分担：第６章�Critical�geogra-
phies�in�Japan:�a�diverse�history�of�critical�inquiry）

・�共編著：『自然の社会地理』淺野敏久・中島弘二編著，海青社，2013年
・�共著：『「地域文化」の生産・流通・消費に関する文化地理学的研究�2010〜2012年度科学研究費補助金[基
盤研究(B)]研究成果報告書』大城直樹編，神戸大学，2013年（分担：第５章「基地問題をめぐる人々と環
境とのかかわり－沖縄県辺野古の海上基地建設問題を事例として－」，pp.55-70）

・�共著：『日本の地誌�10�九州・沖縄』野澤秀樹，堂前亮平，手塚章�編，朝倉書店，2012年（分担：「農山漁
村とその生活」pp.110-117，「九州地方の地域誌�大分県」pp.386-394,�pp.413-419）

・�共著：『都市空間における女性の商品化－米軍基地周辺遊興街の社会・歴史地理－�平成19〜22年度科
学研究費補助金[基盤研究(B)]研究成果報告書』吉田容子編，奈良女子大学，2011年（分担：「米軍占領
下の軍事演習場をめぐる軍事暴力と地域住民の対応－大分県を事例として－，pp.39-54）

・�共著：East�Asia:�a�critical�geography�perspective.�Wing-Shing�Tang�and�Fujio�Mizuoka�eds.,�Tokyo:�
Kokon�Shoin,�2010年（分担：第９章Production�of�forest�and�the�green�landscape:�representation�and�
practice�of�the�afforestation�campaign�in�Japan,�1950s-1960s.�pp.�161-175）（査読あり）

・�共著：Proceedings�of�the�14th�International�Conference�of�Historical�Geographers.�Kyoto:�Kyoto�
University�Press.�2010年（分担：The�contested�nature�of�Hijudai:�peoples’�struggles�for�nature�in�the�
Hijudai�maneuver�field,�Japan.�pp.�52-53）

・�共著：『地理思想および社会思想としての「郷土」に関する研究�2007〜2009年度科学研究費補助金[基
盤研究(B)]研究成果報告書』大城直樹編，神戸大学，2010年（分担：第９章「和辻哲郎「風土論」の変遷－
倫理学との関連を中心に－」，pp.89-100）

・�共編著：『自然・社会・ひと－地理学を学ぶ－』金沢大学文学部地理学教室�梶川勇作・神谷浩夫・中島弘二・
青木賢人�編，古今書院，2009年

・�共著：Critical�and�radical�geographies�of�the�social,�the�spatial�and�the�political .�Toshio�Mizuuchi�ed.,�
Osaka:�Osaka�City�University,�2006年（分担：Self�and�others�in�the�social�construction�of�nature:�criti-
cal�inquiry�into�the�afforestation�campaign�in�modern�Japan.�pp.59-73）

・�共著：『空間の政治地理』水内俊雄編，朝倉書店，2005年（分担：「第５章「自然」の地理学」pp.85-108）
・�共著：Representing�local�places�and�raising�voices�from�below.�Toshio�Mizuuchi�ed.,�Osaka:�Osaka�
City�University,�2003年（分担：Nature�as�a�locus�of�resistance:�representation�and�appropriation�of�na-
ture�in�the�grass-roots�movement�against�the�U.S.�military�exercises�in�Hijudai,�Japan，pp.91-101）

・�共著：『環境問題の現場から－地理学的アプローチ－』伊藤達也・淺野敏久編，古今書院，2003年（分担：
「第11章�環境問題における「専門家」とは何か�」pp.184-194）
・�共著：『郷土－表象と実践－』「郷土」研究会編，嵯峨野書院，2003年（分担：「第11章�自然の国民化／国
民の自然化－和辻風土論の再検討－」pp.�226-246）

・�共著：『ファンタジーの世界』池田紘一・眞方忠道編，九州大学出版会，2002年（分担：「ファンタジーの
風景－地理的表象のポリティクス」pp.�173-188）

・�共著：Economic�development�and�the�environment�in�Malaysia:�lessons�from�Japan.�Faculty�of�Eco-

中島　弘二　（ナカシマ　コウジ）　准教授
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nomics�and�Business,�Universiti�Malaysia�Sarawak�ed.�Universiti�Malaysia�Sarawak,�2002年（分担：For-
estry�development�and�forest�management�in�Japan:�a�critical�reassessment.�pp.�133-150）

・�共著：The�2nd�International�Critical�Geography�Conference:�for�alternative�21st�century�geogra-
phies.�Taegu:�Taegu�University，2000年（分担：Nationalism,�colonialism�and�the�representation�of�na-
ture:�forest�and�country�in�the�afforestation�campaign�in�modern�Japan.�pp.�434-447）

・�共著：Nation,�Region�and�the�Politics�of�Geography�in�East�Asia.�Toshio�Mizuuchi�ed.,�Osaka:�Osaka�
City�University,�1999年（分担：Representing�nature�and�nation:�National-Land�Afforestation�Campaign�
and�the�production�of�forest�in�the�1960’s〜1970’s�Japan.�pp.�13-29）

・�共著：『空間から場所へ─地理学的想像力の探求─』荒山正彦，大城直樹編，古今書院，1998年（分担：
第Ⅰ部「イントロダクション」pp.10-13，第２章「林野における近代空間の生産」pp.30-45，第５章「戦
後日本の緑化推進運動と「みどり」の風景」pp.92-107）

・�共著：『地域総合研究論文集　別府湾沿岸地域─自然・社会・教育─』大分大学教育学部編，大分大学教
育学部，1998年（分担：「都市・民衆・天皇－大分県別府市における第９回全国植樹祭をめぐって－」pp.�
125-136）

・�共著：『歴史のふるい都市群11─北九州地方の都市─』山田安彦・山崎謹哉編，大明堂，1997年（分担：
pp.123-138）

・�共著：Social�theory�and�geographical�thought:�Japanese�contribution�to�the�history�of�geographical�
thought�6.�Hideki�Nozawa�ed.�Fukuoka:�Kyushu�University,�1996年（分担：Political�geography�and�ma-
terialism:�towards�an�articulation�of�politics�and�spatiality.�pp.�29-41）

・�共著：『日田・玖珠地域－自然・社会・教育－』大分大学教育学部編，大分大学教育学部，1992年（分担：「日
出生台の林野利用と集落変遷」pp.�217-234）

  翻訳 
・�単独訳：デニス・コスグローブ著「ラディカル文化地理学に向けて－理論の諸問題－」日本地理学会「空
間と社会」研究グループ編．『社会－空間研究の地平－人文地理学のネオ古典を読む－』大阪市立大学，
1996年，pp.83-99．

・�単独訳：デヴィッド・ハーヴェイ著「空間から場所へ，そして再び－ポスト・モダニティの条件に関す
る省察－」『空間・社会・地理思想』第２号，1997年，pp.79-97）

  論文・研究ノート 
・�論文：（共著）「自然の生産と消費―「自然の地理学」の視点から―」『E-journal�GEO』11�(1)，2016年，
pp.348-351（査読なし）

・�論文：「変貌する金沢のまちと都市開発のゆくえ」『地理』60�(2)，2015年，pp.42-51（査読なし）
・�論文：「Introduction�:�Rethinking�Geographies�of�Nature」『人文地理』66�(6)，2014年，pp.1-3（査読あり）
・�論文：「Re-appropriating�the�Grassland�:�Toward�an�Alternative�Production�of�Nature�for�Changing�Mili-
tarized�Reality」『人文地理』66�(6)，2014年，pp.77-91（査読あり）

・�論文：「泥，石，身体�－身体と物質性をめぐるポリティクス－」『空間・社会・地理思想』17，2014年，
pp.�19-32（査読なし）

・�書評：「小野有五：たたかう地理学�Active�Geography」『地理学評論』87�(4)，2014年，pp.�334–335（査
読あり）

・�学界展望：「文化地理」『人文地理』65�(3)，2013年，pp.230-232（依頼論文）
・�論文：「沖縄における自然保護と基地反対運動」『地理科学』65(3)，2010年，pp.�231-241（査読あり）
・�論文：「日本植民地主義と自然－アジア・太平洋戦争期の緑化運動－」『生物学史研究』84，2010年，
pp.51-71（依頼論文）

・�論文：「造林ブーム期の大分県における緑化運動の展開－「社会的自然」の視点から－」『フォーラム現代
社会学』8，2009年，pp.64-75（依頼論文）

・�論文：「沖縄における自然保護と基地反対運動の展開－ジュゴン保護運動を事例として－」『金沢大学文
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学部論集�史学・考古学・地理学篇』28，2008年，pp.�77-94（査読なし）
・�書評：「池谷和信：山菜採りの社会誌－資源利用とテリトリー－」『地理学評論』79�(11)，2006年，pp.�
591-593（査読あり）

・�書評：「石山徳子：米国先住民族と核廃棄物－環境正義をめぐる闘争－」『地理学評論』78�(2)，2005年，
pp.�126-127（査読あり）

・�討論：「記号の限界」『地理学評論』76(3),�2003年，pp.176-179（査読あり）
・�学界展望：「文化地理」『人文地理』54�(3)，2002年，pp.�242-245（依頼論文）
・�論文：「Nationalizing�nature:�discourses�of�“Fudo”�and�national�environmentalism�in�modern�Japan」『金
沢大学文学部地理学報告』10，2002年，pp.�115-125（査読なし）

・�論文：「十五年戦争期の緑化運動─総動員体制下の自然の表象─」『北陸史学』49，2000年，pp.�1-22（査
読なし）

  その他 
・�「自然」『人文地理学事典』人文地理学会編，丸善出版，2013年，pp.�116-117（査読あり）
・�「雪だるままつりと「自然」」『石川�自治と教育』637,�2010年，pp.�26-39

  口頭発表・ポスター発表 
以下はすべて口頭発表
・�「Anti-base�movements�from�lifeworlds：�opposition�movements�against�the�land-requisition�by�the�US�
Forces�in�the�1950s�Japan�」会議名：The�8th�Meeting�of�East�Asian�Regional�Conference�in�Alternative�
Geography（2016年12月7日，Hong�Kong�Baptist�University，香港）

・�「Inheritance�of�imperial�forestry:�Japan’s�tropical�forest�development�in�Southeast�Asia」会議名：The�
33rd�International�Geographical�Congress（2016年8月25日，中国国家会議中心,�北京）

・�「自然の生産と消費－「自然の地理学」の視点から－」会議名：2016年日本地理学会春季大会シンポジウ
ム「自然の生産と消費」（2016年3月22日，早稲田大学）（オーガナイザー）

・�「Forestry�development�in�Borneo�and�a�fate�of�tropical�forest:�a�case�of�Japanese�forestry�company」
会議名：The�Third�Conference�of�East�Asian�Environmental�History（2015年10月24日，香川大学）

・�「戦後の大分県における米軍接収反対運動－生活世界からの抵抗－」会議名：2015年日本地理学会春季
学術大会（2015年3月29日，日本大学）

・�「Conditions�of�constructing�peace:�some�cases�of�the�anti-base�movements�in�Japan」会議名：Inter-
national�Geographical�Union�Regional�Conference�in�Krakow（2014年8月22日，Jagiellonian�Univer-
sity，クラクフ市，ポーランド）

・�「History�of�the�development�of�forest�resource�in�Southeast�Asia�under�the�total�war�system�of�Japa-
nese�empire」会議名：The�7th�East�Asian�Regional�Conference　in�Alternative�Geography（2014年7
月24日，大阪市立大学）

・�「“Re-thinking�geographies�of�nature”�sessions�(1)�Picturesque,�natures,�and�landscape�management�,�
and�(2)�Imagining�nature�in�alternative�ways」会議名：International�Geographical�Union�Kyoto�Region-
al�Conference�2013（2013年8月5日，国立京都国際会館）（セッション・オーガナイザー）

・�「The�contested�nature�of�Hijudai:�peoples’�struggles�for�nature�in�the�Hijudai�maneuver�field,�Japan」会
議名：The�14th�International�Conference�of�Historical�Geographers（2009年8月24日，京都大学）

・�「Sovereign�power,�people�and�nature:�grassroots�antiwar�movements�and�alternative�productions�of�
nature」会議名：The�Fifth�East�Asian�Regional�Conferences�in�Alternative�Geography,�“Critical�geog-
raphies�of�nature”�session（2008年12月13日）（セッション・オーガナイザー）

・�「 Re-appropriating�the�grassland:�people’s�project�of�getting�back�the�Hijudai�maneuvering�ground 」
会議名：The�4th�International�Conference�of�Critical�Geography（2005年1月8-12日，Universidad�
Autónoma�Metropolitana-Xochimilco）（セッション・オーガナイザー）
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  専門分野 
人文地理学，地理学

  専門分野キーワード 
生業活動，資源利用，村落社会，社会関係

  著書 
・�吉田国光　2015．『農地管理と村落社会－社会ネットワーク分析からのアプローチ』世界思想社．【2016
年６月　2016年度地理空間学会　学会賞　学術賞】

  共著，共編著，編著 
・�吉田国光　2015．地理学の研究動向．日本村落研究学会・植田今日子企画編『年報村落社会研究第51
集　災害と村落』農山漁村文化協会，340-351．

・�吉田国光　2015.　農地管理と担い手.　馬奈木俊介編『農林水産の経済学』中央経済出版，108-128.
・�田林　明・淡野寧彦・横山貴史・吉田国光　2015．栃木県那須地域における農村空間の商品化による
観光発展の可能性．田林　明編『地域振興としての農村空間の商品化』農林統計出版，143-184．

・�淡野寧彦・吉田国光・大石貴之・永井伸昌・飯島　崇・田林　明・トム=ワルデチュック�2012．茨城県筑
西市協和地域における小玉スイカ産地の維持要因．山本�正三・田林�明・菊地�俊夫�編�『小農複合経営の
地域的展開』�二宮書店,�235-257．

  論文・研究ノート 
【論文（査読有：単著or筆頭）】
・�吉田国光　2013b．淡路島三原平野における農業生産をめぐるネットワーク．村落社会研究ジャーナ
ル39：35-46．�

・�吉田国光　2013a．十勝平野における農家間ネットワークからみた大規模畑作の動態．経済地理学年
報59：197-215．

・�吉田国光　2012．集約的農業地域における社会関係からみた農地移動の展開－兵庫県南あわじ市上幡
多集落の事例－．人文地理64：103-122．

・�吉田国光　2011b．中山間地域における農地利用の維持基盤－熊本県天草市宮地岳町を事例に－．地
理空間4：97-110．�

・�吉田国光　2011a.山村における棚田維持の背景－長野県中条村大西地区を事例として．人文地理63�:�
37-52．

・�吉田国光・杉野弘明　2011．近現代における小規模経営による味噌・醤油醸造業の地域的展開－長野
県須坂市を事例として－．地理科学66：61-79．

・�吉田国光・市川康夫・花木宏直・栗林　賢・武田周一郎・田林　明　2010.大都市近郊における社会関係
からみた稲作農家の農地集積形態．地学雑誌119:810-825.�

・�吉田国光　2009.北海道大規模畑作地帯における社会関係からみた農地移動プロセス.地理学評論82：
402-421.　�【2011年３月　2010年度日本地理学会　学会賞（若手奨励部門）】

・�※2009年から2011年の一連の筆頭論文（査読有）に対して【2012年６月　2012年度地理空間学会　学
会賞　奨励賞】

【論文（査読有：共同）】
・�馬場千遥・吉田国光　2015．長野県木島平村糠千地区における地域づくりの現状と課題－行政・住民・
大学の取り組みに注目して－．地理空間8：1-18．

・�鎧塚典子・山本祐大・島英浩・�形田夏実�・吉田国光　2015．熊本県天草市崎津における生業変化から
みた漁村景観維持の背景．地理科学70：1-21．

・�田林　明・淡野寧彦・横山貴史・吉田国光　2008．那須地域における農村空間の商品化による観光発
展の可能性．地理空間１:83-113．

【論文（査読無）】
・�島　英浩・吉田国光　2016．地方都市中心部における買物環境をめぐる課題－石川県金沢市長土塀地
区の事例－．日本海域研究47：71-84．

・�鎧塚典子・吉田国光　2016．重要伝統的建造物群保存地区における景観保全活動の展開－富山県高岡
市金屋町の事例－．日本海域研究47：35-47．

・�吉田国光・Nguyen�QuocVuong・中川知成・中村淳志・山本祐喜子・吉岡由哲　2015．ベトナム・ハノ
イにおける教育実践研究の成果と課題．教育実践研究（金沢大学）41：31-41．

吉田　国光　（ヨシダ　クニミツ）　准教授
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・�吉田国光　2015．学界展望�村落．人文地理，67：228-230．
・�横山貴史・橋爪孝介・村上翔太・藤永豪・吉田国光・田林明　2013．黒部市生地地区における漁業の変
遷と地域資源を活用した漁村地域活性化の取り組み．人文地理学研究33：145-173．

・�吉田国光　2011c．天王山における「里山の荒廃」と「竹林拡大」の関係性．熊本大学政策研究２：67-82．
・�田村真実・吉田国光・市川康夫�2010．近代三浦半島における生業形態からみた地曳網漁の様相－下浦
地域を事例として－．歴史地理学野外研究，14:145-162．

・�吉田国光・市川康夫・武田周一郎・花木宏直・栗林　賢・田林　明　2010．印旛沼湖畔集落における複
合的生業形態の変容—千葉県成田市北須賀地区を事例として—．地域研究年報，32：71-101．

・�淡野寧彦・吉田国光・大石貴之・永井伸昌・飯島　崇・田林　明・トム=ワルデチュック　2008．茨城県
筑西市協和地域における小玉スイカ産地の維持要因．地域研究年報，30：1-31．

・�吉田国光・高橋良輔　2007．甲府市における学校林活動の展開．地域研究年報，29:29-40.

  その他 
・�吉田国光�2013c.�土地利用調査．人文地理学会編『人文地理学事典』丸善出版，134-135．
・�（書評）後藤拓也（2013）：『アグリビジネスの地理学』古今書院，276p，7000円（税別）．地理科学69：
86-87．2014年

・�（書評）横山　智編（2013）：『資源と生業の地理学』海青社，350p，3800円（税別）．地理空間7：95-98．
2014年

・�（特集記事）吉田国光（2014）：棚田保全はどこに向かうのか？．ニューズレターCURES，103号，金沢
大学人間社会研究域附属�地域政策研究センター発行．

・�（書評）松井圭介（2013）：『観光戦略としての宗教－長崎の教会群と場所の商品化』筑波大学出版会，
182p，2800円（税別）．地理科学69：37-39．2014年

・�（書評）高柳長直・川久保篤志・中川秀一・宮地忠幸編（2010）：『グローバル化に対抗する農林水産業』農
林統計出版，�218p，2300円（税別）．経済地理学年報57：164-166．2011年

・�駒木伸比古・�吉田国光・山本健太　2011．学術大会運営におけるクラウドサービスの有用性と課題－
第５回日韓中地理学会議での経験から－．地理空間4：149-155

  口頭発表・ポスター発表 
・�YOSHIDA�Kunimitsu�and�KATADA�Natsumi　2015.�Analysis�of�Prduction�and�Selling�Styles�for�Some�
Aspects�of�Branding�Strateagies��for�Kaga�Yasai.�The�10th�-China-Japan-Korea�Joint�Conference�on�
Geography,��Shanghai,��China,�2018.10.�(oral�presentation)

・�YOSHIDA�Kunimitsu�2015.�Analysis�of�Stakeholders’�Networks�for�the�Agricultural�Production�Space�
in�Awaji�Island,�Japan.�International�Geographical�Regional�Conference�2015,�Moscow,�Russia,�2015.8�
(poster�presentation�).

・�YOSHIDA�Kunimitsu,�YOROIZUKA�Noriko,�YAMAMOTO�Yuta,�SHIMA�Hidehiro,�and�KATADA�Natsumi　
2014.�Analysis�of�Changing�Livelihoods�for�Some�Aspects�of�the�Japan’s�Cultural�Landscapes�in�the�
Sakitsu�District,�Amakusa�City,�Kumamoto�Prefecture.�The�9th�Korea-China-Japan�Joint�Conference�
on�Geography,�Busan,�Korea,�2014.7.�(poster�presentation)

・�YOSHIDA�Kunimitsu�2013.�Analysis�of�Farmers’�Networks�for�the�Dynamism�of�Large-scale�Upland�
Farming�in�Tokachi�Plain.�The�8th�Korea-China-Japan�Joint�Conference�on�Geography,�Fukuoka,�Ja-
pan,�2013.8.�(poster�presentation)

・�吉田国光　2013．農業生産とネットワークと空間－機械共有と堆肥調達，出荷を取り上げて－．日本
地理学会2013年春季学術大会（立正大学）所収：�日本地理学会研究発表要旨83,p150．

・�YOSHIDA�Kunimitsu�2012.�The�Local�Context�of�Acquiring�Farmland�Rights�in�Upland�Farming�Area,�
Japan.�32nd�International�Geographical�Congress�Cologne�2012,�Cologne,�Germany,�2012.8�(poster�
presentation�).�

・�吉田国光　2012．十勝平野における農家間ネットワークからみた大規模畑作をめぐ�る農業生産空間
－とくに共同収穫と出荷形態に注目して－．2012年度地理空間学会大会（筑波大学東京キャンパス）．

・�YOSHIDA�Kunimitsu�2011.�Aspects�of�Maintaining�Farmland�in�Terms�of�Social�Relationships�in�In-
tensive�agricultural�area:�A�Case�Study�of�Mihara�Plain,�Awaji�Island.�The�6th�Korea-China-Japan�Joint�
Conference�on�Geography,�Seoul,�Korea,�2011.11.�(oral�presentation)

・�YOSHIDA�Kunimitsu�2010.�Regional�development�of�a�large-scale�upland�farming�in�Tokachi�plain,�
Hokkaido.�The�5th�China-Japan-Korea�Joint�Conference�on�Geography,�Sendai,�Japan,�2010.11.�(oral�
presentation)

・�吉田国光　2009�:淡路島三原平野における重層的農業者ネットワークからみた農業生産活動の展開.人
文地理学会2009年大会（名古屋大学）�所収:人文地理学会大会研究発表要旨,p56〜57
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  専門分野 
人文地理学，経済地理学

  専門分野キーワード 
経済地理学，工業地理学，産業集積論，アジア経済論，自動車産業研究，繊維・アパレル産業研究

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆：『インドの産業発展と日系企業』佐藤隆広編，神戸大学経済経営研究所研究叢書77号，2017
年。（第４章を分担執筆）

・�分担執筆（共同）：『現代インド4　台頭する新経済空間』岡橋秀典・友澤和夫編，東京大学出版会，2015
年。（第6章を日野正輝氏と共同執筆，補論２を分担執筆）

・�分担執筆：『Urban�Development�Challenges,�Risks�and�Resilience�in�Asian�Mega�Cities』R.B.�Singh�編，
Springer，2014年。（第21章を分担執筆）

・�分担執筆：『Proceedings�of�the�Study�on�Information�Resources�of�Human�Science�Vol.5』人間文化研
究機構発行，2014年（分担執筆：pp.80-88,�pp.151-156）

・�分担執筆：『世界地誌シリーズ７　東南アジア・オセアニア』菊地俊夫・小田宏信編，朝倉書店，2014年。
（コラムを分担執筆）
・�分担執筆（共同）：『現代インドにおける地方の発展―ウッタラーカンド州の挑戦―』岡橋秀典編，海青社，
2014年。（第2章を岡橋秀典氏と共同執筆）

・�分担執筆：『世界地誌シリーズ６　インド』友澤和夫編，朝倉書店，2013年。（第5章を分担執筆）
・�分担執筆：『帝国書院地理シリーズ日本のすがた２中国・四国地方』帝国書院，2013年。（3つの章を分
担執筆）（第15回�学校図書館出版賞受賞）

  論文・研究ノート 
・�論文：「インド工業の発展過程と立地特性」『歴史と地理　地理の研究』683号，2015年。（依頼論文）
・�論文：「インド北部山岳州における工業開発と工業集積―ヒマーチャル・プラデーシュ州バッディ地域
を事例として―」『地理科学』69巻1号，2014年。（査読有）

・�論文：「インドのテキスタイル・パーク」『アジ研ワールド・トレード』19巻5号，2013年。（依頼論文）
・�論文：「経済成長下のインド山岳州における社会経済指標の空間的特性―ウッタラーカンド州とヒマー
チャル・プラデーシュ州を事例に―」『広島大学現代インド研究―空間と社会』3号，2013年。（査読有）

・�論文：「インドにおけるテキスタイルパークの開発と立地特性」『広島大学現代インド研究―空間と社会』
1号，2011年。（査読有）

・�論文：「タイにおける工業団地の立地パターンと大手民間ディベロッパーの開発戦略」『地域地理研究』
15巻，2009年。（査読有）

・�論文：「GISによるインド小地域単位データの地理学的分析―ウッタラカンド州の2001年センサスデー
タを用いて―」『現代南アジアの地域システム』5巻，2009年。（査読無）

・�論文：「タイ・アマタナコン工業団地における自動車部品企業の集積プロセスとリンケージの空間的特
性」『地理学評論』82巻6号，2009年。（査読有）

・�論文：「タイにおける日系自動車産業の外延的拡大とその集積構造」『経済地理学年報』52巻3号，2006年。
（査読有）

  その他 
・�【書評】青山裕子・J.T.マーフィー・S.ハンソン著，小田宏信・加藤秋人・遠藤貴美子・小室譲訳：『経済地

宇根　義己　（ウネ　ヨシミ）　講師
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理学キーコンセプト』古今書院，地理科学（地理科学学会），第70巻第4号，pp.42-45．2015年。
・�【書評】Takahiro�Fukunishi�and�Tatsufumi�Yamagata�eds.（2014）“The�Garment�Industry�in�Low-Income�
Countries:�An�Entry�Point�of�Industrialization”IDE-JETRO，国際開発研究（国際開発学会），第24巻第1号，
pp.151-154．2015年。

・�【書評】長田華子著（2014）:『バングラデシュの工業化とジェンダー�:�日系縫製企業の国際移転』御茶の水
書房，広島大学現代インド研究―空間と社会（広島大学現代インド研究センター），5，pp.73-75．2015年。

・�【書評】石上悦朗・佐藤隆広編著：『現代インド・南アジア経済論』ミネルヴァ書房,�広島大学現代インド
研究―空間と社会（広島大学現代インド研究センター），2,�pp.�103-105．2012年。

・�「福山のオンリーワン・ナンバーワン企業と鞆の浦（2010年度経済地理学会第57回大会巡検報告）」経済
地理学年報（経済地理学会），第56巻第４号，pp.313-314，2010年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「タイ自動車産業の生産規模拡大に伴う生産システムの変容－日系企業A社を事例に－」会議名：経済地
理学会中部支部10月例会（2016年10月15日，名城大学）（口頭発表）

・�「インド・タミルナードゥ州コインバトールの産業集積に関する予察的考察－紡績工業を中心に－」会
議名：2016年度HINDAS（広島大学現代インド研究センター）第1回研究集会（2016年5月14日，広島
大学）（口頭発表）

・�「Expansion�of�the�Agglomeration�in�the�ASEAN�Automotive�Industry:A�Case�Study�of�Thailand�and�In-
donesia�in�Recent�years」会議名：The�10th�China-Japan-Korea�Joint�Conference�on�Geography�&�The�
1st�Asian�Conference�on�Geography（第10回中日韓地理学会議）（2015年10月10日，中国・華東師範
大学）（ポスター発表）

・�「生産拡大期における東南アジア自動車企業の立地展開―タイ，インドネシアを事例に―」会議名：日
本地理学会2015年秋季学術大会（2015年9月18日，愛媛大学）（ポスター発表）

・�「インド繊維・アパレル産業の空間構造と産業集積」会議名：日本地理学会2015年春季学術大会（2015
年3月29日，日本大学）（口頭発表）

・�「デリーにおけるインフォーマルな工業労働市場の形成―ムスリム地区ジャミア・ナガールの零細繊維
工場を事例に―」会議名：2014年人文地理学会大会（2014年11月9日，広島大学）（共著，口頭発表）

・�「経済成長下のインドにおける�婚礼用伝統衣服の流通構造―デリーのサリー類卸売業を事例に」会議
名：日本地理学会2014年秋季学術大会（2014年9月20日，富山大学）（口頭発表）

・�「Spatial�Structure�of�the�Apparel�Industry�in�the�National�Capital�Region,�India」会議名：IGU�Kyoto�Re-
gional�Conference（2013年京都国際地理学会議）（2013年8月6日，国立京都国際会館）（口頭発表）

・�「アジアの産業地理研究におけるGISの利活用―インド・タイを対象とした調査・研究を事例に」会議名：
2013年度アジア政経学会全国大会（2013年6月16日，立教大学）（口頭発表）

・�「タイ自動車産業の空間構造」会議名：2010年度経済地理学会第57回大会フロンティアセッション
（2010年5月23日，広島大学）（口頭発表）
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  専門分野 
文化人類学

  専門分野キーワード 
文化人類学，東南アジア地域研究

  著書 
・�『キーコンセプト　文化－近代を読み解く』219ページ，2010年，京都：世界思想社。
・�『バリ島の小さな村で』238ページ，2004年，東京：洋泉社。
・�『政策文化の人類学：せめぎあうインドネシア国家とバリ地域住民』244ページ，2000年，京都：世界
思想社。

  共著，共編著，編著 
・�窪田順平編『水を分かつ：地域の未来可能性の共創』2016年，東京：勉誠出版。（分担：295-316ページ）
・�鏡味治也編『民族大国インドネシア：文化継承とアイデンティティ』365ページ，2012年，木犀社。（分担：
序および13章）

・�Foulcher,�Keith,�Mikihiro�Moriyama�and�Manneke�Budiman�(eds.),�Words�in�Motion:�Languages�and�
Discourses�in�Post-New�Order�Indonesia,�2012,�Singapore:�nus�Press.（分担：８章）

・�鏡味治也・関根康正・橋本和也・森山工編『フィールドワーカーズ・ハンドブック』308ページ，2011年，
世界思想社。（分担：序章，３章，コラム（124-125ページ））

・�Moriyama,�Mikihiro�&�Manneke�Budiman�(eds.),�Geliat�Bahasa�Selaras�Zaman:�Perubahan�Baha-
sa-bahasa�di�Indonesia�Pasca-Orde�Baru,�2010,�Jakarta:�Gramedia.（分担：152-167ページ）

・�森山幹弘・塩原朝子編『多言語社会インドネシア』2009年，東京：めこん。（分担：３章）
・�鈴木正崇編『東アジアの民衆文化と祝祭空間』2009年，東京：慶応義塾大学東アジア研究所。（分担：
411-444ページ）

・�杉島敬志・中村潔編『現代インドネシアの地方社会』2006年，東京：NTT出版。（分担：５章）
・�Shinji�Yamashita,�et.�al.�(eds.),�Globalization�in�Southeast�Asia�:�Local,�National,�and�Transnational�
Perspectives,�2003,�New�York:�Berghahn�Books.（分担：３章）

・�鈴木正崇編『講座　人間と環境　第10巻・大地と神々の共生－自然環境と宗教』1999年，京都：昭和堂。
（分担：４章）
・�田村克己編『二〇世紀における諸民族文化の伝統と変容４・文化の生産』1999年，東京：ドメス出版。（分
担：５章）

・�佐藤浩司編『住まいはかたる』1999年，京都：学芸出版社。（分担：43-62ページ）
・�Shinji�Yamashita,�Kadir�H.�Din�&�J.�S.�Eades�(eds.),�Tourism�and�Cultural�Development�in�Asia�and�
Oceania,�1997,�Bangi:�Penerbit�Universiti�Kebangsaan�Malaysia.（分担：４章）

・�青木保他編『岩波講座文化人類学・第８巻・異文化の共存』1997年，東京：岩波書店。（分担：２章）
・�関本照夫・船曳建夫編『国民文化が生れる時－アジア・太平洋の現代とその伝統』1994年，東京：リブ
ロポ－ト。（分担：４章）

・�渡邊欣雄・三浦国雄編『環中国海の民俗と文化：第４巻・風水論集』1994年，東京：凱風社。（分担：400-
424ページ）

・�阿部年晴・伊藤亜人・荻原真子編『民族文化の世界（上巻）・儀礼と伝承の民族誌』1990年，東京：小学館。
（分担：242-265ページ）
・�清水昭俊編著『家族の自然と文化』1989年，東京：弘文堂。（分担：６章）

鏡味　治也　（カガミ　ハルヤ）　教授
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・�伊藤亜人・関本照夫・船曳建夫編『現代の社会人類学　第１巻』1987年，東京：東京大学出版会。（分担：
187-200�ページ）

  翻訳 
・�クリフォード・ギアツ著『現代社会を照らす光－人類学的省察』（中林伸浩・西本陽一と共訳），2007年，
東京：青木書店。

・�プトゥ・スティア著『増補新版プトゥ・スティアのバリ案内』（中村潔と共訳），2007年，東京：木犀社。
・�プトゥ・スティア著『プトゥ・スティアのバリ案内』（中村潔と共訳），1994年，東京：木犀社。
・�Ｈ.�ギアツ＆Ｃ.�ギアツ著『バリの親族体系』（吉田禎吾と共訳），1989年，東京：みすず書房。

  論文・研究ノート 
・�単著論文１．「慣習村による移入者管理－変革期インドネシアの社会変化とバリ人アイデンティティ」，
2010年，『東南アジア研究』48-1：3-24（査読有）

・�単著論文２．「日本の地域社会の質的調査方法論－文化人類学調査実習の実践から」，2006年，『金沢
大学文学部論集　行動科学・哲学篇』第26号：79-99（査読無）

・�単著論文３．"Regional�Autonomy�in�Process:�A�Case�Study�in�Bali�2001-2003",�2005,�Asian�and�Afri-
can�Studies,�5(1):�46-71（査読有）

・�単著論文４．「共同体性の近代－バリ島の火葬儀礼の実施体制の変化から考える」，2005年，『文化人
類学』69巻４号：540-555（査読有）

・�単著論文５．「日本の地域社会の基盤としての地域自治会－石川県農村部の事例から」，2002年，『金
沢大学文学部論集　行動科学・哲学篇』第22号：49-68（査読無）

  その他 
・�「民族誌」「民族分類」，2014年，国立民族学博物館編『世界民族百科事典』10-11および722-723ページ，
東京：丸善出版

・�「政策と人類学」，2009年，日本文化人類学会編『文化人類学事典』550-551ページ，東京：丸善
・�「 Book�Review:�Cooper,�Thomas�L.,�Sacred�Painting�in�Bali:�Tradition�in�Transition.�Bangkok:�Orchid�
Press」,�2007,�Asian�Folklore�Studies�Vol.�LXVI�1-2:�277-278.

・�「バリ」，2000年，『世界民族事典』533-534ページ，東京：弘文堂。
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  専門分野 
文化人類学，東南アジア研究，日本研究

  専門分野キーワード 
民族，宗教，語り，生活経験

  著書 
・�西本陽一編　2013　『雲南少数民族の生活経験の変化―解放後中国の社会変化をラフ族住民はどう生
きたか』金沢：平成21年度〜平成24年度科学研究費補助金基盤研究（C）課題番号21510257研究成果報
告書（2013年03月31日，全138ページ）．

・�西本陽一　2010　『中国雲南ラフ族村の生活誌：アユ村の現在と過去』金沢：金沢大学人間社会研究域．
（2010年07月31日，全112ページ）．
・�西本陽一（編）　2010　『中国雲南少数民族の無形文化遺産の世界　中国云南少数民族非物质文化遗产

的世界』金沢：金沢大学人間社会研究域，全70頁．
・�西本陽一　2009　『平成18年度〜20年度科学研究費補助金萌芽研究（課題番号：�18652077）研究成果
報告書「周縁性の経験―少数民族ラフの宗教変容と語り―」，研究代表者:�西本陽一』（2009年3月31日，
全302ページ）.

・�Nishimoto,�Yoichi.�2000.�Lahu�Narratives�of� Inferiority:�Christianity�and�Minority� in�Ethnic�Power�
Relations.�Chiang�Rai:�Center�for�Inter-Ethnic�Studies,�Rajabhat�Institute�Chiang�Rai.（英文単著書，
210ページ）．

  共著，共編著，編著 
・�Nishimoto,�Yoichi�ed.�2015�Report�of�the�International�Workshop�“Ethnic�Music�as�a�Cultural�Re-
source.”�Kanazawa:�Kanazawa�University.�(40�pages).

・�鏡味治也・西本陽一編　2013　『跨境民族と宗教変容―中国とタイの山地民ラフ族の事例』金沢：金沢
大学文化資源学研究センター（2013年03月22日，全118ページ）．

・�西本陽一（編）　2012　『アジア仏教の比較研究－生活宗教という観点から－』金沢：金沢大学国際文化
資源学研究センター（2012年01月31日，全62ページ）.

・�Yoichi�Nishimoto�and�Dale�K.�Andrews�eds.�2009.�Report�of�the�International�Workshop�“Asian�Re-
ligious�and�Ritual�Fields�in�Comparison:�Cases�from�Thailand,�China,�and�Japan”�Kanazawa,�Japan,�
March�24,�2009.�Kanazawa:�Faculty�of�Letters,�Kanazawa�University.

・�西本陽一　2009　「仏教国家タイと非仏教系山地民―キリスト教徒ラフおよび伝統派ラフの事例」林行
夫編『＜境域＞の実践宗教―大陸部東南アジア地域と宗教のトポロジー―』京都:�京都大学学術出版会，
509-537ページ所収.（2009年2月25日発行）.

・�西本陽一　2006　｢神話の社会空間―山地民ラフの『文字／本の喪失』の物語｣西井凉子・田辺繁治編『社
会空間の人類学―マテリアリティ・主体・モダニティ』京都：世界思想社，pp.286-306．

  翻訳 
・�西本陽一　2012　アピンヤ・フアンフーサクン「現代タイ宗教における合理性と再神秘化」西本陽一編
『アジア仏教の比較研究－生活宗教という観点から－』金沢：金沢大学国際資源学研究センター，23-38
ページ（2012年1月31日発行）（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2007　「第8章　運命の危機―経験，意味，アイデンティティ，権力としての宗教」クリフォー
ド・ギアツ『現代社会を照らす光―人類学的な省察』（鏡味治也・中林伸浩・西本陽一訳）東京：青木書店，
213-237ページ（2007年12月17日発行）．（英語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一・アナンタナコム�パニダ　2007　『東北タイのロケット祭り』（リージョナル・ツーリズム・
フォーラム叢書第1巻，ニティ・イーオシーウォン著）金沢:�金沢大学文学部，アナンタナコム�パニダ
との共訳），60ページ．（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2006　｢宗教的な位階の呼称に関する規定についての宗教局公告｣（Phrakaat�kromkaan�
saatsanaa�ruang�banyat�khamriak�chue�tamnaeng�thang�saatsanaa）林行夫編『平成15年度〜17年度

西本　陽一　（ニシモト　ヨウイチ）　教授
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科学研究費補助金（基盤A［1］）報告書「東南アジア大陸部・西南中国における宗教と社会変容―制度・境
域・実践」，研究代表者:�林行夫』，32ページ．（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2006　｢仏暦2512年の種々の宗教に関する宗教局規則｣（Rabiap�kromkaansaatsanaa�
waaduai�oongkaansaatsanaa�taang�taang�phoo�soo�2512）林行夫編『平成15年度〜17年度科学研究
費補助金（基盤A［1］）報告書「東南アジア大陸部・西南中国における宗教と社会変容―制度・境域・実践」，
研究代表者:�林行夫』，33-34ページ．（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2006　｢仏暦2523年の外国人宗教布教者の旅行書類の期限延長のための証明書類発行に
関する宗教局規則｣（Rabiap�kromkaansaatsanaa�waaduai�kan�ook�nangsue�raproong�phua�too�aayu�
nangsue�duen�thaan�khoong�phuu�phuei�phrae�saatsanaa�chao�taang�prateet�phoo�soo�2523）林行
夫編『平成15年度〜17年度科学研究費補助金（基盤A［1］）報告書「東南アジア大陸部・西南中国における
宗教と社会変容―制度・境域・実践」，研究代表者:�林行夫』，35-36ページ．（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2006　｢仏暦2524年のタイ国における外国人宗教布教者の宗教布教に関する宗教局規則｣
（Rabiap�kromkansaatsanaa�waaduai�kaan�phueiphrae�saatsanaa�khoong�phuu�phueiphrae�saatsanaa�
chao�taangchaat�nai�pratheet�thai�phoo�soo�2524）林行夫編『平成15年度〜17年度科学研究費補助金
（基盤A［1］）報告書「東南アジア大陸部・西南中国における宗教と社会変容―制度・境域・実践」，研究代
表者:�林行夫』，37-38ページ．（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2006　｢仏暦2525年の種々の宗教に関する宗教局規則（第二版）｣（Rabiap�kromkaansaatsa-
naa�waaduai�ongkaansaatsanaa�taang�taang（chabap�thii�2）phoo�soo�2525）林行夫編『平成15年度〜
17年度科学研究費補助金（基盤A［1］）報告書「東南アジア大陸部・西南中国における宗教と社会変容―
制度・境域・実践」，研究代表者:�林行夫』，39ページ．（タイ語から日本語への翻訳）．

・�西本陽一　2004　｢付録：エボのある音楽テープに収められた歌の歌詞」（論文｢周辺少数民族における
ポップス:�北タイ・キリスト教徒ラフにおけるアイデンティティ形成の一側面｣の付録で，ラフ族歌手
エボの歌17曲を訳出したもの）『金沢大学文学部論集�行動科学・哲学篇』24:�55-70.（ラフ語から日本語
への翻訳）．

・�Nishimoto,�Yoichi.�2002.�“Lahu�Symbolic�Universe�and�Reconstruction�of�Ethnic�Identity”�by�Sombat�
Boomkamyeung.�In�Yukio�Hayashi�and�Aroonrut�Wichienkeeo�eds.�Inter-Ethnic�Relations�in�the�Mak-
ing�of�Mainland�Southeast�Asia�and�Southwestern�China.�Pp.�118-146.�Bangkok:�Amarin�Printing�
and�Publishing.（タイ語から英語への翻訳）．

  論文・研究ノート 
・�Nishimoto,�Yoichi.�2015�“Emergence�of�Lahu�Pop�and�the�Formation�of�Christian�Lahu�Identity:�Ethnic�
Music�as�a�Cultural�Resource”�Waarasaan�Sangkhommasaat�26(2):�147-169.（依頼論文）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2015�“Emergence�of�Lahu�Pop�and�the�Formation�of�Christian�Lahu�Identity:�Ethnic�
Music�as�a�Cultural�Resource”�In�Yoichi�Nishimoto�ed.�2015�Report�of�the�International�Workshop�
“Ethnic�Music�as�a�Cultural�Resource.”�Kanazawa:�Kanazawa�University,�pp.1-12.（査読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2014�“Being�Christian�Minority�in�China:�Case�of�the�Protestant�Lahu�in�Yunnan”�
Paper�presented�at�the�2014�Annual�Conference�of�the�East�Asian�Anthropological�Association,�14-16�
November,�2014,�Yeungnam�University,�Gyeongsan,�South�Korea.�(19�pages)（査読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2014�“Mechanical�Reproduction�and�the�Development�of�Popular�Music�among�
an�Ethnic�Minority:�Cases�of�Traditionalist�and�Christian�Lahu�in�the�Thai-Myanmar�Borderlands”�Pro-
ceedings�of�the�Asian�Conference�on�Arts�and�Culture�2014�(ACAC�2014),�June�12-13,�2014�at�Sri-
nakharinwirot�University,�Bangkok,�Thailand,�pp.39-51.（招待・基調講演論文）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2014�“Christian�Ethnic�Minority�in�Non-Christian�States:�The�Protestant�Lahu�in�
Thailand�and�China”�Paper�presented�at�the�12th�International�Conference�on�Thai�Studies,�April�21-
24,�University�of�Sydney,�Australia.�(18�pages)（査読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2013�“Cult�of�“Fu”�or�Living�Buddhas�among�the�Lahu�People�in�Yunnan,�China:�
Surviving�Beliefs�of�Supernatural�Powers”�Paper�presented�at�the�East�Asian�Anthropological�Associa-
tion�Meeting,�15-17�November,�2013,�Xiamen�University,�China.�(15�pages).（査読無）

・�西本陽一　2013　「雲南ラフ族における『佛』信仰」，西本陽一編『雲南少数民族の生活経験の変化―解
放後中国の社会変化をラフ族住民はどう生きたか』金沢：平成21年度〜平成24年度科学研究費補助金
基盤研究（C）課題番号21510257研究成果報告書，11-106ページ所収．（査読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2012�“Traditional�Culture�and�Local�Society:�Lahu�Food�Culture�as�a�Cultural�Re-
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source”�『金沢大学文化資源学研究』3:�2-10.（査読無）
・�西本陽一　2012　「はじめに　アジア仏教の比較研究―生活宗教という観点から―」西本陽一編『アジ
ア仏教の比較研究―生活宗教という観点から』金沢：金沢大学国際文化資源学研究センター，1-8頁所
収．（査読無）

・�西本陽一　2012　「生活宗教としての日本の地域仏教―石川県珠洲市の事例より―」西本陽一編『アジ
ア仏教の比較研究―生活宗教という観点から』金沢：金沢大学国際文化資源学研究センター，51-59頁
所収．（査読無）

・�西本陽一　2010　「はじめに」西本陽一編『中国雲南少数民族の無形文化遺産の世界　中国云南少数民
族非物质文化遗产的世界』金沢：金沢大学人間社会研究域，1頁所収．（査読無）

・�西本阳一　2010　「前言」西本陽一編『中国雲南少数民族の無形文化遺産の世界　中国云南少数民族非
物质文化遗产的世界』金沢：金沢大学人間社会研究域，55頁所収．（査読無）

・�西本陽一　2010　「ラフ族の食文化と無形文化遺産」西本陽一編『中国雲南少数民族の無形文化遺産の
世界　中国云南少数民族非物质文化遗产的世界』金沢：金沢大学人間社会研究域，15-28頁所収．（査読
無）

・�西本阳一　2010　「拉祜族的饮食文化与非物质文化遗产」西本陽一編『中国雲南少数民族の無形文化遺
産の世界　中国云南少数民族非物质文化遗产的世界』金沢：金沢大学人間社会研究域，55-66頁所収．（査
読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2009.�"Contesting�Myths�of�the�Loss�of�Letters�and�Ambiguous�Identity�among�
the�Lahu�of�Burma-Thai�Borderland"�Paper�read�at�the�Society�for�East�Asian�Anthropology�&�Taiwan�
Society�for�Anthropology�and�Ethnology�(SEAA�&�TSAE),�July�2-July�5,�2009,�Institute�of�Ethnology,�
Academia�Sinica,�Taipei.�(July�2,�2009).（査読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2009.�“Myth�and�Ambiguous�Identity�among�the�Lahu�of�North�Thailand:�Legends�
of�the�Loss�of�Letters”�in�Yoichi�Nishimoto�and�Dale�K.�Andrews�eds.�Report�of�the�International�
Workshop�“Asian�Religious�and�Ritual�Fields�in�Comparison:�Cases�from�Thailand,�China,�and�Ja-
pan”�Kanazawa,�Japan,�March�24,�2009.�Kanazawa:�Faculty�of�Letters,�Kanazawa�University,�pp.25-41.�
(Published�March�31,�2009).（査読無）

・�西本陽一　2009　｢北タイ・赤ラフ族における声（発せられる言葉）の力｣『北陸宗教文化』22:�65-85.
（2009年3月31日）.（査読無）
・�西本陽一　2009　｢現代台湾南部における嬰児の儀礼－剃胎毛（剃頭）を中心に－｣『金沢大学人間科学
系紀要』1:�15-36.（査読有）

・�西本陽一　2008　｢伝統宗教の動態―北タイ・赤ラフ族の宗教」『金沢大学文学部論集�行動科学・哲学
篇』28:�65-172．（査読無）

・�西本陽一　2007　｢上座仏教における積徳と功徳の転送―北タイ『旧暦12月満月日』の儀礼―」『金沢大
学文学部論集�行動科学・哲学篇』27:�81-98.（査読無）

・�西本陽一　2006　｢仏教国家と境域民族―タイ国と非仏教系山地民の接触面―｣�林行夫編『平成15年
度〜17年度科学研究費補助金（基盤A［1］）報告書「東南アジア大陸部・西南中国における宗教と社会変
容―制度・境域・実践」，研究代表者:�林行夫』，1-31ページ．（査読無）

・�西本陽一　2006　｢神話の政治学と両義性――山地民ラフの『文字／本の喪失』の物語｣『金沢大学文学
部論集�行動科学・哲学篇』26:�101-120.（査読無）

・�西本陽一　2005　｢山地少数民族ラフにおけるキリスト教｣『金沢大学文学部論集�行動科学・哲学篇』
25:�57-89.（査読無）

・�西本陽一　2004　｢山の民から少数民族へ:�タイ北部･ラフの山地民意識とその変化｣『地学雑誌』
113(2):�283-293.（査読有）

・�西本陽一　2004　｢周辺少数民族におけるポップス:�北タイ・キリスト教徒ラフにおけるアイデンティ
ティ形成の一側面｣『金沢大学文学部論集�行動科学・哲学篇』24:�27-70.（査読無）

・�Nishimoto,�Yoichi.�2003.�”The�Religion�of�the�Lahu�Nyi�(Red�Lahu)�in�Northern�Thailand:�General�De-
scription�with�Preliminary�Remarks”�『金沢大学文学部論集�行動科学・哲学篇』（Studies�and�Essays:�Be-
havioral�Sciences�and�Philosophy,�Faculty�of�Letters,�Kanazawa�University）23:�115-138.（査読無）

・�西本陽一　2000　｢北タイ・クリスチャン・ラフ族における民族関係の経験と自嘲の語り｣『民族学研究』
64(4):�425-446.（2000年3月）.（査読有）
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  その他 
・�西本陽一・服部一人　2012　『ソンクラーン　新年を迎える儀式　タイ　チェンマイ』ビデオ・ドキュ
メンタリー，16分．

・�西本陽一・服部一人　2012　『シェコヴェ　サラテヴェ　砂を盛り　あずまやを作る』ビデオ・ドキュ
メンタリー，16分．

・�西本陽一・服部一人　2012　『シャマタンヴェ　トウモロコシを捧げる』ビデオ・ドキュメンタリー，
16分．

・�西本陽一・服部一人　2011　『アユ村の過去と現在　中国雲南省ラフ族村の暮らし』ビデオ・ドキュメ
ンタリー，18分．

・�Nishimoto,�Yoichi�and�Kazuto�Hattori�2011�““For�Lahu,�it�is�chili”:�the�food�culture�of�the�Lahu�people�
in�northern�Thailand”�ビデオ･ドキュメンタリー，20分．

・�西本陽一・服部一人　2010　『ラフは唐辛子　北タイ山地民ラフ族の食文化』ビデオ･ドキュメンタ
リー，20分．�

・�Kazuto�Hattori�and�Yoichi�Nishimoto 　 2010 　 "A�Man�Named�Ai�Baw:�A�pop�legend�of�the�Lahu�
mountain�people"�ビデオ・ドキュメンタリー，25分.．

・�服部一人・西本阳一　2010　"一个叫Ai Baw的家伙―山地居民拉祜族传说中的流行歌手"�ビデオ・ドキュ
メンタリー，25分.

・�西本陽一　2009　｢文字を喪失する神話」松田素二総編集『文化人類学事典』東京:�丸善，282-283ペー
ジ所収.（2009年1月25日発行）．

・�西本陽一　2005　「書評　中田友子著『南ラオス村落社会の民族誌――民族混住状況下の「連帯」と闘
争』東京，明石書店，2004年，329頁，6,500円（＋税）」『文化人類学研究』70(2):�276-281.

  口頭発表・ポスター発表 
・�2016年03月26日　「ミュージアムとコミュニティ：タイのローカルミュージアム」みんぱく・金沢大学
連携研究フォーラム『文化遺産の保存と活用　ミュージアムの視点から』2016年3月26日（土）国立民
族学博物館第6セミナー室．

・�2015年11月03日　“Home�Prayer�Assembly�among�Protestant�Lahu�in�Yunnan�and�north�Thailand”�
Paper�presented�at�the�2015�Annual�Conference�of�the�East�Asian�Anthropological�Association,�03-04�
November,�2015,�Chengchi�University,�Taipei,�Taiwan.

・�2015年03月09日　“Emergence�of�Lahu�Pop�and�the�Formation�of�Christian�Lahu�Identity:�Ethnic�
Music�as�a�Cultural�Resource”�A�paper�presented�at�the�International�Workshop�“Ethnic�Music�as�a�
Cultural�Resource,”�March�09,�2015�at�Kanazawa�University,�Kanazawa,�Japan.

・�2014年11月14日　“Being�Christian�Minority�in�China:�Case�of�the�Protestant�Lahu�in�Yunnan”�Paper�
presented�at�the�2014�Annual�Conference�of�the�East�Asian�Anthropological�Association,�14-16�No-
vember,�2014,�Yeungnam�University,�Gyeongsan,�South�Korea.

・�2014年11月2日（日）　日本文化人類学会北陸地区研究懇談会（北陸人類学研究会第129回例会）企画「グ
ローバル時代の中国少数民族」，2014年11月02日，於・金沢大学サテライト･プラザ．

・�2014年 06月 12日　“Mechanical�Reproduction�and�the�Development�of�Popular�Music�among�an�
Ethnic�Minority:�Cases�of�Traditionalist�and�Christian�Lahu�in�the�Thai-Myanmar�Borderlands”�A�paper�
presented�at�the�Asian�Conference�on�Arts�and�Culture�2014�(ACAC�2014),�June�12-13,�2014�at�Sri-
nakharinwirot�University,�Bangkok,�Thailand.（招待・基調講演）

・�2014年04月24日　“Christian�Ethnic�Minority�in�Non-Christian�States:�The�Protestant�Lahu�in�Thai-
land�and�China”Paper�presented�at�the�12th�International�Conference�on�Thai�Studies,�April�21-24,�
University�of�Sydney,�Australia.

・�2013年11月15日　“Cult�of�“Fu”�or�Living�Buddhas�among�the�Lahu�People�in�Yunnan,�China:�Surviv-
ing�Beliefs�of�Supernatural�Powers”�The�East�Asian�Anthropological�Association�Meeting,�November�
15-17,�2013�in�Xiamen,�China.

・�2012年03月14日　講演（ラフ語と中国語による講演）「雲南ラフ族の社会と文化」雲南民族大学民族文
化学院．

・�2011年08月26日　発表（英語）“Lahu�Pop:�Popular�Music�and�Lahu�Ethnic�Identity”,�International�Fo-
rum:�Ethnic�Groups�in�the�Borderlands�of�Thai-Yunnan�Region,�26�August�2011,�1.00-4.00�PM,�4107�
Meeting�Room,�First�Floor�Bld.�4,�Faculty�of�Social�Sciences,�Chiang�Mai�University.
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  専門分野 
文化人類学

  専門分野キーワード 
日系アメリカ人，移民

  論文・研究ノート 
・�論文：“The�Japanese�Shinto�Shrines�in�Early�Issei:�A�Case�Study�in�the�Kona�Coffee�Belt�Japanese�
Community.”�Kinjo�Gakuin�Daigaku�Ronshu�9(2):�48-61.�2013(refereed)

・�論文：The�Kona�Coffee�Japanese�Community�Experience�on�the�Big�Island�of�Hawaii:�Forma-tion�and�
Change�of�a�Rural�Ethnic�Community�Focusing�on�the�Issei�and�Nisei.�Nagoya�University�Doctor�of�
Philosophy.�2012(refereed)

・�論文：「日系アメリカ人仏教徒4世・5世のアイデンティティにおけるエスニシティと宗教の意義�――
ハワイ州コナにおけるケース・スタディから」『多文化共生研究年報』名古屋多文化共生研究会,�第8号.�
pp.�83-119.�2011年(査読有)

・�論文：“Fourth�and�Fifth�Generation�Japanese�Buddhist�Americans:�A�Collective�Case�Studies�on�The�
Big�Island�of�Hawaii�focusing�on�the�Kona�Coffee�Community.”�Kinjo�Gakuin�Daigaku�Ronshu�6(2):�
117-134.�2010(refereed)

  口頭発表・ポスター発表 
・�“The�Japanese�Nisei�of�the�Kona�Coffee�Farmers:�Shinto�Shrines�Left�Destroyed�and�Hidden�National�
Identities”�conference�paper,�International�Symposium�on�Culture,�Arts,�and�Literature,�August.�2015.

・�“Japanese�Buddhist�Temple�in�Early�Issei:�A�Case�Study�in�the�Kona�Coffee�Belt�Japanese�Communi-
ty.”�Presented�at:�The�Asian�Conference�on�Asian�Studies,�June.�2014

・�“Obama’s�Second�Term�Race�and�the�LGBT.”　Kanazawa�University,�School�of�International�Studies,�
October.�2014.

David Kiyoshi Abe　（デヴィッド　キヨシ　アベ）　准教授
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  専門分野 
人類学

  専門分野キーワード 
経済人類学，トルコ

  著書 
・�『トルコ絨毯が織りなす社会生活――グローバルに流通するモノをめぐる民族誌』世界思想社，2013年。

  共著，共編著，編著 
・�『世界の手触り―フィールド哲学入門』佐藤知久・比嘉夏子・梶丸岳編，ナカニシヤ出版，2015年。（分担：
pp.211-214）

・�Extended�Abstracts�of�the�International�Symposium�"Long�Term�Vision�for�the�Sustainable�Water�&�
Land�Use.�Adiyaman�University,�Turkey,�2011.�ISBN:�978-605-60221-3-5.�（分担：pp.66-68.）

・�『コンタクト・ゾーンの人文学』第３巻，田中雅一／稲葉穣編，晃洋書房，2011年。（分担：pp.�230-
256）

・�『フィールドワークへの挑戦―〈実践〉人類学入門』菅原和孝編著，世界思想社，2006年。（分担：pp.�
169-191）

  論文・研究ノート 
・�論文：“Our�Carpet:�Transformation�from�Global�Commodity�to�Local�Tradition,”�In�Journal�of�the�In-
ternational�Center�for�Cultural�Resource�Studies�vol.1,�International�Center�for�Cultural�Resource�
Studies,�Kanazawa�University.�pp.52-71.�2015.（査読有）

・�論文（共著）：「『水土の知』――『統合的水資源管理』に向けての再定礎」（渡邉紹裕，加藤久明，田村うら
らによる共著）『環境技術』，環境技術学会，41巻10号，pp.594-599，2012年。（査読有）

・�論文：「コンタクト・ゾーンを誘発し演出するトルコ絨毯」『Contact�Zone』，京都大学人文科学研究所，
第4号，pp.60-84，2011年。（査読無）

・�論文：「トルコの定期市における売り手-買い手関係—顧客関係の固定化をめぐって」『文化人類学』，日
本文化人類学会，74巻1号，pp.48-72，2009年。（査読有，文化人類学会奨励賞受賞論文）

  その他 
・�『世界民族百科事典』国立民族学博物館　編，（分担：「市場」の項pp.244-245）丸善出版，2014年。
・�“Sacred�Rag,�Shoddy�Rag”�in�MINPAKU�Anthropology�Newsletter.�no.35:�p.7，2012.�
・�「人類学徒，異国に学ぶーその貴重な時間」『多文化交流フォーラム第3号』pp.93-98�京都大学国際交流
センター，2008年。

・�「トルコ流　暖のとりかた」『アイフォニックニュース』アイフォニックホール友の会会報誌　第98号　
p.1，2008年。

・�『Bozalan（ボザラン）』（民族誌映画作品）田村うらら（監修），ジョン・ウェルズ（撮影／監修），37分，日
本語版／英語版，２００８年。2014年2月放映予定のNHK番組に資料映像として一部提供。

・�「トルコ庶民の足，ドルムシュ」『アイフォニックニュース』アイフォニックホール友の会会報誌　第97
号　p.4，2007年。

・�「村の錬金術師たち」京都大学大学院人間・環境学研究科　文化人類学講座�公式HP連載フォトエッセイ
シリーズ『今月の写真』，2006年。

田村　うらら　（タムラ　ウララ）　特任助教
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  口頭発表・ポスター発表 
・�”Local�Handicrafts�Culture�and�Market�Economy:�a�Suggestion�from�a�Case�Study�of�Turkish�Carpet�
Production”,�International�Symposium�on�Cultural�Resource�Studies�2016�“Design�and�Diversity”,�at�In-
stitut�Teknoloji�Bandung�(ITB),�Indonesia.�（2016.9.13.バンドン工科大学における，国際シンポジウムの
基調講演）

・�「トルコ絨毯を通して考える，グローバル化時代の『伝統的』手工芸」，日本文化人類学会北陸地区研究
懇談会（北陸人類学研究会共催）第134回例会（2015.12.19.四高記念会館，金沢市）

・�“Turkish�Carpets�in�Motion:�The�Various�Phases�of�Local�Consumption�and�Incidental�Commoditiza-
tion”�International�Workshop�“Consuming�Textiles�Through�Their�Uses�and�Reuses”�（国際ワークショッ
プ「捨てるもの，捨てられないもの――布の履歴からモノの消費を考える」2012.2.8.�国立民族学博物館，
大阪）

・�"Weaving�Rural�Lifeworld�and�Global�Science;�For�the�Better�Use�of�Water�as�the�Commons�among�
the�Locals"�International�Symposium�of�"Long�Term�Vision�for�the�Sustainable�Water�&�Land�Use.
（2011.9.26.�Adiyaman�University,�Adiyaman,�TURKEY.）
・�「トルコ絨毯の今昔—民族文化の邂逅が織りなす世界」，トルコ日本文化協会主催，第101回トプカプ
さろん講演会。（招待講演，2010.04.25.�京大会館，京都）

・�“Localized�Global�Commodity,�Globalized�Local�Goods:�Dynamics�of�Various�and�Customary�Roles�of�
Carpets�in�a�Turkish�Carpet�Producing�Area”,�Inter-Congress�of�the�International�Union�of�Anthropo-
logical�and�Ethnological�Sciences�(IUAES),（査読あり2010.10.05.�Antalya,�Turkey.）

・�「彩（いろどり）がつながる―トルコ絨毯生産村における染色技術と知識をめぐって」，民族自然誌研究
会第56回定例会『民族生物学の守備範囲（あるいは攻撃布陣）』。（2009.07.25.�京大会館，京都）

・�「絨毯に織りなされる社会関係〜トルコ南西部ミラスの村落部の事例から」日本文化人類学会　第42回
研究大会。（2008.05.31.�京都大学）

・�”TO�ELOPE�OR�NOT�TO�ELOPE?:�Anthropological�Analysis�on�Women�as�Makers�of�Dowry�and�Global�
Commodities”,�16th�Annual�Conference�of�International�Association�for�Feminist�Economics�(IAFFE)』,�
（査読あり，2007.06.27.�Ramkhamhaeng�University,�Bangkok,�Thailand）
・�「駆落ちか家族の承認か―トルコ絨毯生産地の婚姻とモノの相関―」，『日本文化人類学会�第41回研究
大会』（2007.06.02.�名古屋大学）



−165−

  専門分野 
文化人類学

  専門分野キーワード 
技術，モノ，認識，伝承

  著書 
・�『カラムカリ・アーティスト－インド手描き染色布をめぐる語り』木犀社，2016。

  共著，共編著，編著 
・�共著：Mastering�Kalamkari�Techniques�and�the�Traditionality�in�Change:�A�Case�Study�of�Hand-Paint-
ed�Dyed�Cloth�of�Sri�Kalahasti�in�South�India,�Foundations�of�Cultural�Resource�Studies-A�Reader,�
2014.�(分担：155-178ページ)

・�共著：Change�of�the�Technique�of�Kalamkari�Under�Handicrafts�Promotion�Policy－Case�Study�of�
Temple�Cloth�in�South�India ，Cultural�Resource�Studies�Asian�Linkage�Building�Seminar�2010�
Working�Papers，Graduate�School�of�Human�and�Socio-Environment�Studies�Kanazawa�University，
2010.（分担：31-38ページ）

・�共著：「『伝統的』手工芸を対象としたデザイン開発と教育機関の連携―南インドで製作されるカラムカ
リの事例から」　『金沢大学　国際文化資源学研究』1，金沢大学国際文化資源学研究センター，2011年。
（分担：83-92ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：『手工芸製作者としての自己認識の生成－南インドの手描き模様染色布製作現場の事例から』
2012。（学位論文：金沢大学人間社会環境研究科提出）（2012年度学位取得）

・�論文：「『カラムカリ・アーティスト』を名のる女性制作者の誕生―南インド，カラムカリ制作現場にお
ける手工芸開発の影響」『地域研究』vol.10-2，pp183-203，2010年。（査読有）

・�論文：「カラムカリの技術習得とその変化における『伝統性』―南インド，シュリー・カラーハスティの
手描き模様染色布の事例から―」『物質文化』87，pp1-22，2009年。（査読有）

・�論文：「南インドにおける伝統染織の継承―カラムカーリーの技術保存の現状と課題」『放送大学大学院
研究成果報告・学生論文集・Open�Forum』2，pp17-22�，2006年。（選抜執筆）

・�論文（共著）：「輪島市西時国地区における『サンノさん』信仰の過去と現在」『加能民俗研究』47，pp1-
16，2016。（査読無）

  その他 
・�「インド南東部，シュリ・カーラハスティに伝承される手描き染色布，カラムカリの技術とその現状」『染
織情報α』2016年10月。（染織専門誌小論）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「伝統工芸職人の想像力」会議名：日本文化人類学会研究成果公開シンポジウム人類学的想像力の効用』
（2015年11月8日，石川県政記念しいのき迎賓館）（講演）。�
・�「製作者の多様化と「つくる者」としての自己表象の選択－南インドで製作される「伝統的寺院掛布製作
の事例から」学会名：日本文化人類学会，48回研究大会（2014年5月17日，幕張メッセ国際会議場）（個
人口頭発表）

松村　恵里　（マツムラ　エリ）　特任助教
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・�“The�Characteristic�of�Noto�in�Japan”会議名：Presentation�on�Japanese�Culture�in�Seinsbury�Instisute�
（2014年3月20日，イギリス，セインズベリー日本藝術研究所(SISJAC)）（口頭発表）
・�「「伝統的」染色布を対象としたデザイン開発の貢献と課題－アーンドラ・プラデーシュ州で製作される
手描きカラムカリの事例から」学会名：日本南アジア学会，第26回全国大会（2013年10月5日，広島大学）
（個人口頭発表）�
・�“The�Conceptions�of�The�Handicrafts�Makers�and�The�Change�in�The�Technique�of�Kalamkari －�A�
Case�Study�of�Temple�Cloth�in�South�India”会議名：Presentation�on�Artifact�Design－Desain�Produk�
ITB,�Japan�Universities�2013�Design�Collaboration，（2013�年2月25日，インドネシア，バンドゥン
工科大学）（講演）

・�“Change�of�The�Technic�of�Kalamkari�Under�Handicrafts�Promotion�Policy―�Case�Study�of�Temple�
Cloth�in�South�India”会議名：アジア文化資源リンケージ金沢セミナー（2010年2月19日，金沢大学）（口
頭発表）

・�「テンプルクロスの染色技術伝承における「伝統性」と「創造性」―南インド，シュリー・カラーハスティ
の事例から」『南アジアの手工芸と開発―「布」からみる地域社会の変動（分科会名）』学会名：日本南アジ
ア学会，第21回全国大会（2008年9月27日，東洋大学）（分科会発表）

・�「テンプルクロス，カラムカリ制作者の「アーティスト」意識の生成―南インド，シュリー・カラーハス
ティの事例から」学会名：日本文化人類学，第42回研究大会（2008年5月31日，京都大学）（個人口頭発表）

・�「南インドにおける伝統染色の技術保存の現状と背景」学会名：日本南アジア学会，第18回全国大会
（2005年10月2日，龍谷大学）（個人口頭発表）



社会科学
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  専門分野 
法理学

  専門分野キーワード 
法の概念，法の効力，正義，法律学方法論，義務論理

  著書 
・�Die�Radbrchsche�Formel.�Eine�Untersuchung�der�Rechtsphilosophie�Gustav�Radbruchs,�Baden-Baden,�
2006

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆：Das�Recht�als�die�Möglichkeit�der�Moral�und�der�Unmoral:�Das�Verhältnis�von�Recht�und�
Moral�nach�Gustav�Radbruch,�in�Borowski,�Martin/Paulson,�Stanley�L.�(Hrsg.):�Die�Natur�des�Rechts�
bei�Gustav�Radbruch,�Tübingen�2015,�S.�119-127

・�分担執筆：P.�J.�A.�Feuerbachsche�Deduktion�der�Rechte,�in:�Joerden,�Jan�C./Szwarc,�Andrzej�J.�(Hrsg.):�
Strafrechtsdogmatik�und�Rechtsphilosophie�-Ein�Fruchtbares�Spannungsverhältnis,�Poznan�2014,�S.�
239-247

・�分担執筆：Gustav�Radbruchs�Kritik�am�Positivismus,�in:�Schmidt,�Rainer�(Hrsg.):�Rechtspositivismus:�
Ursprung�und�Kritik,�Baden-Baden�2014,�S.�157-167

・�分担執筆：「語用論的な法概念について」仲正昌樹編『叢書アレテイア11�近代法とその限界』（御茶の水
書房，2010年）215〜238頁

・�分担執筆：「『ラートブルフ・テーゼ』（実証主義は法律家を無防備にする）について」青井秀夫・陶久利彦
編『ドイツ法理論との対話』（東北大学出版会，2008年）289〜302頁

・�分担執筆：深田三徳・濱真一郎編著『よくわかる法哲学・法思想』（ミネルヴァ書房，2007年）36〜39,�
52〜53,�118〜119,�172〜175頁

・�分担執筆：Hidehiko�Adachi,�Hermann�Kantorowicz�and�Legal�Reform�in�Japan,�in�Socio-Cultural�Trans-
formation�in�the�21st�Century?,�359-363�(S.�Kusune�et�al.�eds.,�2007)

・�編著：Rechtsphilosophische�Tagesfragen,�hrsg.�v.�Hidehiko�Adachi�und�Nils�Teifke,�Baden-Baden�2004

  翻訳 
・�単独訳：ロバート・アレクシー「包摂的非実証主義」法律時報87巻3号（2015年）68〜73頁
・�単独訳：ニルス・タイフケ「原理としての人間の尊厳：人間の尊厳と衡量の概念的な結びつきについて」
金沢法学56巻1号（2013年7月）57〜75頁

・�単独訳：ヤン・Ｃ・ヨェルデン「義務を超える（功徳的）行為�[supererogation]�の論理について」金沢法学
56巻1号（2013年7月）77〜97頁

・�単独訳：カーステン・ベッカー「制度化された理性としての法？　ロバート・アレクシーの討議理論的
な法構想について」金沢法学54巻1号（2011年）95〜116頁

・�単独訳：ロバート・アレクシー「法哲学の本質」青井秀夫・陶久利彦編『ドイツ法理論との対話』（東北大学
出版会，2008年）11〜29頁

・�共訳：グスタフ・ラートブルフ（陶久利彦・足立英彦訳）「『法哲学』後書き草稿」法の理論21（成文堂2001
年）1〜34頁

・�共訳：ベルント・シューネマン（阿部純二・宮川基・足立英彦訳）「国家不法（政府犯罪）の処罰の法哲学上
および刑法上の諸問題」東北学院大学論集・法律学第53=54号（1999年）147〜179頁

足立　英彦　（アダチ　ヒデヒコ）　教授



−169−

  論文・研究ノート 
・�論文：「法と道徳の関係の分類について：ロバート・アレクシーの分類の批判的分析--」金沢法学58巻1
号（2015年7月）99〜114頁

・�論文：「道徳・不道徳の可能性としての法：ラートブルフにおける法と道徳の関係について」金沢法学56
巻2号（2014年3月）9〜28頁

・�論文：「法規範の分類方法に関する一考察：個別規範と一般規範，行為規範と授権規範」東北亜法研究（全
北大学）第4巻第1号（2010年）91〜104頁

・�論文：（満・劉訳）「関於拉徳布魯赫『法哲学的日常問題』的意義」太平洋学報（汕頭大学法学院編集）2008
年第9期35〜37頁

・�論文：「もう一度ラートブルフを読み直す」法哲学年報2003（有斐閣，2004年）157〜166頁

  その他 
・�「Ｒ．アレクシーの法理論」（日本法哲学会2010年度学術大会ワークショップ概要）法哲学年報2010（有
斐閣，2011年）139〜141頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�Non-Positivism�and�Relativism（2016年9月15日�ハイデルベルク/ドイツ：Symposium:“Modern�Ger-
man�Non-positivism�-�From�Radbruch�to�Alexy”）

・�The�Relationships�between�Law�and�Morality:�An�Analysis�of�Robert�Alexy's�Classification（2015年7月
28日�ワシントンD.C./アメリカ合衆国：法哲学社会哲学国際連合第27回大会�Working�Group�20）

・�Conditional�Obligation�and�Fact�Statements（2014年8月22日�韓国外国語大学・ソウル/韓国：The�9th�
East�Asian�Conference�on�Philosophy�of�Law）
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  専門分野 
社会保障法

  専門分野キーワード 
医療保険，医療提供体制

  共著，共編著，編著 
・�共著：『世界の診療報酬』法律文化社，加藤智章編，2016年。（分担：第4章）
・�共編著：『人権としての社会保障』矢嶋里絵，田中明彦，石田道彦，高田清恵，鈴木靜編，法律文化社，
2013年。（分担：第９章）

・�共著：『世界の医療保障』法律文化社，加藤智章，西田和弘編，2013年。（分担：第10章）
・�共著：『新・講座社会保障法第1巻これからの医療と年金』日本社会保障法学会編，法律文化社，2012年。
（分担：第９章）
・�共編著：『社会法の基本理念と法政策』山田晋，有田謙司，西田和弘，石田道彦，山下昇編，法律文化社，
2011年。（分担：第11章）

・�共著：『社会保険改革の法理と将来像』河野正輝ほか編，法律文化社，2010年。（分担：第４章，第5章３，
第10章３）

・�共著：『日本国憲法』畑安次編，ミネルヴァ書房，2010年。（分担：第９章）
・�共著：『新版社会保障・社会福祉判例大系』加藤智章ほか編，旬報社，2009年。（分担：第Ⅳ部第１章）
・�共著：『社会保障』社会福祉士養成講座編集委員会編，中央法規，2009年。（分担：第７章）
・�共著：『レクチャー社会保障法』河野正輝・江口隆裕編，法律文化社，2009年。（分担：第４章）
・�共著：『新版やさしい社会福祉法制』石橋敏郎，山田晋編，嵯峨野書院，2008年。（分担：第2部第２章）�
・�共著：『自立支援と社会保障』菊池馨実編，日本加除出版，2008年。（分担：第13章）
・�共著：『世界の介護保障』増田雅暢編，法律文化社，2008年。（分担：第５章）
・�共著：『市民生活における社会保険』堤修三，品田充儀編，放送大学教育振興会，2008年。（分担：第４章，
第5章，第6章）

・�共著：『実務社会保障法講義』井上英夫，高野範城編，民事法研究会，2007年。（分担：第３章）
・�共著：『社会保障論』河野正輝ほか編，法律文化社，2007年。（分担：第3章）
・�共著：『ナーシング・グラフィカ⑨社会と生活者の健康：社会福祉と社会保障』増田雅暢ほか編，メディ
カ出版，2005年。（第７章）

・�共著：『市民社会と社会保障法』阿部和光，石橋敏郎編，嵯峨野書院，2002年。（分担：第5章）
・�共著：『講座社会保障法第５巻住居保障法・公的扶助法』日本社会保障法学会編，法律文化社，2001年。（分
担：第Ⅱ部第6章）

  翻訳 
・�単独訳：ペーター・ヴィンターシュタイン「ドイツ世話法の実務上の諸問題」『実践成年後見』５号，
2003年。

  論文・研究ノート 
・�判例研究：「支払基金等による減点査定の処分性」『社会保障判例百選（第５版）』，2016年。（依頼原稿）
・�論文：「医療制度改革法施行後のアメリカ医療保障の動向」『健保連海外医療保障』109号，2016年。（依
頼論文）

・�論文：「NHS改革と競争政策」『週刊社会保障』2864号，2016年（依頼論文）
・�判例研究：「Saint�Alphonsus�Medical�Center-Nampa�Inc.�v.St.�Luke’s�Health�System,�Ltd.,�778�F.3d�775�
(9th�Cir.�2015）:�医療の質の向上を理由とした医療提供組織の合併がクレイトン法7条に違反するとさ
れた事例」『金沢法学』58巻1号，2015年。

・�論文：「『医療を受ける者の利益』と医療提供体制」『週刊社会保障』2805号，2014年。（依頼論文）
・�論文：「医療法人制度の機能と課題」『社会保障法研究』4号，2014年。（依頼論文）
・�論文：「アメリカにおける医療費の財源構造:�メディケア・パートBを中心に」『健保連海外医療保障』103
号，2014年。（依頼論文）

・�論文：「後見費用・報酬負担のあり方と制度設計�:�社会福祉法制の視点からの検討」『実践成年後見』50号，
2014年。（依頼論文）

石田　道彦　（イシダ　ミチヒコ）　教授
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・�判例研究：「州法に基づき設立された公法人による病院の合併は，反トラスト法の州行為免責法理の適
用を受けないとされた事例�:�Federal�Trade�Commission�v.�Phoebe�Putney�Health�System,�Inc.�et�al.,�
133�S.Ct.�1003�(2013)」『金沢法学』56巻2号，2014年。

・�論文：「アメリカの専門医認定制度と反トラスト法」『週刊社会保障』2750号，2013年。（依頼論文）
・�論文：「アメリカにおける医療提供システムの新たな展開:�Accountable�Care�Organizationの概要と法
的課題」『金沢法学』55巻2号，2013年。

・�論文：「アメリカの民間医療保険」『健保連海外医療保障』99号，2012年。（依頼論文）
・�論文：「アメリカの医療保障における財源確保�:�メディケア，メディケイドの展開」『海外社会保障研究』
179号，2012年。（依頼論文）

・�書評：「島崎謙治著『日本の医療�制度と政策』」『季刊社会保障研究』48巻3号，2012年。（依頼原稿）
・�論文：「医療関連計画における計画間調整」『週刊社会保障』2694号，2012年。（依頼論文）
・�書評：「井上英夫ほか編『新たな福祉国家を展望する』」『医療・福祉研究』21号，2012年。（依頼原稿）
・�論文：「医療提供体制に関わる法制度の変化と課題：　医療計画を中心に」『社会保障法』26号，2011年。
・�論文：「医療提供体制における診療報酬と補助金の役割」『週刊社会保障』2634号，2011年。（依頼論文）
・�論文：「アメリカ医療制度改革の法的論点」『週刊社会保障』2577号，2010年。（依頼論文）
・�書評：「新田秀樹著『国民健康保険の保険者』」『社会保障法』25号，2010年。（依頼原稿）
・�論文：「医療保険制度と契約」『季刊社会保障研究』45巻１号，2009年。（依頼論文）
・�論文：「州における医療制度改革の現況」『週刊社会保障』2537号，2009年。（依頼論文）
・�論文：「医療保障と競争政策の交錯（１）〜(5・完):�アメリカ医療における反トラスト法の展開」
・�『金沢法学』48巻１号〜52巻1号，2005年〜2009年。
・�論文：「医療分野における規制改革の現状と課題」『公正取引』695号，2008年。（依頼論文）
・�判例研究：「医療市場への独占禁止法の適用」『社会保障判例百選（第４版）』，2008年。（依頼原稿）
・�論文：「第五次医療法改正と医療サービス市場」『週刊社会保障』2432号，2007年。（依頼論文）
・�論文：「社会保険法における保険事故概念の変容と課題：　予防給付を手がかりに」『社会保障法』21号，
2006年。

・�論文：「アメリカの医療システムと競争政策」『週刊社会保障』2376号，2006年。（依頼論文）
・�判例研究：「医師会による開業制限」『医事法判例百選』，2006年。（依頼原稿）
・�論文：「医療供給体制と競争政策」『週刊社会保障』2315号，2005年。（依頼論文）
・�判例研究：「保険薬を「使用基準」と異なる形で用いた診療報酬請求の適否：医療法人六合会診療報酬請
求事件」『賃金と社会保障』1345号，2003年。

・�論文：「診療報酬の法的コントロール」『週刊社会保障』2221号，2003年。（依頼論文）
・�論文：「介護サービス利用契約と第三者評価」『共済と保険』44巻1号，2002年。（依頼論文）
・�論文：「診療報酬制度の機能と課題」『社会保障法』17号，2002年。
・�論文：「反トラスト法からみたアメリカ医療：　病院の合併規制をてがかりに」『法政研究』68巻1号，
2001年。

・�判例研究：「国民健康保険の納付義務者」『社会保障判例百選（第３版）』，2000年。（依頼原稿）

  その他 
・�「質疑応答Pro�⇔�Pro�医療機関誘致で医師会入会を条件とするのは違法？」『週刊日本医事新報』4809
号，2016年（法律相談）

・�「この一冊　増田雅暢著『介護保険の検証』」『週刊社会保障』2875号，2016年。（新刊紹介）
・�学術エッセイ：「社会保障における自立支援」『月刊基金』49巻７号，2008年。（学術エッセイ）
・�「立法紹介」『社会保障法』16号，2001年。（依頼原稿）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「診療報酬と保険診療」会議名：第46回日本医事法学会ワークショップ「医事法と経済」（2016年11月
19日，明治大学）

・�「医療提供体制に関わる法制度の変化と課題：医療計画を中心に」会議名：第58回日本社会保障学会シ
ンポジウム「医療制度改革の到達点と今後の課題」（2010年10月16日，東京経済大学）

・�「社会保険法における保険事故概念の変容と課題：予防給付を手がかりに」会議名：第48回日本社会保
障法学会シンポジウム「「社会保険の変容と社会保障法」，（2005年10月15日，岡山大学）。

・�「米国医療制度と反トラスト法の展開」会議名：第11回ヘルスリサーチフォーラム，（2004年11月6日，
都市センターホテル）

・�「診療報酬制度の機能と課題」会議名：第40回日本社会保障法学会シンポジウム「医療制度改革」（2001
年10月13日，東京大学）
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  専門分野 
国際法

  専門分野キーワード 
国際刑事法，武力紛争法

  著書 
・�Universal�Jurisdiction�in�Modern�International�Law:�Expansion�of�National�Jurisdiction�for�Prosecut-
ing�Serious�Crimes�under�International�Law,�School�of�Human�Rights�Research�Series,�Vol.19,�単著,�
2005年4月,�Intersentia,�xiv+269p.

  共著，共編著，編著 
・�共著：『国際刑事裁判所―最も重大な国際犯罪を裁く―』〔第2版〕，共著（村瀬信也，洪�恵子，ほか9名），
2014年9月，東信堂，398p.　（執筆担当部分：第3章１「集団殺害犯罪―ジェノサイド罪―」pp.67-101
（35p.））
・�共著：『国際法入門―逆から学ぶ―』，共著（山形英郎，黒崎将広，ほか18名），2014年4月，法律文化社，
418p.（執筆担当部分：第17章「国際刑事法」pp.230-243（14p.））

・�共著：Defending�Human�Rights�:�Tools�for�Social�Justice�(“Towards�the�Establishment�of�a�Regional�
Human�Rights�Mechanism�in�Asia”),�共著（I.Lintel,�A.�Buyse，ほか17名）,�2012年11月,�Intersentia,�
172p.,�pp.71-83�(13p.)

・�共著：『現代国際法の思想と構造�II�環境，海洋，刑事，紛争，展望』，共著（松田竹男，坂元茂樹，ほか13名），
2012年3月，東信堂，460p.　（執筆担当部分：「刑事司法を通じた新植民地主義―欧州諸国の普遍的管
轄権に対するアフリカの反発―」pp.195-222（28p.））

・�共著：『国際人権法の国際的実施』（講座国際人権法４，芹田健太郎ほか編），共著（薬師寺公夫，坂元茂樹，
ほか20名），2011年3月，信山社，528p.（執筆担当部分：第5部第18章「ルワンダ国際刑事裁判所の設
立及び活動の意義」pp.409-429（21p.））

・�共著：Changing�Perceptions�of�Sovereignty�and�Human�Rights:�Essays�in�Honour�of�Cees�Flinter-
man�(“Japan�and�the�ICC:�A�Reflection�from�the�Perspective�of�the�Principle�of�Complementarity”),�共
著（I.Boerefijn,�J.�Goldschmidt，ほか27名）,�2008年12月,�Intersentia,�582p.,�pp.417-435�(19p.)

・�共著：『判例国際法〔第2版〕』，共著（松井芳郎，山手治之，ほか59�名），2006年5月，東信堂，724p.　（執
筆担当部分：「アカイェス事件」，pp.363-365（3p.））

・�共著：『武力紛争の国際法』，共著（村瀬信也，真山�全，ほか27名），2004年12月，東信堂，895p.（執
筆担当部分：第5章第1節「文民の保護」，pp.531-557（27p.））

・�共著：Annotated�Leading�Cases�of�International�Criminal�Tribunals,�Vol.�VI:�The�International�Crimi-
nal�Tribunal�For�Rwanda�2000-2001�(Commentary�on�Chap.8�“Relations�to�National�Jurisdictions”),�共
著(A.Klip,�G.Sluiter，ほか14名),�2003年11月,�Intersentia,�693p.,�pp.437-443(7p.)

  翻訳 
・�『ベーシック条約集　第2版』，共訳（田畑茂二郎ほか9名編），2000年4月，東信堂，904p.（翻訳担当部分；
「国際刑事裁判所規程」，pp.572-603（32p.）（Rome�Statute�of�International�Criminal�Court））

  論文・研究ノート 
・�論文：「アフリカ連合（AU）のアフリカ国際刑事裁判所の概要と特徴」，単著，2016年7月，『金沢法学』，

稲角　光恵　（イナズミ　ミツエ）　教授
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第59巻1号，金沢大学，pp.1-25（25p.）
・�論文：「国際法上の犯罪に対する国家責任と個人責任と企業責任」，単著，2014年7月，『金沢法学』，
第57巻1号，金沢大学，pp.1-25（25p.）

・�論文：「国際刑事裁判所（ICC）とアフリカ諸国との確執」，単著，2014年3月，『金沢法学』，第56巻2号，
金沢大学，pp.71-97（27p.）

・�論文：“The�Regional�Difference�on�Human�Rights�and�Criminal�Justice:�Judicial�Self-Determination�
Lost�through�the�Suppression�from�Western�States?�Universal�Jurisdiction�and�Prohibition�of�the�
Death�Penalty”,� 単著,�2013年 ,�The�Korean�Journal�of�International�and�Comparative�Law,�Vol.1,�
No.2,�Martinus�Nijhoff�Publishers,�pp.�188-205�(18p.)

・�論文：「外国刑事管轄権からの公務員の免除―国際犯罪は例外となるか―」，単著，2013年3月，『金沢
法学』，第55巻2号，金沢大学，pp.155-180（26p.）

・�論文：「人権侵害及び国際犯罪に関わる国際法上の企業の責任」，単著，2012年8月，『名古屋大学法政
論集』，第245号，名古屋大学，pp.561-583（23p.）

・�判例研究：「国際刑事裁判所初のルバンガ事件判決の意義と課題」，単著，2012年7月，『金沢法学』，
第55巻1号，pp.63-79（17p.）

・�研究ノート：「リビアにおける国際犯罪の処罰に関わる二〇一一年の動向―ロッカビー事件からカダ
フィ裁判まで―」，単著，2012年2月，『金沢法学』，第54巻2号，pp.1-14（14p.）

・�判例研究：「元国家元首の免責特権」，単著，2011年9月，『国際法判例百選〔第2版〕』（別冊ジュリスト
No.204），有斐閣，pp.52-53（2p.）

・�論文：「米国国内裁判所のスーダン長老教会事件とキオベル事件に見る国際法上の企業責任」，単著，
2011年3月，『金沢法学』，第53巻2号，金沢大学，pp.99-121（23p.）

・�研究ノート：「国際刑事裁判所（ICC）規程の改正案と二〇一〇年検討会議」，単著，2010年3月，『金沢
法学』，第52巻2号，金沢大学，pp.101-118（18p.）

・�論文：「国家元首や高官の刑事手続からの免除と公的資格無関係の原則との相克」，単著，2009年11月，
『金沢法学』，第52巻1号，金沢大学，pp.95-144（50p.）
・�論文：「旧ユーゴ国際刑事裁判所（ICTY）の閉廷計画と国家への事件委託」，単著，2008年11月，『金沢
法学』，第51巻1号，金沢大学，pp.13-53（41p.）

・�論文：「国際司法裁判所（ICJ）と旧ユーゴ国際刑事裁判所（ICTY）との交錯―ジェノサイド条約適用事
件―」，単著，2008年3月，『金沢法学』，第50巻2号，金沢大学，pp.17-50（34p.）

・�論文：「国際刑事裁判所における被害者の権利保障」，単著，2007年4月，『法律時報』，第79巻4号，
日本評論社，pp.48-53（6p.）

・�研究ノート：「国際組織としての国際刑事裁判所（ICC）の特徴」，単著，2006年11月，『金沢法学』，第
49巻1号，金沢大学，pp.145-170（26p.）

・�論文：「ルワンダ国際刑事裁判所(ICTR)と被疑者の人権―手続き違反の救済について―」，単著，2006
年3月，『金沢法学』，第48巻2号，金沢大学，pp.39-70（32p.）

・�判例研究：「子ども兵士に関する戦争犯罪――ノーマン事件管轄権判決（シエラレオネ特別裁判所）」，
単著，2005年11月，『金沢法学』，第48巻1号，金沢大学，pp.77-107（31p）

・�論文：「国際刑事裁判所の一事不再理の原則に見られる管轄権調整ルールの検証」，単著，2005年5月，
『国際法外交雑誌』，第104巻1号，国際法学会，pp.74-97（24p.）
・�論文：「国内刑事手続における公正さを確保するための国際協力―旧ユーゴ領域で犯された国際人
道法の重大な違反の処理―」，単著，2004年5月，『名古屋大学法政論集』，第202号，名古屋大学，
pp.147-174（28p.）

・�論文：“The�Meaning�of�the�State�Consent�Precondition�in�Article�12�(2)�of�the�Rome�Statute�of�the�In-
ternational�Criminal�Court�:�A�Theoretical�Analysis�of�the�Source�of�International�Criminal�Jurisdiction”�
（査読付き論文）,�単著,�2002年8月,�Netherlands�International�Law�Review�,�Vol.�XLIX,�No.�2,�T.M.C.�
Asser�Press,�pp.159-193�(35p.)
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・�判例研究：「ジェノサイド罪の適用――アカイェス事件」，単著，2001年4月，『国際法判例百選』（別冊
ジュリストNo.156），有斐閣，pp.114-115（2p.）

・�論文：「ジェノサイド罪に対する普遍的管轄権について(一)(二)(三・完）」，単著，2000年3月，『金沢法
学』，第42巻2号，金沢大学，pp.93-127（35p.），2000年12月，『金沢法学』，第43巻2号，金沢大学，
pp.1-54（54p.），2001年3月，『金沢法学』，第43巻3号，金沢大学，pp.1-48（48p.）

  その他 
・�辞典：広島市立大学広島平和研究所編『平和と安全保障を考える辞典』，2016年3月，法律文化社，執
筆担当「子ども兵士」(pp.261-262)，「武力紛争への児童の関与に関する児童権利条約議定書」（p.549）

・�書評：Morten�Bergsmo,�Cheah�Wui�Ling�and�Yi�Ping�(eds.),�Historical�Origins�of�International�Crimi-
nal�Law,�Volumes�1�and�2,�2015年8月，第114巻2号，国際法外交雑誌，pp.121-124

・�学術エッセイ：「国際法はジェノサイドを処罰できるか？――ジェノサイド条約と国際刑事裁判所の光
と影――」，単著，2015年2月，電子雑誌『シノドス（α-Synodos）』，vol.166

・�書評：Book�Review�on�“The�Execution�of�Illegal�Orders�and�International�Criminal�Responsibility,�by�
Hiromi�Sato,�Heidelberg:�Springer,�2011”,�単著,�2013年2月,�Japanese�Yearbook�of�International�Law,�
Vol.�55,�pp.543-546�(4p.)

・�書評：「佐藤宏美著『違法な命令の実行と国際刑事責任』」，単著，2011年11月，『国際法外交雑誌』，第
110巻3号，国際法学会，pp.162-166（5p.）

・�書評：「東澤靖著『国際刑事裁判所――法と実務』」，単著，2008年5月，『法律時報』，第80巻5号（通巻
995号），日本評論社，pp.96-99（4p.）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Application�of�International�Law�in�East�Asia:�Human�Rights�and�Criminal�Justice”，単独，国際学会
When�East�Meets�West:�Asian�Approaches�to�International�Law，日本・韓国・中国国際法学会共催，
2011年6月，ソウル（韓国）

・�「国際社会の法と日本」，単独，金沢大学公開講座『法の歴史と未来』，金沢大学人間社会研究域法学系，
2009年7月3日，金沢大学サテライトプラザ

・�「ICCの法的構造と国際社会への影響」，単独，外務省・EU主催セミナー『国際刑事裁判所の課題と将来』，
外務省，2004年12月，外務省中央庁舎7階北国際会議場

・�「国際法上の犯罪に対する管轄権と公正な裁判」，単独，国際法学会107年次春季大会，国際法学会，
2004年5月，広島大学東広島キャンパス
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  専門分野 
憲法学

  専門分野キーワード 
基本的人権　統治組織

  著書 
・�『憲法裁判権の理論』（信山社，1996/12；325頁）

  共著，共編著，編著 
・�憲法裁判権の諸相
・�ドイツ憲法判例研究会編　『講座　憲法の規範力　第2巻　憲法の規範力と憲法裁判』信山社　39－71
頁　（2013／8）

・�地方自治行政の法理―自治立法権のドグマティークとパースペクティーク　曽我部・赤坂編『憲法改革
の理念と展開　上巻』（大石眞先生還暦記念）　261－312頁信山社　（2012／3）

・�合憲性審査権の法理の歴史的展開-第二部ドイツにおける制度的展開・序説『公法の思想と制度』（菅野
喜八郎先生古稀記念論文集・信山社，1999/9）227-254頁

・�裁判所規則制定権の法理とその展開『憲法制定と変動の法理』（菅野喜八郎教授還暦記念・木鐸社，
1991/9）177-206頁

・�合憲性審査権の法理の歴史的展開-・第一部ドイツにおける理論的展開『憲法と行政法』（小嶋和司博士
東北大学退職記念・良書普及会，1987/3）55-106頁

・�山野・佐々木・及川編著『新法学大要』（勁草書房刊）分担執筆（第二編一章一節）
・�鈴木法日児編著『日本国憲法講義』（木鐸社刊）分担執筆（第八，一一，一四，二七，二八講，補講2）

  論文・研究ノート 
・�「司法権の観念」論（再続）（補遺）-司法の機能の原点に立ち返ってー法的審尋請求権の保障と実体的権利
保護ー」　金沢法学第57巻第2号1－67頁（2015/3）

・�「司法権の観念」論（再続）（十六）-司法の機能の原点に立ち返って　愛媛法学会雑誌第37巻第1・2・3・4
合併号（2011/3）�1-24頁

・�「司法権の観念」論（再続）（十五）-司法の機能の原点に立ち返って　愛媛法学会雑誌第36巻第1・2合併
号（2010/1）�1-27頁

・�自治財政権　　ジュリスト増刊・憲法の争点（新・法律学の争点シリーズ3）318－319頁（2008/12）
・�「司法権の観念」論（再続）―司法の機能の原点に立返ってー（十一）（十二）（十三）　愛媛法学会雑誌第29
巻第3号（2003）37-59,頁,第31巻第3・4合併号（2005）79－93頁,第32巻第3・4合併号（2006/03）
135-158頁,

・�裁判所による行政統制・覚え書き-行政の統制密度と「法治国家原理」愛媛法学会雑誌第28巻第3・4合併
号（2002/3）25-61頁

・�「司法権の観念」論(再続)-司法の機能の原点に立返って-(九)(十)　愛媛法学会雑誌第27巻第4号
(2001/3)27-49頁，第28巻第4号(2001/9)17-39頁,

・�基本権の司法的救済論・覚え書き-アメリカ憲法理論を中心にー愛媛法学会雑誌第26巻第/3-4号
(2000/3)39-72頁

・�「司法権の観念」論(再続)-司法の機能の原点に立返って-(八)�愛媛法学会雑誌第27巻第1号(2000/8)�
57-74頁

宇都宮　純一　（ウツノミヤ　ジュンイチ）　教授
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【判例評釈・解説】
・�家事審判法による審判の合憲性　別冊ジュリスト・憲法判例百選Ⅱ〔第六版］280－281頁（2013/12）
・�住民訴訟と議会の議決による損害賠償請求権の放棄　金沢法学第55巻第2号（2013/3）245〜273頁
・�家事審判法による審判の合憲性　別冊ジュリスト・憲法判例百選Ⅱ〔第五版］286－287頁（2007/03）
・�遮へい措置，ビデオリンク方式の合憲性　ジュリスト1313号(2006/6)�23－24頁
・�選挙における報道・評論の規制・別冊ジュリスト・憲法判例百選Ⅱ〔第四版〕(2000/10)344-345頁

  その他 
【書評】
・�種谷春洋著「近代自然法学と権利宣言の成立（有斐閣刊，1980年）法制史研究31号(1981年)284〜287
頁

・�笹田栄司「司法の変容と憲法」（有斐閣刊，2008/2）ジュリスト1359号（2008/7）161頁
【その他】
・�政治神学・民主制・憲法裁判-E.-W.ベッケンフェルデの国法理論をめぐってー　1999年2月，「風のた
より」（風行社）7〜11頁

・�憲法改正論議について　文芸誌〈大地〉第49号（2013/5）39〜42頁
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  専門分野 
知的財産法，ブランディング

  専門分野キーワード 
特許クレーム解釈，著名商標，ブランディング，地域活性化

  共著，共編著，編著 
・�共著：『国際私法』（成文堂，2016）。（分担：第15章）
・�共著：『はばたき－21世紀の知的財産法』（弘文堂，2015年）。
・�共著：『特許判例百選[第4版]』（有斐閣，2012）。
・�共著：『国際私法判例百選[第2版]�』（有斐閣，2012）。
・�共著：『最新知的財産判例集』�(青林書院，2011年)。
・�共著：『著作権判例百選[第4版]』（有斐閣，2009）
・�共著：『ロースクール演習知的財産法』（法学書院，2009年）。
・�共著：『人文社会情報科学入門』（東北大学，2009年）。（分担：第13章）
・�共著：『商標法・不正競争防止法・意匠法判例百選』（有斐閣，2007）
・�共著：『中山先生還暦記念論文集』（弘文堂，2005年）。
・�共著：『特許クレーム解釈の研究』（信山社，1999年）。
・�共著：「インターネット上での特許侵害と裁判管轄権－米国における対人管轄権とインターネットの関
係－」木棚照一編『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』（経済産業調査会，2003年）369頁。�

  翻訳 
・�共訳：ドナルド・S・チザム『アメリカ特許法とその手続　改訂第二版』（雄松堂，2000年）（注釈部分を翻
訳）。

・�単独訳：ライオネル・ベントリー「伝達方法（コミュニケーション）からモノへ：商標の財産権としての
概念化の史的側面」知的財産法政策学研究19号（2008）1-50頁

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）バユ＝スジャドミコ・大友信秀（Bayu�Sujadmiko,�Nobuhide�OTOMO）「The�Way�of�Islam�–�
The�Muslim�Life�in�Kanazawa�-「ハラール」な生き方－金沢におけるムスリムとしての生活－」金沢法学
59巻1号45－7頁（2016年8月）

・�論文：「非伝統的商標と著名商標の関係－エルメス・バーキン事件を契機に－」特許研究61号35－44頁
（2016年3月）（依頼論文）
・�論文：「東京オリンピックエンブレム問題に学ぶ知的財産と危機管理(1)�Intellectual�Property�and�Crisis�
Management�–�A�Lesson�Given�by�the�Problem�of�the�Tokyo�2020�Olympics’Logo�(1)�-」金沢法学58
巻2号45－7頁（2016年3月）

・�論文：「大学はまだ必要とされているか。」金沢法学58巻1号83-98頁（2015年7月）
・�論文：“Validity�determination�during�patent�infringement�case�-Structure�of�section�104-3�of�Japnese�
patent�law-!”�9�Law�&�Technology�6,�Center�for�Law�&�Technology,�Korea�(2013.11)（依頼論文）

・�論文：「職務発明制度に係る法的論点の検討-知的財産高等裁判所平成21年6月25日判決を契機に-」早
稲田法学87巻3号53-65頁(2012年3月)（依頼論文）

・�論文：「侵害訴訟中における特許の有効性判断（特許法104条の3）の構造－米独との比較考察－」別冊パ

大友　信秀　（オオトモ　ノブヒデ）　教授
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テント63号12-19頁（2010年2月）（依頼論文／査読有）
・�論文：「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（4）-日米独比較による均等論の解
明-」」法学協会雑誌126巻10号1頁（2009年）

・�論文：「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（3）-日米独比較による均等論の解
明-」」法学協会雑誌126巻9号1頁（2009年）

・�論文：「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（2）-日米独比較による均等論の解
明-」」法学協会雑誌126巻8号107頁（2009年）

・�論文：「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（1）-日米独比較による均等論の解
明-」法学協会雑誌126巻6号1頁（2009年）

・�論文：「地場産品のブランド化と地域おこし」地方自治職員研修2009年3月号18-20頁（依頼論文）
・�論文：「著作権侵害行為の幇助的行為と刑罰規定－いわゆるWinny事件を契機として－（その2）」知財管
理56巻9号（2006年）（依頼論文／査読有）

・�論文：「著作権侵害行為の幇助的行為と刑罰規定－いわゆるWinny事件を契機として－（その1）」知財管
理56巻8号（2006年）（依頼論文／査読有）

・�論文：「均等論の法的性質」日本工業所有権法学会年報29号（有斐閣，2006年）1頁。
・�論文：「リサーチツール特許の法的位置付け－特許出願時（特許要件充足性の問題）及び（保護範囲）の問
題－」平成16年特許庁大学における知的財産権研究プロジェクト報告書67-74頁（2005年）

・�論文：「インターネット上での特許侵害と裁判管轄権－米国における対人管轄権とインターネットの関
係－」知財研フォーラム40号（2000年）60頁

・�研究ノート：「ゆるキャラの発展に見る逆張りの進化」金沢法学57巻2号189－194頁（2015年3月）
・�研究ノート：「日本における著作権侵害の民事救済方法と刑事罰の関係」金沢法学56巻1号35－40頁
（2013年7月）
・�研究ノート（共著）：「地域ブランディングの実践と人材育成（9）」金沢法学57巻1号129－137頁（2014
年9月）

・�研究ノート：「地域ブランディングの実践と人材育成（8）」金沢法学56巻2号137-151（2014年3月）
・�研究ノート：「地域ブランディングの実践と人材育成（7）」金沢法学55巻2号－頁（2013年2月）
・�研究ノート：「地域ブランディングの実践と人材育成（6）」金沢法学54巻2号129－132頁（2012年2月）
・�研究ノート：「地域ブランディングの実践と人材育成（5）」金沢法学54巻1号117-121頁（2011年7月）
・�研究ノート：「地域ブランディングの実践と人材育成（4）」金沢法学53巻2号141-146頁（2011年3月）
・�研究ノート（共著）：「地域ブランディングと人材育成（3）」金沢法学53巻1号（2010年7月）
・�研究ノート（共著）：「地域ブランディングの実践と人材育成(2)」金沢法学52巻2号117-126頁（2010年
3月）

・�研究ノート（共著）：「地域ブランディングの実践と人材育成(1)」金沢法学52巻1号117-126頁（2009年
11月）

・�判例評釈：「ユートピアは裁判官の頭の中だけにしてください！〜結合商標と要部認定に見る裁判
官の危うさ〜」（ウエストロー・ジャパン）判例コラム第69号at�http://www.westlawjapan.com/col-
umn-law/2016/160328/（2016年3月28日掲載）

・�判例評釈：「「ヨーロピアン」とコーヒーの正しい関係とは？〜記述的表現と除斥期間をめぐる不都
合〜」（ウエストロー・ジャパン・判例コラム第60号at�http://www.westlawjapan.com/column-law/�
2015/151130/（2015年11月30日掲載）

・�判例評釈：「シャープに分けられないビジネスと法律の関係〜IGZO商標無効審決取消訴訟の意味〜」（ウエ
ストロー・ジャパン・判例コラム第46号at�http://www.westlawjapan.com/column-law/2015/150427/
（2015年4月27日掲載）
・�判例評釈：「維新は誰のもの？（商標権と公益と特許庁と裁判所）〜「日本維新の会」商標出願と「東京維
新の会」商標出願の審決取消訴訟判決〜」（ウエストロー・ジャパン・判例コラム第36号at�http://www.
westlawjapan.com/column-law/2014/141110/（2014年11月10日掲載）
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・�判例評釈：「Has�Hermès�got�the�AIGIS？（エルメスはイージスを手に入れたのか？）〜立体商標は「商標
的使用」概念を無効化するか？〜」（ウエストロー・ジャパン・判例コラム第29号）at�http://www.west-
lawjapan.com/column-law/2014/140714/　（2014年7月14日掲載）

・�判例評釈：「「ほっと」する日はくるのか？カルピスの「ホット」な挑戦！〜ほっとレモン事件〜」（ウエス
トロー・ジャパン・判例コラム第14号）�at�http://www.westlawjapan.com/column-law/2013/131015/�
（2013年10月15日掲載）
・�判例評釈：「喫茶店で食べるケーキとケーキ屋さんで販売されるケーキは同じ「商品」か？〜商標法を知
る好例〔モンシュシュ（堂島ロール？）事件〕〜」（ウエストロー・ジャパン・判例コラム第4号）at�http://
www.westlawjapan.com/column-law/2013/130520/　（2013年5月20日掲載）

・�判例評釈：「ごみ貯蔵機器事件（平成24年（ネ）10015号事件）知財高裁大合議判決」特許研究56号（2013
年9月）

・�判例評釈：「最近の判例Bilski�v.�Kappos,�561�U.S.�,�130�S.Ct.�3218�(2010)」[2011-1]アメリカ法　275-
278頁

・�判例評釈：「職務発明承継の相当の対価の請求に対し，独占の利益を否定しこれを認めなかった事例－
OCR職務発明事件－」知財管理61巻7号1073-1075（2011）

・�判例評釈：「特許権存続期間延長制度に係る事例」速報判例解説7号（法学セミナー増刊）(2010年10
月)247-250

・�判例評釈：「特許法102条1項ただし書の解釈及び1項と3項の併用の可否」知財管理59巻1号81-88頁
（2008）
・�判例評釈：「日本国内の行為に基づく米国特許侵害の成否について」『知的財産権研究Ⅴ』（LexisNexis，
2008）169-193頁。

・�判例評釈：「特許権等の侵害を理由とする差止等請求について，発明の詳細な説明の記載等を参酌して
特許請求の範囲の記載を限定的に解釈し，均等判断による侵害も認めず，これを否定した事例」特許研
究44号56頁（2007）

・�判例評釈：「特許法35条に基づき外国の特許を受ける権利の譲渡の対価が認められた事例」判例評論　
584号20頁（2007）

・�判例評釈：First�Decision�of�the�Grand�Panel�of�Intellectual�Property�High�Court�–�Whether�the�pro-
duction�and�sale�of�computer�software�infringes�patent�rights�for�a�‘program�plus�apparatus’�invention�
where�hardware�was�indispensable�to�the�constitution�of�the�claim,�31�AIPPI�Journal�99�(2006).

・�判例評釈：「著作権法65条3項の「正当な理由」がないとされた事例－著作権の共有持分譲渡への同意を
拒めるかどうかの判断－（商事判例研究判例評釈）」ジュリスト1216号（2002年）137頁

・�判例評釈：「米国特許侵害事件の請求を属地主義の原則に基づき棄却した事例（渉外判例研究判例評釈）」
ジュリスト1171号（2000年）107頁

  その他 
・�「教室の内と外」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第195回）at�http://www.westlawjapan.com/
column/2012/120702/　（2012年7月2日掲載）（学術エッセイ）

・�「プロダクトアウトかマーケットインか？」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第176回）at�http://
www.westlawjapan.com/column/2012/120130/　（2012年1月30日掲載）（学術エッセイ）

・�「自分をブランディングしてみませんか？（金大生のための読書案内－教員から学生へ第9回）」こだま
175号7(2011年7月)�（学術エッセイ）

・�「地域でのコンサルタントとしての挑戦」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第155回）at�http://
www.westlawjapan.com/column/2011/110704/�（2011年7月4日掲載）（学術エッセイ）

・�「株式会社きんぷるのその後」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第137回）at�http://www.west-
lawjapan.com/column/2011/110131/index.html（2011年1月31日掲載）（学術エッセイ）

・�「パテントトロール」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第121回）at�http://www.westlawjapan.
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com/column/2010/100913/（2010年9月13日掲載）（学術エッセイ）
・�「Winnyが提起した著作権法と新しい時代の関係」法学セミナー663号8-9頁（2010年3月）（学術エッセ
イ）

・�「いしかわ耕稼塾」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第95回）at�http://www.westlawjapan.com/
column/2010/100215/（2010年2月15日掲載）（学術エッセイ）

・�「実践ブランディング」（ウエストロー・ジャパン・今週のコラム第73回）at�http://www.westlawjapan.
com/column/2009/090831/（2009年8月31日掲載）（学術エッセイ）

・�「株式会社きんぷる」（ウエストロージャパン・今週のコラム第59回）　at�http://www.westlawjapan.
com/column/archive/090518/（2009年5月18日掲載）（学術エッセイ）

・�「ビジネスクリエイト道場」（ウエストロージャパン・今週のコラム第48回）at�http://www.westlawjapan.
com/column/archive/090223/（2009年2月23日）（学術エッセイ）

・�「2007年9月シンポジウムリポート」知的財産法政策学研究19号341-344頁（2008）（学会紹介）
・�「研究室ノート　金沢にしかできない知財活動を求めて」L&T38号148頁（2008年）（学術エッセイ）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Is�Design�a�good�excuse?�The�Problem�of�the�Tokyo�2020�Olympics’�Logo”,�会議名：2016�Asia-Pacif-
ic�Intellectual�Property�Forum�(平成28年，2月18日，Washington�university)（招待講演）

・�“Protection�and�Regulation�of�Well-knownTrademarks�–�Is�3D�TM�a�Perfect�TM?”,会議名：�2015�Asia-�
Pacific�Intellectual�Property�Forum（平成27年，6月9日，台湾大学）（招待講演）

・�“Expectation�for�the�unification�of�the�famous�trademark�Protection�standards�by�IP�courts”,�会議名：
China�Japan�Korea�Seminar�on�Judicial�Reform�and�Judicial�Protection�of�Intellectual�Property,(平成27
年，3月28日，中国北京)（招待講演）

・�“Parallel�Imports�and�Imports�of�Imitations�Reflected�in�the�Mirror�Called�“Trademark�Function””,�会議
名：Asia-Pacific�Intellectual�Property�Forum�(平成26年，10月10日�中国Yantai)（招待講演）

・�“Interaction�between�Theory�and�Practice”,� 会 議 名：International�Conference�for�Interdisciplinary�
Studies�(平成26年，9月22〜23日，釜山)（招待講演）

・�“Can�we�give�the�Criminal�Enforcement�a�Free�Hand�?�–�What�will�It�Circumvent�?”会議名：�The�First�
AsiaPacific�Intellectual�Property�Forum-Intellectual�Property�Systems:�Globalization�and�Localization�-
（平成25年，11月16日〜17日，中国蘇州）（招待講演）
・�“How�can�we�define�IP�infringement�and�it's�damage�?�-How�to�make�intangible�tangible-“，会議名：日
中韓3カ国知識産権シンポジウム（平成25年，9月15日，中国・中南財経政法大学知識産権研究センター）
（招待講演）
・�“The�Relation�between�private�Remedy�and�criminal�Sanction�for�the�Copyright�Infringement�in�Japan�
-A�Problem�revealed�by�Winny�Case�–“,�会議名：East�Asia�Intellectual�Property�Forum（平成25年，4月
7日，中国人民大学，中国蘇州）（招待講演）

・�「知的財産権は医療を進歩させるか－その理想と現実－」，学会名：第17回日本集中治療医学会東海北
陸地方会（平成21年，6月27日，金沢大学）（招待講演）

・�「均等論の法的性質について」，学会名：日本工業所有権法学会（平成17年，6月4日，北海道大学）
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  専門分野 
法学：民事法・環境法

  専門分野キーワード 
民法・不法行為・損害賠償法

  共著，共編著，編著 
・�「被害者側の過失」『実務交通事故訴訟大系第3巻』所収（2017年ぎょうせい出版予定）
・�「不法行為における責任無能力者制度について」星野英一先生追悼論文集『日本民法学の新たな時代』
715－758頁（2015年有斐閣）

・�「明治期における法典編纂事業と条約改正について――民法を中心として――」法政理論（新潟大学紀
要）46巻3号106－139頁（2014年）

・�「自賠法における責任無能力者の問題」（日本交通法学会シンポジウム報告）交通法研究42号22－45頁
（2014年有斐閣）
・�「過失相殺における『被害者側』理論　再考」加藤一郎先生追悼論文集『変動する日本社会と法』465―
509頁（2011年有斐閣）

・�「婚姻関係の破壊に対する第三者の不法行為責任について」金沢法学49巻2号179－218頁（2007年）
・�「権利保護と損害賠償制度について」平井宜雄先生古稀記念論文集『民法学における法と政策』485－
536頁（2007年有斐閣）

・�「裁判官の違法行為について―名古屋地裁平成15年5月30日の判決を契機として―」金沢法学47巻1
号313－332（2004年）

・�「附帯私訴について」金沢法学45巻2号133－180（2003年）
・�「被害を主張する者が，騒音に対する自己防衛として，諸工夫をなしたことが損害請求において考慮さ
れるべきか」野村好弘・小早川光郎編『道路管理の法と争訟』246－256頁（2000年ぎょうせい）

・�「西原道雄『生命侵害･傷害における損害賠償額』について」加藤雅信他編『民法学説百年史』597－601頁
(1999年三省堂)

・�「時効と除斥期間」法学教室225号26－30頁（1999年有斐閣）
・�「夫婦の一方と不貞行為を行った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任について―その果たした機
能と今日的必要性の観点から―(1)」金沢法学41巻2号139－180頁（1999年）

・�「ドイツにおける損害概念の歴史的展開―ドイツ民法典成立前史―」金沢法学38巻1･2号合併号211－
239頁(1996年)

・�「慰謝料請求権の相続性をめぐる問題」星野先生古稀祝賀論文集『日本民法学の形成と課題　下巻』925
－963頁(1996年有斐閣)

・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価―我国における複合的な競合事例の処理のために―」
私法（私法学会誌）56号208－214頁（1994年）

・�「原因競合と被害者の救済」加藤　一郎編『交通災害の抑止と補償』59－63頁（1988年ぎょうせい）
・�「キャリフォ－ニア民法典1431条の改正をめぐって〜不法行為訴訟における複数加害者の連帯責任
（JOINT�AND�SEVERAL�LIABILITY）ルールの一部廃止について〜」『交通災害における損害賠償，保険
および社会保障』186－194頁（1988年保険毎日新聞社）

・�「損害賠償法における仮定的因果関係等をめぐる問題―ドイツ法の議論を中心として―」判例タイムズ
569号10頁（1986年）（日本交通法学会編『人身賠償・補償研究』第一巻18－40頁所収）

・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価―ドイツ法の仮定的因果関係等をめぐる議論を参考
にして―(6)完」判例時報1124号17－28頁（1986年判例時報社）

樫見　由美子　（カシミ　ユミコ）　教授
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・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価（5）」判例時報1166号18－27頁（1985年）
・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価（4）」判例時報1153号17－26頁（1985年）
・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価（3）」判例時報1134号12－21頁（1985年）
・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価（2）」判例時報1127号17－28頁（1984年）
・�「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価（1）」判例時報1124号17－28頁（1984年）

  論文・研究ノート 
【判例評釈】
・�「判批」№90事件（最判昭和42年11月2日※取引先の外観信頼）民法判例百選【第7版】182－183頁（2015
年有斐閣）

・�「判批」№97事件（最判平成8年4月25日※事故の被害者が別の事故で死亡した場合の損害額の算定）民
法判例百選【第7版】196－197頁（2015年）

・�「判批」№76事件（京都地決平成4年8月6日※京都仏教会事件―歴史的景観を破壊する建物の工事差止
めの可否）環境法判例百選【第2版】174－175頁（2011年有斐閣）

・�「判批」№79事件（東京地判平成13年5月22日※顔面エステ施術による重度のアトピー性皮膚炎への罹
患）消費者法判例百選79－80頁（2010年有斐閣）

・�「判批」№377（最判昭和50年10月3日）と378事件（最判平成5年9月9日）※事故後に被害者が自殺し
た場合の加害者の責任と責任の分担　判例プラクティス民法Ⅱ債権382－383頁（2010年信山社）

・�「判批」№　最判昭和42年11月2日（民集21巻9号2278頁※取引先の信頼）民法判例百選【第6版】170
－171頁（2009年）　

・�「判批」№32事件（東京高判平成10年11月16日※一方当事者のみを情報源とした内紛報道と名誉毀損）
メディア判例百選66－67頁（2005年有斐閣）

・�「判批」№69事件（京都地裁平成4年8月6日決定※京都仏教会事件）環境法判例百選164－165頁（2004
年有斐閣）

・�「判批」№77事件（最判平成5年9月9日※事故と自殺との因果関係）民法判例百選【第5版】77－78頁（2001
年有斐閣）

・�「判批」民法№7事件（最判平成12年3月24日※長時間残業による過労自殺と使用者責任）�ジュリスト平
成12年度重要判例解説71－73頁(2001年有斐閣)

・�「判批」民法№事件（最判平成11年2月25日※医師の不作為と患者の死亡との間の因果関係）判例セレク
ト1999年21頁（2000年有斐閣）

・�「判批」№25事件（東京高判昭和52年12月6日�※事故の競合）交通事故判例百選【第4版】54－55頁（1999
年有斐閣）

・�「判批」№38事件（最判平成8年3月26日※夫婦の一方と不貞行為を行った第三者の他方配偶者に対す
る不法行為責任の有無�）民法の基本判例【第2版】167－170頁(1999年有斐閣)

・�「判批」（最判平成8年4月25日※事故後の別原因による被害者の死亡と逸失利益）民商法116巻3号452
－466頁（1997年有斐閣）

・�「判批」民法№11事件（最判平成8年4月25日・最判平成8年5月31日※不法行為後の別の事情の発生と
後遺障害による損害の算定）ジュリスト平成8年度重要判例解説81－83頁（1997年有斐閣）　

・�「判批」最判平成8年4月25日事件�※　事故の被害者が，事故後死亡した場合における逸失利益の算定）
判例セレクト1996年　26頁（1997年有斐閣）　

・�「判批」№79事件（最判平成5年9月9日※事故と自殺との因果関係）民法判例百選Ⅱ【第4版】166－167
頁（1996年有斐閣）

・�「判批」№90事件（京都地決平成4年8月6日（※歴史的景観を破壊する建物の工事差止の可否）公害・環
境判例百選210－211頁（1994年有斐閣）

・�「判批」京都地判平成3年６月11日事件　※　母が父に対して有する不貞行為及び悪意の遺棄による不
法行為に基づく慰謝料請求権は，少なくとも，その行使の意思が被相続人たる母によって表明されて
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いない限り，子に相続されないとした事例（判例評論408号209－215頁）（1993年判例時報社）
・�「判批」東京地判平成元年11月21日事件　※　被害者が，第一事故と衝突して瀕死の障害を負ったと
ころ，この者がさらに後続の第二事故車に轢過されて死亡した場合において，第一事故車の運転手は，
被害者側に生じた全損害のうち，逸失利益を除いた葬儀費用，慰謝料そして弁護士費用について前者
と並んで，共同不法行為に関する民法719条1項前段にもとづき一部連帯責任を負うとされた事例（判
例評論378号224－228頁）（1990年判例時報社）

・�「判批」大阪高判昭和63年9月27日事件　※　清滝川料理旅館損壊損害賠償事件（判例地方自治66号
61頁）（1990年ぎょうせい）

・�「判批」№20事件（東京高判昭和52年12月6日※事故の競合）新交通事故判例百選46－47頁（1987年有
斐閣）

・�「判批」№13事件（富山地高岡支判昭和56年5月18日※富山湾水銀汚染事件）人間環境問題研究会編『最
近の重要環境・公害判例』77－83頁（1987年有斐閣）

・�「判批」最判昭和53年７月4日事件�※幼児が道路の防護柵を越えて転落した事故につき，国家賠償法2
条1項にもとづく市の責任が否定された事例　法学協会雑誌（東京大学紀要）97巻10号1519－1533頁
（1980年有斐閣）
・�「判批」最判昭和28年10月15日事件※民法545条3項による損害賠償請求において特別の事情のない
かぎり，その損害額は，契約解除当時における目的物の価格にもとづいて算定される　法学協会雑誌
96巻12号1635－1646頁（1979年有斐閣）

  その他 
・�「明治期以降の日本法のルーツについて――民法を中心として――」日本学術会議中部地区会議ニュー
ス133号4－6頁（2012年10月）

・�「変動する家族法―結婚と離婚―」金沢大学教育解放センター紀要15号80頁（1995年）
・�判例紹介�Lovely�v.Allstate�Insurance�Co.658A.2d�1091(Me.1995)�アメリカ法（日米法学会）1991年1
号140－145頁　※　交通事故の被害者が､ 事故当時にこの者に存在していた傷害を､ 加害者の過失
ある行為によって悪化させられ､ 不可分な損害を生じさせた場合には､ 過失ある行為者は､ そのすべ
ての損害に対して責任を負う

  口頭発表・ポスター発表 
・�交通法学会報告（2013年5月）「自賠法における責任無能力者の責任問題」　
・�私法学会報告（1993年10月）「不法行為における仮定的な原因競合と責任の評価―我国における複合的
な競合事例の処理のために―」

・�交通法学会：人身賠償・補償研究会研究報告（1985年）「損害賠償法における仮定的因果関係等をめぐる
問題―ドイツ法の議論を中心として―」
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  専門分野 
民法

  専門分野キーワード 
親権，未成年後見，成年後見

  共著，共編著，編著 
・�共著『プロセス講義民法Ⅵ　家族』後藤巻則ほか編，信山社，2016年（分担：第7章　親権，第8章後見・
保佐・補助）　

・�共著『新基本法コンメンタール親族』窪田充見＝松川正毅編，日本評論社，2015年（分担第809条〜第
817条）

・�共著『Law�Practice�民法Ⅲ親族・相続編』棚村政行＝水野紀子＝潮見佳男編，商事法務，2015年（分担「親
権喪失停止・未成年後見」）

・�共著『民法判例百選Ⅲ親族・相続』水野紀子＝大村敦志編，有斐閣，2015年（分担「夫婦相互の日常家事
代理権と表見代理」（最判昭和44年12月18日判例評釈）　

・�共著『民法判例百選Ⅲ親族・相続』水野紀子＝大村敦志編，有斐閣，2015年（分担「遺産分割と利益相反
行為」（最判昭和49年7月22日判例評釈）

・�共著『新・判例ハンドブック【親族・相続】』二宮周平＝潮見佳男編，日本評論社，2014年（分担73番〜79番）
・�共著（判例研究）『新・判例解説Watch15巻』新・判例解説編集委員会編，日本評論社，2014年（分担：区
長からの成年後見の申立は適法であるが，事理弁識能力を欠く常況にあるのかの審理が不十分とされ
た事例（東京高決平25.6.25（判例研究））　

・�共著『新基本法コンメンタール人事訴訟法・家事事件手続法』松川正毅ほか編，日本評論社，2013年（分
担：第2編第2章第9節未成年後見に関する審判事件）

・�共著（判例研究）『判例プラクティス民法Ⅲ親族・相続』松本恒雄=潮見佳男編，信山社，2010年（分担「遺
産である賃貸不動産から生じる賃料債権の性質」

・�共著（判例研究）『判例プラクティス民法Ⅲ親族・相続』松本恒雄=潮見佳男編，信山社，2010年（分担「遺
産建物の相続開始後の使用関係」）　

・�共著（判例研究）『判例プラクティス民法Ⅰ総則・物権』松本恒雄=潮見佳男編，信山社，2010年（分担「177
条の対抗要件（5）共同相続」）

・�共著『基本法コンメンタール[第５版]親族』島津一郎＝松川正毅編，日本評論社，2008年（分担：第809
条〜第817条）　

・�共著（判例研究）『家族法判例百選[第7版]』水野紀子ほか編，有斐閣，2008年（分担：「遺産分割と利益
相反行為」）

・�共著　『民法入門の入門2　家族編』中川淳編，法律文化社，2007年（分担「嫡出子」「非嫡出子」）

  論文・研究ノート 
・�判例研究「花押を書くことは民法968条1項の押印要件を満たさないとした事例」（最判平成28年6月3
日）新・判例解説Watch（家族法）No.86，2016年

・�判例研究「大阪家裁平成26年1月10日審判」『民商法雑誌』152巻4・5号，2015年（2016年公刊）（依頼原稿）
・�論文「未成年後見制度の現状と今後の課題」『法律時報』86巻6号，2014年（依頼原稿）
・�判例研究「児童養護施設等に入所中の子との面会交流の方法」『民商法雑誌』148巻6号，2013年（依頼
原稿）

・�解説・共著「ドイツ家族法注解　親としての配慮・補佐・後見（五）」『民商法雑誌』145巻6号，2012年（分

合田　篤子　（ゴウダ　アツコ）　教授



−185−

担：1821条〜1825条）（査読有）　�
・�判例研究「親権者変更の判断基準としての子の利益と意思の尊重」『民商法雑誌』144巻3号，2011年（依
頼原稿）

・�論文「未成年後見制度改正の方向性――ドイツ法を手がかりにして――」『三重大学法経論叢』28巻2号，
2011年（査読無）

・�判例研究「試行的面接交渉を経た上で立会付き面接を認容した事例」『民商法雑誌』140巻3号，2009年
（依頼原稿）
・�論文「親権者による財産管理権の濫用的行使の規制」『私法』67号，2005年
・�論文「ドイツの民事暴力保護法制」『民商法雑誌』129巻4・5号，2004年（依頼原稿）
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  専門分野 
経済法

  専門分野キーワード 
経済法学・独占禁止法・競争法

  共著，共編著，編著 
・�宮井雅明編著，齊藤高広，柴田潤子，池田千鶴，長谷河亜希子『経済法への誘い』，八千代出版､ 2016
年4月（執筆担当部分：「第3章　カルテル」22-37頁，「第4章　入札談合」38-54頁，「第5章　事業者
団体と自主規制」55-70頁）。

  論文・研究ノート 
・�「不当な取引制限の主体と行為要件の現代的意義」日本経済法学会年報37号40-57頁，単著，有斐閣，
2016年9月。�【学会誌】

・�『諸外国における外航海運及び国際航空に関する競争法適用除外制度の動向と我が国への示唆（公正取
引委員会競争政策研究センター平成27年度共同研究報告書）』，大久保直樹・齊藤高広・佐藤英司・多田
英明・洪淳康・和久井理子ほか7名，分担執筆及び共著，公正取引委員会，2016年6月（共著部分：「は
じめに」1頁，「第1部　外航海運に係る現状と適用除外制度の動向　第4章　我が国への示唆」103-
108頁，「第2部　国際航空に係る現状と適用除外制度の動向　第4章　我が国への示唆」156-157頁，
「おわりに」158-159頁），（分担執筆部分：「第2部　国際航空に係る現状と適用除外制度の動向　第2
章　諸外国の状況，2　EU」123-139頁，「資料2　補論：EU競争法における海運業に対する情報交換
活動の規制」2-5頁）。�【国の行政機関との共同研究報告書】

・�「国内事業者との交渉における競争機能侵害と域外適用－ブラウン管カルテル事件［サムスンSDI・マ
レーシア］課徴金審決取消訴訟判決（東京高判平成28年1月29日）―」公正取引788号61-68頁，単著，
公正取引協会，2016年6月。�【依頼論文等】

・�POM�Wonderful,�LLC�v.�Coca-Cola�Co.,�134�S.�Ct.�2228�(2014)�―食品・飲料に関わるラベルと不当表
示の差止請求―」アメリカ法2015-1号178-182頁，単著，2015年11月。�【学会誌】

・�『非ハードコアカルテルの違法性評価の在り方（公正取引委員会競争政策研究センター平成26年度共同
研究報告書）』，泉水文雄・宮井雅明・齊藤高広・井畑陽平・遠藤光，分担執筆，公正取引委員会，2015
年10月（執筆部分「第1章：EU法における非ハードコアカルテルの違法性評価」9-29頁，「第4章：日本
における非ハードコアカルテルの違法性評価：第3節：地方公共団体に対するヒアリング」127-135頁）。�
【国の行政機関との共同研究報告書】
・�「不当な取引制限罪における市場の意義と合意・共謀の認定」ジュリスト1484号115-118頁，単著，有
斐閣，2015年9月。�【依頼論文等】

・�「入札談合における『当該商品又は役務』」平成26年度重要判例解説［ジュリスト臨時増刊1479号］251-
252頁，単著，有斐閣，2015年4月。�【依頼論文等】

  その他 
・�「諸外国における外航海運及び国際航空に関する競争法適用除外制度の動向と我が国への示唆－平成
27年度競争政策研究センター共同研究報告書の概要－」公正取引794号27-34頁，和久井理子・齊藤高
広，分担執筆，2016年12月。【報告書概要・プロシーディング】

・�「優越的地位の濫用規制の展開〈平成26年度シンポジウムの記録〉」日本経済法学会年報36号131-143
頁，単著，有斐閣，2015年9月。�【学会誌・プロシーディング】

齊藤　高広　（サイトウ　タカヒロ）　教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�「不当な取引制限の主体と行為要件の現代的意義」，日本経済法学会2016年大会シンポジウム　「不当
な取引制限規制の現代的展開」（2016年10月15日，小樽商科大学）

・�「欧米におけるプラットフォーム産業に対する競争政策の動向」，日本電信電話株式会社2015年第2回
「ネットワーク産業の規制と競争政策に関する研究会」（2015年11月20日，日本電信電話株式会社）
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  専門分野 
西洋法制史

  専門分野キーワード 
西洋，法，歴史

  著書 
・�『ドイツ封建社会の構造』2008年，創文社
・�『中世ドイツの領邦国家と城塞』2000年，創文社

  共著，共編著，編著 
・�『西洋法制史学の現在　小山貞夫先生古稀記念論集�』，2006年，創文社（担当部分「ドイツ封建社会に
おける城塞とシャテルニー�─�中部ライン領域を例として�─」（131-306頁））

  論文・研究ノート 
・�「中世盛期バイエルンの貴族ファルケンシュタイン伯の城塞支配権序説」，『金沢法学』56巻2号，2014
年（査読無）

・�「一三世紀ヴェルフェン家の城塞支配権とアムト制」，『金沢法学』55巻2号，2013年（査読無）
・�「神聖ローマ帝国におけるシャテルニー―城塞の「付属物」の視角から―」，『金沢法学』53巻2号，2011
年（査読無）

・�「ドイツ封建社会における城塞とシャテルニー�─�中部ライン領域・マンダーシャイトの二つの城塞と
ケルペン城塞の例─」，金沢法学�34巻2号，2007年（査読無）

・�「トリール大司教の自由所有城塞ザールブルクの城主支配権とシャテルニー」，『法制史研究』53号，
2004年（査読有）

・�「ザールブルクの城塞区と城塞支配権」，『法学』（東北大学）63巻6号，2000年（査読無）

  その他 
・�学術エッセイ「二つの城の物語」，『創文』519号，2009年5月

  口頭発表・ポスター発表 
・�論題「中世盛期バイエルンの貴族ファルケンシュタイン伯の城塞支配権――ノイブルク城塞を例とし
て――」（2016年1月24日，法制史学会近畿部会第436回例会，京都大学）（招待講演）

櫻井　利夫　（サクライ　トシオ）　教授
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  専門分野 
刑事訴訟法，刑事司法

  専門分野キーワード 
証拠，捜査，刑事裁判

  著書 
・�「無罪判決後の控訴審における勾留の理由と必要性の判断」法律時報86巻1号122頁以下　2014年
・�「強制わいせつ在に対する告訴当時10歳11ヵ月の被害者の告訴能力」　新・判例解説Watch　日本評論
社169頁以下（2013年）

・�「福井女子中学生殺人事件再審開始決定の意義」金沢法学54巻2号（2012）
・�「福井女子中学生殺人事件再審請求決定」法律時報84巻12号（2012）【平成20年】
・�「フランスの任意捜査」金沢法学51巻1号（2008）
・�「訴訟行為の無効論」『転換期の刑事法学』井戸田侃先生古希祝賀論文集（現代人文社）17-43頁　(1999
年)

  翻訳 
・�カンボジアの新刑法典草案－2000年フランス・プロジェクト－（一）(二)　�高岡法学13巻１＝２合併
187-209頁，14巻１＝２合併号129-209頁(共著者中山研一)

  論文・研究ノート 
・�「無罪判決後の控訴審における勾留」　法学教室309号判例セレクト2012〔Ⅱ〕41頁(2013年)
・�「フランスの捜査弁護の理論と実務」刑法雑誌39巻１号88-99頁(1999年)

  その他 
・�「裁判官と科学者」Rbecca�C.Harris,Black�Robes,White�Coats,"The�Puzzle�of�Judicial�Policymaking�ana�
Scientific�Evidence　アメリカ法2011-1」（2011）

・�『刑事法辞典』三井誠等編　信山社　平成15年

佐藤　美樹　（サトウ　ミキ）　教授
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  専門分野 
商法，会社法

  専門分野キーワード 
新株発行，株式会社

  共著，共編著，編著 
・�奥島孝康・落合誠一・浜田道代編『新基本法コンメンタール会社法3〔第2版〕』（共著・担当部分560〜
580頁）（平成27年10月・日本評論社）

・�浜田道代・久保利英明・稲葉威雄編『会社訴訟【専門訴訟講座7】』（共著・担当部分9〜61頁）（平成25年9
月・民事法研究会）

・�奥島孝康・落合誠一・浜田道代編『新基本法コンメンタール会社法3』（共著・担当部分517〜538頁）（平
成21年8月・日本評論社）

・�浜田道代編『キーワードで読む会社法〔第2版〕』（共著・担当部分120〜131頁）（平成18年9月・有斐閣）
・�浜田道代編『キーワードで読む会社法』（共著・担当部分120〜131頁）（平成17年9月・有斐閣）
・�平出慶道・山本忠弘編『企業法概論Ⅰ〔改訂版〕』（共著・担当部分23〜48頁，54〜61頁）（平成17年4月・
青林書院）

・�平出慶道・山本忠弘編『企業法概論Ⅰ』（共著・担当部分23〜48頁，54〜61頁）（平成13年5月・青林書院）
・�浜田道代編『日本会社立法の歴史的展開』（共著・担当部分334〜368頁）（平成11年1月・商事法務研究会）
・�『21世紀に向けての法―生活に役たつ法―』（共著・担当部分145〜171頁）（平成10年7月・金沢大学・
大学教育センター）

  翻訳 
・�『カリフォルニア会社法』（翻訳書）（北沢正啓教授との共訳・1〜500頁）（平成2年1月・商事法務研究会）

  論文・研究ノート 
・�判例評釈：「募集事項の公示の欠缺」岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選〔第3版〕』（58〜
59頁）（平成28年9月）（依頼原稿）

・�判例評釈：「募集事項の公示の欠缺」江頭憲治郎・岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選〔第2
版〕』60〜61頁（平成23年9月）（依頼原稿）

・�論文：「著しく不公正な方法による新株発行等」浜田道代・岩原紳作編『会社法の争点』84〜85頁（平成
21年11月）（依頼論文）

・�論文：「新株発行」浅木慎一・小林量・中東正文・今井克典編『検証会社法』283〜318頁（平成19年11月・
信山社）（依頼論文）

・�判例評釈：「新株発行事項の公示の欠缺」江頭憲治郎・岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選』
60〜61頁（平成18年4月）（依頼原稿）

・�判例評釈：「譲渡制限株式に関し会社に対して譲渡の承認および先買権者指定の請求をした株主がその
請求を撤回することのできる時期」富大経済論集50巻3号147〜162頁（平成17年3月）（査読無）

・�論文：「必要な決議（取締役会の決議・株主総会の特別決議）を欠く新株発行の効力（2）」富大経済論集49
巻2号1〜16頁（平成15年11月）（査読無）

・�論文：「必要な決議（取締役会の決議・株主総会の特別決議）を欠く新株発行の効力（1）」富大経済論集48
巻3号25〜46頁（平成15年3月）（査読無）

・�論文：「会社法大改正の重要ポイントー2001年商法改正対応―株式関係を中心にーV新株発行規制等」

戸川　成弘　（トガワ　セイコウ）　教授
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法学教室258号16〜17頁（平成14年3月）（依頼論文）
・�論文：「株主総会の特別決議を欠く新株発行の効力」法学新報107巻11・12号387〜407頁（平成13年3月）
（依頼論文）
・�論文：「商法280条ノ3ノ2所定の公告・通知を欠く新株発行の効力―最高裁平成9年1月28日および最
高裁平成10年7月17日判決を素材としてー」平出慶道・高窪利一先生古稀記念論文集編集委員会編『企
業・金融法の現代的課題（下）』541〜564頁（平成13年2月・信山社）（依頼論文）
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  専門分野 
刑法

  専門分野キーワード 
刑法，共謀罪，表現の自由

  著書 
・�『サイバー･ポルノの刑事規制』　信山社　2003/4/30　4-7972-2256-5

  共著，共編著，編著 
・�共著『アメリカ刑事法入門』　法律文化社　近刊　（渕野貴生・本庄武・笹倉香奈と共同執筆）
・�共著『新経済刑法入門第2版』　神山敏雄・齊藤豊治・浅田和茂・松宮孝明編　成文堂　2013/7/10　
978-4-7923-1987-8　（分担：6章，25章）

・�共著『新経済刑法入門』　神山敏雄・齊藤豊治・浅田和茂・松宮孝明編　成文堂　2008/12/10　978-4-
7923-1815-4　（分担：6章，25章）

  翻訳 
・�単独訳：レオナルド・H・ライグ「越境犯罪に対する規制の増大�―�イギリスの経験についての評価」　立
命館法学355号　391-400頁　2014/10/25

・�単独訳：ハンス・ルートヴィッヒ・ギュンター「秩序違反�―�直接に侵害される個人としての被害者のな
い犯罪�―」　立命館法学354号　191-196頁　2014/08/25

・�単独訳：ベンジャミン・E・ローゼンバーグ「共謀罪法における諸問題と改革提案」�　金沢法学54巻2号　
189-244頁　2012/02/29

・�単独訳：マーク･ノフェリ「稀薄性の基準へ�―�Pinkerton原則による共謀の罪責に対するデュー・プロセ
スに基づく「新たな」制約�―」　金沢法学52巻1号　191-266頁　2009/11/30

・�単独訳：オティリィオ･ゴンザレツ「マルチメディア基盤上の好ましくないコンテンツの規制�―メディ
ア融合は送信者・受信者間の責任の均衡を要請するか」　大阪経済法科大学法学論集62号　117-154
頁　2005/03/25

  論文・研究ノート 
・�論文：「いわゆる「中間類型としての危険運転致死傷罪」および過失運転致死傷アルコール等影響発覚免
脱罪について�―�アルコール影響類型を中心に」　井田良・井上宜裕・白取祐司・高田昭正・松宮孝明・山
口厚編『浅田和茂先生古稀祝賀論文集上巻』　成文堂　709-727頁　2016/10/01　（依頼）

・�判例研究：「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪」　金沢法学59巻1号　77-93頁　2016/07/31　（査読無）
・�判例研究：「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項の罪（いわゆる中
間類型としての危険運転致死傷罪）の成立が認められた事例」　法学セミナー増刊速報判例解説17号　
203-206頁　2015/10/25　（依頼）

・�論文：「諸外国における児童ポルノの規制状況」　刑事法ジャーナル43号　52-62頁　2015/02/20　（依
頼）

・�判例研究：「コンピュータ詐欺（2）」　山口厚・佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅱ各論第7版』　有斐閣　118-
119頁　2014/08/10　（依頼）

・�判例研究：「高校運動部の監督が女子部員に対し脱衣を命じるなどし，抵抗しない同部員に対して行っ
たわいせつ行為が「抗拒不能に乗じ」たものとして準強制わいせつ罪に当たるとされた事例」　法学セミ
ナー増刊速報判例解説14号　151-154頁　2014/04/25　（依頼）

・�判例研究：「児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は，児童買春，児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対
意見が付された事例」　刑事法ジャーナル37号　101-106頁　2013/08/20　（依頼）

・�判例研究：「他者がウェブサイトで公開した児童ポルノ画像のURLを一部改変した文字列を別サイトに
掲載した行為が児童ポルノ公然陳列罪の正犯に当たるとされた事例」　法学セミナー増刊速報判例解

永井　善之　（ナガイ　ヨシユキ）　教授
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説12号　151-154頁　2013/04/25　（依頼）
・�論文：「「中立的行為による幇助」について�―�Winny事件最高裁決定を中心に�―」　浅田和茂・川﨑英明・
葛野尋之・前田忠弘・松宮孝明編『齊藤豊治先生古稀祝賀論文集・刑事法理論の探求と発見』　成文堂　
129-145頁　2012/12/20　（依頼）

・�判例研究：「ファイル共有ソフトWinnyの提供者に，本ソフト利用者による公衆送信権侵害罪の幇助犯
の故意が欠けるとされた事例」　法学セミナー増刊速報判例解説11号　151-154頁　2012/10/25　（依
頼）

・�判例研究：「私人への罰則の委任に当らないとされた事例」　法学教室377号別冊判例セレクトⅠ2011　
27頁　2012/02/01　（依頼）

・�論文：「共謀罪の成立要件について�─�アメリカ共謀罪の分析を中心に�─」　法学75巻6号　168-189
頁　2012/01/31　（依頼）

・�判例研究：「ファイル共有ソフトWinnyの提供はその利用者による著作権法違反の罪の幇助犯に当たら
ないとされた事例」　法学セミナー増刊速報判例解説8号　199-202頁　2011/04/25（依頼）

・�判例研究：「他の共謀者による実体犯罪に係る，共謀関与者たることを理由とした正犯としての処罰
につき，共謀罪自体の訴追は不要であるとされた事例�―�United�States�v.�Zackery,�494�F.3d�644（8th�
Cir.�2007）,�cert.�denied,�552�U.S.�1261（2008）」�　金沢法学53巻2号　147-158頁　2011/03/07　（査
読無）

・�判例研究：「合憲限定解釈の限界�―�広島市暴走族追放条例事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラク
ティス刑法Ⅰ総論』　信山社　26頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「年齢識別装置付自販機の有害図書販売規制と適正処罰」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラ
クティス刑法Ⅰ総論』　信山社　25頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「法令の整合性と罪刑均衡」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信山社　
24頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「医業類似行為の禁止と適正処罰」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　
信山社　23頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「刑罰法規の広汎性�―�福岡県青少年保護育成条例事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラク
ティス刑法Ⅰ総論』　信山社　22頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「「有害な物質」の明確性（食品衛生法）」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総
論』　信山社　21頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「解釈の明確性�―�全農林警職法事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　
信山社　20頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「刑罰法規の明確性（2）―�福岡県青少年保護育成条例事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プ
ラクティス刑法Ⅰ総論』　信山社　19頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「刑罰法規の明確性（1）―�徳島市公安条例事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス
刑法Ⅰ総論』　信山社　18頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「刑の変更と公訴時効期間」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信山社　
17頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「判例変更と遡及処罰の禁止�―�岩教組同盟罷業事件第2次上告審判決」　成瀬幸典・安田拓
人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信山社　16頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「「人家稠密」の意義（鳥獣保護法）」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　
信山社　15頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「「土石」の意義（自然公園法）」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信山
社　14頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「「捕獲」の意義（鳥獣保護法）」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信山
社　13頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「「へい死」の意義（食品衛生法）」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信
山社　12頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「汽車の意義�―�ガソンリンカー事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　
信山社　11頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「法律と条例の関係（2）―�福岡県青少年保護育成条例事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プ
ラクティス刑法Ⅰ総論』　信山社　10頁　2010/1/28　（依頼）
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・�判例研究：「法律と条例の関係（1）―�徳島市公安条例事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス
刑法Ⅰ総論』　信山社　9頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「条例への罰則の委任」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総論』　信山社　8
頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「命令への罰則の委任（2）―�猿払事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティス刑法Ⅰ総
論』　信山社　7頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「命令への罰則の委任（1）―�火薬類無資格所持事件」　成瀬幸典・安田拓人編『判例プラクティ
ス刑法Ⅰ総論』　信山社　6頁　2010/1/28　（依頼）

・�判例研究：「U.S.�v.�Wiiliams,�553�U.S.�285,�128�S.�Ct.�1830�（2008）�―�児童ポルノとの確信に基づきま
たは他人にそう信じさす意図でそれを宣伝等する行為を,�当該ポルノの存否を問わず処罰する規定は
過度に広汎でなく合憲であるとされた事例」　アメリカ法2009Ⅰ号　159-163頁　2009/12/31　（依
頼）

・�論文：「インターネットと名誉・わいせつ犯罪�―�東京地裁平成20年2月29日判決および盗撮画像公開
事案を中心に�―」　刑事法ジャーナル15号　10-16頁　2009/03/01　（依頼）

・�判例研究：「強制わいせつ目的での緊縛中にその意思を生じた財物取得に強盗罪の成立が認められた事
例」　法学教室342号別冊判例セレクト2008　37頁　2009/03/01　（依頼）

・�論文：「アメリカ刑法における「中立的行為による幇助」」　金沢法学50巻1号　1-38頁　2007/11/28　
（査読無）
・�判例研究：「児童ポルノ･わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えて
のバックアップのために製造所持した行為について児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児
童の保護等に関する法律（平成16年法律第106号による改正前のもの）7条2項の児童ポルノを販売す
る目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例」　刑事法ジャーナル8号　133-
139頁　2007/07/01　（依頼）

・�論文：「サイバー・ポルノ規制と刑事法改正」　刑法雑誌45巻3号　28-41頁　2006/04/30　（依頼）
・�論文：「サイバー･ポルノ規制と刑法および児童ポルノ法の改正」　刑法雑誌45巻1号　130-141頁　
2005/07/10　（依頼）

・�論文：「インターネット上の青少年に有害な表現の法的規制について」　情報ネットワーク・ローレ
ビュー4巻1号　17-29頁　2005/06/28　（依頼）

・�論文：「サイバー･ポルノ規制と刑法および児童ポルノ法の改正」　大阪経済法科大学法学研究所紀要38
号　1-70頁　2004/12/31　（査読無）

・�論文：「Criminal�Regulation�of�“High-Tech�Porn”�in�Japan」　The�Tohoku�University�21st�Century�COE�
Program�―�Gender�Law�and�Policy�Annual�Review�1号　63頁　2004/06/30　（依頼）

・�論文：「ハイテク社会におけるポルノグラフィーの刑事規制」　東北大学21世紀COEプログラム「男女共
同参画社会の法と政策�─�ジェンダー法・政策研究センター�─」研究年報1号　71-82頁　2004/06/30　
（依頼）
・�判例研究：「児童ポルノ規制の保護法益」　法学68巻1号　192-200頁　2004/04/30　（査読無）
・�論文：「児童ポルノの刑事規制について（二・完）�─�いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心
に─」　法学67巻4号　110-166頁　2003/10/31　（査読無）

・�論文：「児童ポルノの刑事規制について（一）�─�いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心に�─」　
法学67巻3号　105-154頁　2003/08/31　（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「コンピュータに関係する経済犯罪�―�電子計算機使用詐欺罪を中心に�―」　会議名：第2回日中経済刑
法研究会（京都大学）　2014/11/08

・�「児童ポルノの刑事規制�―�諸外国における児童ポルノ規制条項について」　会議名：日本刑法学会第92
回大会（同志社大学）　2014/05/18

・�「サイバー・ポルノ規制と刑事法改正」　会議名：日本刑法学会第83回大会（北海道大学）2005/06/19
・�「インターネット上の青少年に有害な表現の法的規制について」　会議名：情報ネットワーク法学会第4
回研究大会（慶応義塾大学）　2004/11/06

・�「サイバー刑事法の動向と課題�―�実体法上の問題�―�サイバー・ポルノ規制を中心に」　会議名：日本刑
法学会関西部会2004年度夏期例会（神戸学院大学）　2004/07/25
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  専門分野 
東洋法制史

  専門分野キーワード 
清代刑法，大清律例

  共著，共編著，編著 
・�共著：『史料からみる中国法史』法律文化社，2012年。（石岡浩氏，川村康氏，七野敏光氏と共同執筆）
・�共著：『訳註日本律令八』律令研究会編，東京堂出版，1996年。（分担：断獄律）

  翻訳 
・�単独訳：「『唐律疏議』断獄律現代語訳稿（下・完）」『金沢法学』57-1，2014年。
・�共訳：「『唐六典』巻六・尚書刑部訳註稿（下）」科研費成果報告（自費出版），2014年。（分担：１〜12ページ）
・�共訳：「『唐六典』巻六・尚書刑部訳註稿（上）」科研費成果報告（自費出版），2013年。（分担：28〜36ページ）
・�単独訳：「『唐律疏議』断獄律現代語訳稿（上）」『金沢法学』55-1，2012年。
・�共訳：「旧五代史・遼史・金史刑法志訳注稿」『東方学報　京都』66，1994年。（分担：436〜449ページ）
・�共訳：「宋史刑法志訳注稿（下）」『東方学報　京都』65，1993年。（分担：438〜450ページ）
・�共訳：「宋史刑法志訳注稿（上）」『東方学報　京都』64，1992年。（分担：401〜410ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「清代初期過失殺補論」『金沢法学』58-2，2016年。（査読無）
・�書評：「鈴木秀光著『清代嘉慶・道光期における盗案の裁判』」『法制史研究』65（依頼論文）
・�書評：「岡野誠著『新たに紹介された吐魯番・敦煌本『唐律』『律疏』断片』」『金沢法学』58-1，2015年。（査
読無）

・�書評：「五味知子著『『誣姦』の意味するもの──明清時代の判牘・官箴書の記述から』」『法制史研究』63，
2014年（依頼論文）

・�論文：「清代初期における過失殺事例の紹介と若干の検討」『金沢法学』55-2，2013年。（査読無）
・�書評：「寺田浩明著『中国伝統法における法解釈のあり方』」『法制史研究』61，2012年。（依頼論文）
・�書評：「鈴木秀光著『清代刑事裁判における『従重』』」『法制史研究』60，2011年。（依頼論文）
・�論文：「清律における自首制度の変遷について──強盗犯の自首を中心に──」『金沢法学』52-1，2009
年。（査読無）

・�書評：「冨谷至著『儀礼と刑罰のはざま──賄賂罪の変遷』」『法制史研究』58，2009年。（依頼論文）
・�論文：「清律誤殺再考──刑罰軽減事由としての観点から──」『金沢法学』49-1，2006年。（査読無）
・�書評：「鈴木秀光著『恭請王命考──清代死刑裁判における『権宜』と『定例』』」『法制史研究』55，2006年。
（依頼論文）
・�論文：「清律『犯罪存留養親』条補考（二・完）」『金沢法学』46-2，2004年。（査読無）
・�論文：「清律『犯罪存留養親』条補考（一）」『金沢法学』45-2，2003年。（査読無）
・�書評：「森田成満著『清代刑法に於ける放火罪と失火罪の仕組みおよびその被害の賠償』」『法制史研究』
52，2003年。（依頼論文）

・�論文：「清律『犯罪存留養親』条考（二・完）」『金沢法学』43-3，2001年。（査読無）
・�論文：「清律『犯罪存留養親』条考（一）」『金沢法学』42-2，2000年。（査読無）
・�書評：「森田成満著『清代刑法に於ける官吏が地位を巡って財物を不正に収受する罪』」『法制史研究』49，
2000年。（依頼論文）

中村　正人　（ナカムラ　マサト）　教授
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  その他 
・�「『皇明条法事類纂』講読雑感」『東洋法制史研究会通信』29，2016年。
・�「『唐律疏議』断獄律の現代日本語訳について」『東洋法制史研究会通信』26，2014年。
・�「中村茂夫先生を偲ぶ」『法制史研究』62，2013年。
・�「川村康『唐戸婚律16条憶談』を読んで」『東洋法制史研究会通信』24，2013年。
・�「贖銀のねだん」『東洋法制史研究会通信』14，2005年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「清代捐贖制度雑考」会議名：第35回東洋法制史研究会夏合宿（2016年，８月23日，しきぶ温泉湯楽里）
・�「清代初期過失殺補論」会議名：法制史学会近畿部会第434回例会（2014年，10月18日，京都大学）
・�「清代初期における過失殺事例の紹介と若干の検討」会議名：法制史学会東京部会第244回例会（2012年，
12月15日，法政大学）
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  専門分野 
労働法

  専門分野キーワード 
労働市場法政策，休暇，労働協約

  共著，共編著，編著 
・�澤信・名古・高島『「これからの働き方」を考えるということ』（石川総合生活開発研究センター・2013年）。
（第Ⅲ部担当）
・�吉田・名古・根本編『NJ労働法Ⅱ第2版　個別的労働関係法』（法律文化社・2013年）。
・�吉田・名古・根本編『NJ叢書労働法Ⅰ　集団的労働関係法・雇用保障法』（法律文化社・2012年）（第1章Ⅱ・
Ⅲ，第4章，第5章担当）。

・�「ドイツ集団的労働法理論の変容」根本・緒方・奥田・米津編『労働法と現代法の理論（西谷先生古稀記念
論集）下巻』（日本評論社・2013年）所収。

・�「EU法のドイツ労働法への影響〜移動の自由を素材にして〜」山田・青野等編『（毛塚教授古稀記念論文
集）』（信山社・2013年）所収。

・�名古・中村「労働者派遣法の改正過程」和田・脇田・矢野編『労働者派遣と法』（日本評論社・2013年）所収。
・�Michitaka�NAKO,�Atypisch�beschäftigte�Arbeitnehmer�in�Japan�-�Herausforderungen�und�Entwick-
lungen,�Walter�Hanesch/Hisashi�Fukawa(Hrsg.),�Das�letzte�Netz�sozialer�Sicherung�in�der�Bewährung,�
Nomos,�Baden-Baden,�2012.

・�「ドイツにおける最低生活保障システムの変化―労働協約の機能変化と関連してー」山田・石井編『労働
者人格権の研究（上巻）（角田古稀）』（信山社・2011）所収。

・�野田・豊川編『判例チャートから学ぶ労働法』（法律文化社・2011年）（20，22，23章担当）
・�「人事異動」西谷・根本編『労働契約と法』（旬報社・2010年）所収。
・�萬井・西谷編『NJ労働法Ⅰ第3版』（法律文化社・2006年）（第5章担当）。
・�「労働者のプライバシー」西谷・奥田・中島編『転換期の労働法の課題』（旬報社・2003年）所収。
・�「ドイツ労働条件決定システム」浜田・香川・大内編『グローバリゼーションと労働法の行方』（勁草書房・
2003年）所収。

・�「年次有給休暇」片岡・萬井編『労働時間法論』（法律文化社・1990年）所収。
・�「労働組合の行う労働者供給事業」西谷・脇田編『派遣労働の法律と実務』（1987年・旬報社）所収。

  翻訳 
・�「労働法講演（Andreas�Loffelholz,�Vortrag�Arbeitsrecht）」�日独労働法協会雑誌6号（2005年）。

  論文・研究ノート 
１　論文
・�「労働基準法（労働時間規制）改正案の検討」『季刊労働法』251号（2015年）。（依頼論文）　
・�「労働訴訟」土田・山川編『労働法の争点』（2014年）。（依頼論文）
・�「労働をめぐる法と改革構想」法律時報増刊『改憲を問う』（2014年）。（依頼論文）
・�「東日本大震災・福島原発事故と法・法学の課題」『法の科学』44号（2013年）。（依頼論文）
・�「労働基準法37条（時間外，休日及び深夜の割増賃金）」『新基本法コンメンタール・労働基準法・労働契
約法』（日本評論社・2012）。（依頼論文）

・�「コミュニティ・ユニオンと労働組合法理」『日本労働法学会誌』129号（2012年）。（依頼論文）
・�「労働組合による街宣活動の正当性」『労働法律旬報』1778号（2012年）。（依頼論文）
・�「労組法16条（債務的効力）」『労働組合法コンメンタール』（日本評論社・2011年）。（依頼論文）
・�「ドイツ閉店法の動向と違憲判決」『労働法律旬報』1744号（2011年）。（依頼論文）
・�「ドイツの求職者支援制度」『季刊労働法』232号（2011年）。（依頼論文）
・�「労働者の生活保障システムの変化〜ドイツにおける低賃金労働・ワーキングプア〜」『日本社会保障法
学会誌』24号（2009年）。（依頼論文）

・�「労働者派遣法改正をめぐる最近の動向」『労委労協』626号（2008年）。（依頼論文）

名古　道功　（ナコ　ミチタカ）　教授
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・�「特集�労働契約法逐条解説�;�第3章�労働契約の継続及び終了(第14条-第16条)�第14条�出向」『労働法律
旬報』1669号（2008年）。（依頼論文）

・�「労働事件と文書提出命令〜二つの判例を中心に〜」『金沢法学』49巻2号（2007年）。
・�「人事（配転・出向・転籍・昇進・昇格・降格）と懲戒」『民商法雑誌』134巻6号（2006年）。（依頼論文）
・�「解雇における金銭解決制度の検討」『季刊労働法』212号（2006年）。（依頼論文）
・�「ドイツ労働市場改革立法の動向〜ハルツ四法と労働市場改革法を中心に〜」『金沢法学』48巻1号（2005
年）。

・�「ドイツにおける労働市場改革法」『労働法律旬報』1571号（2004年）。（依頼論文）
・�「90年代における雇用慣行・労働市場・労働法制の変容と労働者統合」『法の科学』32号（2002年）。（依
頼論文）

・�「失業克服のための法政策」『労働法律旬報』1495・96号（2001年）。（依頼論文）
・�「ドイツにおける労働条件規制の最近の動向」『日本労働研究雑誌』496号（2001年）。（依頼論文）
・�「労働協約の変更と拡張」『21世紀の労働法第3巻』（有斐閣・2000年）。（依頼論文）
・�「大量失業・グローバリゼーションとドイツ横断的労働協約の危機」『金沢法学』43巻2号（2000年）。
２　判例評釈
・�「労働協約による労働条件の不利益変更」和田・唐津・矢野編『新版労働法重要判例を読むⅠ』（日本評論
社・2013年）所収。（依頼評釈）

・�「複数組合の併存と使用者の中立義務」『新版労働法重要判例を読むⅠ』。（依頼評釈）
・�「出向先会社の『使用者』性と団交応諾義務」『中央労働時報』1147号（2012年）。（依頼評釈）
・�「組合併存下における使用者の誠実交渉義務―NTT西日本事件」『ジュリスト平成23年度重要判例解説』
（2012年）。（依頼評釈）
・�「労働者派遣が違法な場合の労働者と派遣先の法律関係[最高裁第二小法廷平成21.12.18判決]」『民商法
雑誌』142巻6号（2010年）。（依頼評釈）

・�「年休の争議行為利用〜津田沼電車区事件〜」『労働判例百選第8版』（2009年）。（依頼評釈）
・�「労働協約の不利益変更と公正な手続」『法律時報』81巻9号（2009年）。（依頼評釈）
・�「ネスレ日本(懲戒解雇)事件(最二判[平成]18.10.6)」判例評論584号（2007年）。（依頼評釈）
・�「全額払の原則と賃金債権放棄の有効性--北海道国際航空事件(最高裁第一小法廷平成15.12.18判決)」
『法律時報』77巻4号（2005年）。（依頼評釈）
・�「フジ興産事件(最二判平成15.10.10)」『判例評論』546号（2004年）。（依頼評釈）
・�「降格をともなう配転命令の効力--日本ガイダント仙台営業所事件・仙台地裁判決の研究」　『労働法律
旬報』1570号（2004年）。（依頼評釈）

・�「出向命令と期間延長の有効性」『ジュリスト平成15年度重要判例解説』（2004年）。（依頼評釈）
・�「産後休業及び育児時間取得による賞与不支給と公序違反(東京高判平成13.4.17)」『判例評論』517号
（2002年）。（依頼評釈）
・�「長期休暇と時季変更権―時事通信社事件」『労働判例百選第7版』（2001年）。（依頼評釈）
・�「書面に明記されていない一時金支給合意の労働協約としての効力--秋保温泉タクシー事件(仙台地判
平成15.6.19)�」『法律時報』76巻8号（2004年）。（依頼評釈）

・�「労働協約による労働条件の不利益変更--日本鋼管(賃金減額)事件・横浜地裁判決の研究(平成12.7.17)」
『労働法律旬報』1516号（2001年）。（依頼評釈）
・�「組合内少数派に対する昇格・昇給差別を通じた不当労働行為と立証責任--国民生活金融公庫組合差別
事件(東京地判平成12.2.2)」判例時報505号（2001年）。（依頼評釈）

・�「研修中の年休時季指定に対する時季変更権行使の可否(平成12.3.31最高裁第二小法廷判決)�」『民商法
雑誌』123号（2001年）。（依頼評釈）

・�「労働協約による労働条件の不利益変更--日本鋼管(賃金減額)事件・横浜地裁判決の研究(平成12.7.17)」
『労働法律旬報』1516号（2001年）。（依頼評釈）
・�「労働協約等を通じた労働条件不利益変更とその限界」『労働法律旬報』1485号（2000年）。（依頼評釈）
３　外国判例評釈
・�「サービス提供の自由と最低賃金規制」『国際商事法務』44巻6号（2016年）。（依頼評釈）
・�「EU市民に対する特別の無拠出手当の不支給と平等取扱い原則」『国際商事法務』43巻5号　（2015年）。
（依頼評釈）
・�「勤務形態の変更に基づく繰越年休減少措置の効力」『国際商事法務』42巻5号（2014年）。（依頼評釈）
・�「有期労働に関する枠組み協定と継続的代替労働」『国際商事法務』41巻3号（2013年）。（依頼評釈）



−199−

・�「年齢に基づく基本給の格付けと年齢差別」『国際商事法務』40巻5号（2012年）。（依頼評釈）
・�「損害賠償請求の期間制限と『同等性および実効性の原則』」『国際商事法務』39巻3号　（2011年）。（依
頼評釈）

・�「未取得年休の金銭補償(買い上げ)とEC労働時間指令(2003/88/EC)との抵触」『国際商事法務』（2010
年）。（依頼評釈）

・�「強行的定年制と年齢差別」『国際商事法務』37巻1号（2009年）。（依頼評釈）
・�「ドイツ労働者送出法とサービス提供の自由」『国際商事法務』36巻1号（2007年）。（依頼評釈）
・�「ドイツ有期労働契約法とEU指令との抵触」『国際商事法務』34巻12号（2006年）。（依頼評釈）
・�「ドイツ労働者派遣法における建設業への派遣規制と『サービス提供の自由』・『開業の自由』」『国際商事
法務』33巻1号（2005年）。（依頼評釈）

・�「ドイツ労働時間法とEU労働時間指令との抵触」『国際商事法務』33巻12号（2005年）。（依頼評釈）
・�「EC労働時間指令とイギリス労働時間規則との抵触」29巻11号（2001年）。（依頼評釈）
４　書評・巻頭言
・�「内部告発の時代？」『労働法律旬報』1869号（2016年）。（依頼原稿）
・�「性的マイノリティと労働法の課題」『労働法律旬報』1844巻（2015年）。（依頼原稿）
・�「ブラックバイト」『労働法律旬報』1813号（2014年）。（依頼原稿）
・�書評「藤内和公著『ドイツの雇用調整』」大原社会問題研究所雑誌666号（2014年）。（依頼原稿）
・�「東日本大震災から2年」労働法律旬報1790号（2013年）。（依頼原稿）
・�「コンプライアンスと内部告発」労働法律旬報1763号（2012年）。（依頼原稿）
・�「貧困の『公認』とワーキングプア」労働法律旬報1733号（2010年）。（依頼原稿）
・�「学生の就職と公務員削減」『労働判例』1008号（2010年）。（依頼原稿）
・�「飲酒運転と懲戒処分」労働法律旬報1700号（2009年）。（依頼原稿）
・�「外資系企業と労働法」労働法律旬報1649号（2007年）。（依頼原稿）
５　判例・学界回顧
・�名古・木南・緒方他「判例回顧と展望�2009年」『法律時報』82巻6号（2010年）。（依頼原稿）
・�名古・木南・緒方他「判例回顧と展望�2008年」『法律時報』81巻7号（2009年）。（依頼原稿）
・�名古・木南・緒方他「判例回顧と展望�2007年」『法律時報』80巻7号（2008年）。（依頼原稿）
・�名古・緒方・大和田「2007年学界回顧」『法律時報』79巻13号（2007年）。（依頼原稿）
・�名古・緒方・大和田「2006年年学界回顧」『法律時報』78巻13号（2006年）。（依頼原稿）
・�名古・緒方・大和田「2005年学界回顧」『法律時報』77巻13号（2005年）。（依頼原稿）

  その他 
１　司法試験問題解説
・�「労働法　論文式試験の解説と解答例」『別冊法学セミナー・新司法試験の問題と解説2009年』（2009年）
（依頼原稿）
・�「労働法　論文式試験の解説と解答例」『別冊法学セミナー・新司法試験の問題と解説2008年』（2008年）
（依頼原稿）
・�「賃金請求権と賃金支払い原則」『ロースクール演習第1版・第2版』（法学書院・2007年・2010年）。（依
頼原稿）

・�「労働協約の効力」『ロースクール演習第1版・第2版』（法学書院・2007年・2010年）。（依頼原稿）

  口頭発表・ポスター発表 
学会報告
・�「東日本大震災・福島原発事故は法と法学に何を問いかけているか（企画趣旨）」�(2012年11月18日南山
大学にて開催)での報告�(会議名：民科法律部会学術総会)。

・�「コミュニティ・ユニオンと労働組合法理」�大シンポジウム「労使関係の変化と労働組合法の課題」
（2011年10月16日立教大学にて開催）での報告(会議名：日本労働法学会第122回大会)。
・�「雇用労働者の生活保障システムの変化〜ドイツにおけるワーキングプアをめぐる議論をてがかりとし
て〜」�ミニシンポジウム「雇用・社会保障法制の交錯と新展開〜ドイツハルツ改革に見る示唆〜」（2008
年10月12日，東洋大学にて開催）での報告(会議名：日本社会保障法学会第54回秋季大会)(2008)

・�「90年代における雇用慣行・労働市場・労働法制の変容と労働者統合」（2001年10月18日関西大学にて
開催）での報告(会議名：民科法律部会学術総会)。
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  専門分野 
刑法　スポーツ法

  専門分野キーワード 
故意・スポーツと傷害

  共著，共編著，編著 
・�共著：町野朔・丸山雅夫・山本輝之　編『プロセス演習刑法』「第13章　生命・健康の保護」177〜192頁。
信山社，2009年。

・�共著：鈴木守・戸苅晴彦　編著『サッカー文化の構図』「フーリガン規制法をめぐって」183頁〜196頁。
道和書院，2004年。

・�共著：町野朔　編『環境刑法の総合的研究』「中国」298〜309頁，「文化財」519頁〜526頁，「自然環境
の保護」527頁〜543頁。信山社，2003年。

・�共著：『内田文昭先生古希祝賀論文集』「スポーツ傷害の刑事責任」63〜82頁。青林書院，�2002年
・�共著：町野朔他　編著『安楽死・尊厳死・末期医療』「植物状態と末期医療」132〜152頁，「医療の打ち切
り―イギリスの場合―」201〜317頁。信山社，1997年。

・�共著：町野朔　他編『現代社会における没収・追徴』「香港のマネーローンダリング罪と没収について」
316〜323頁。信山社，1996年

・�共著：『車博士（韓国）古希記念論文集』下巻「日本の独占禁止法の適用除外について」1509〜1517頁。
1994年。

・�共著：阿部純二・内田文昭　他編『刑法基本講座　第２巻』「故意・過失概念と条件付故意」175〜188頁。
法学書院，1994年。

・�共著：町野朔　編『刑法キーワード』「実行行為」36〜37頁，「不能犯と幻覚犯」86〜87頁。有斐閣，1992年。
・�共著：西田典之・町野朔　他編『判例によるドイツ刑法（総論）』「方法の錯誤，正当防衛における第三者
侵害」85〜91頁，「共犯と錯誤」91〜96頁，「概括的故意，因果関係の錯誤」97〜104頁，「構成要件
の錯誤と禁止の錯誤の限界」104〜111頁。良書普及会，1987年

  翻訳 
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(7)�金沢法学58巻2号137〜185頁，�2016年。
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(6)�金沢法学58巻1号149〜189頁，�2015年。
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(5)�金沢法学56巻1号99〜123頁，�2013年。
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(4)�金沢法学55巻1号71〜127頁，�2012年。
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(3)�金沢法学54巻2号145〜187頁，�2012年。
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(2)�金沢法学54巻1号213〜326頁，�2011年。
・�ジョン・バーンズ「カナダにおけるスポーツと法」(1)�金沢法学53巻2号177〜339頁，�2011年

  論文・研究ノート 
・�「強姦罪における実行の着手」刑法判例百選Ⅰ総論（第7版）128〜129頁，有斐閣，2014年。（依頼論文）
・�「同姓同名の使用と人格の同一性」刑法判例百選Ⅱ各論（第6版）198〜199頁，有斐閣，2008年.（依頼論文）
・�「共犯からの離脱(1)」刑法判例百選Ⅰ総論（第6版）192〜193頁，有斐閣，2008年。（依頼論文）
・�「牽連犯か併合罪か」刑法判例百選Ⅰ総論（第5版）200〜201頁，有斐閣，2003年。（依頼論文）
・�「早まった結果惹起について」富大経済論集46巻3号115〜139頁，2001年。（査読無）

西村　秀二　（ニシムラ　シュウジ）　教授



−201−

  その他 
・�三井誠・町野朔・中森喜彦・西田典之　編『刑事法事典』，信山社，2003年，（加減例・刑の減軽・刑の廃
止・減軽・現時法・実刑・執行猶予・酌量減軽・宣告猶予・法定減軽）。
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  専門分野 
英米法

  専門分野キーワード 
アメリカ法，選挙制度，司法制度，言論の自由

  著書 
・�アメリカ法講義案Ⅱ　信山社　2010年
・�アメリカ法講義案Ⅰ　信山社　2008年

  共著，共編著，編著 
・�共著　アメリカ法判例百選　有斐閣　2012年

  翻訳 
・�ナンシー・ガートナー「アメリカ陪審制度の概要」金沢法学54巻１号142-156頁(2011)

  論文・研究ノート 
※�全て単著論文
・�Tying�the�Knot�with�a�Surname?�The�Constitutionality�of�Japan's�Law�Requiring�a�Same�Marital�Name,�
ConLawNOW:�Vol.�7:�Iss.�1,�Article�6.�(査読あり)

・�論文紹介：「現実の悪意と萎縮効果論の再検討(Leslie�Kendrick,�Speech,�Intent,�and�Chilling�Effect,�54�
WM.�&�MARY�L.�REV.�1633-91�(2013))」アメリカ法2014-2号399-405頁(2015)（依頼論文）

・�判例紹介：「Ariz.�v.�Inter�Tribal�Council�of�Ariz.�Inc.,�133�S.�Ct.�2247�(2013)---�連邦法が定める有権者登
録の条件をより厳格に実施するためのアリゾウナ州法の規定は，連邦法によって専占されており，違
憲無効とされた事例」アメリカ法2014-1号174-80頁(2014)（依頼論文）

・�判例紹介：「Obama�for�America�v.�Husted,�697�F.3d�423�(6th�Cir.�2012)---期日前投票の最終日につい
て，軍人とそれ以外の有権者に対して異なる最終日を定めるオハイオ州法の規定が，合衆国憲法の平
等保護条項に反するとされた事例」金沢法学57巻１号139-47頁(2014)（査読なし）

・�判例紹介：「United�States�v.�Alvarez,�567�U.S.�___,�132�S.�Ct.�2537�(2012)—軍の勲功の受賞歴につい
て詐称することを禁止する勲功詐称禁止法は，言論の自由を保障する合衆国憲法第１修正に反すると
された事例」アメリカ法2013-1号152-58頁(2013)（依頼論文）

・�判例紹介：「Perry�v.�Perez,�132�S.�Ct.�934�(2012)---州が正当に選挙区割りを作成した場合，投票権法
５条の事前承認が得られない段階であっても，裁判所が暫定区割りを作成するには，州の区割りを基
礎としなければならないとされた事例」アメリカ法2012-2号359-64頁(2013)（依頼論文）

・�判例紹介：「Reichle�v.�Howards,�132�S.�Ct.�2088�(2012)—連邦公務員であるシークレットサ・サーヴィ
スによる職務質問に対して，虚偽の回答を行い逮捕された市民は，その逮捕が政権批判に対する報復
的逮捕であるとしても，限定的免責により損害賠償を得ることができないとされた事例」金沢法学55
巻２号23-32頁(2013)（査読なし）

・�判例紹介：「Brown�v.�Entm’t�Merchs.�Ass’n,�131�S.�Ct.�2729�(2011)---残虐な暴力描写を含む，いわゆ
る残虐ゲームを，保護者の同意なく未成年に販売，またはレンタルすること等を禁じる州法は，第１
修正に違反するとされた事例」アメリカ法2012-1号162-67頁(2012)（依頼論文）

・�判例紹介：「イラク戦争で死亡した軍人の葬儀において，軍が同性愛者に寛容である事を理由に，激し
く軍を非難する行為が，遺族に対して強い精神的苦痛を惹き起こしたとしても，言論の内容が公の関
心事を含む限り，第1修正によって保護されるとした事例(Snyder�v.�Phelps,�562�U.S.�___,�131�S.�Ct.�
1207�(2011))」アメリカ法2011-2号546-51頁(2012)（依頼論文）

東川　浩二　（ヒガシカワ　コウジ）　教授
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・�判例紹介：「２つの連邦最高裁判決を覆し，これまで合憲とされてきた，法人による選挙運動のため
の支出を禁じる超党派政治資金改革法の規定を，憲法違反と判示した事例(Citizens�United�v.�Federal�
Election�Commission,�558�U.S.�___;�130�S.�Ct.�876�(2010))」アメリカ法2010-2号423-29頁(2011)（依
頼論文）

・�判例紹介：「投票所への100フィートは誰のものか—出口調査を含め，選挙当日に投票所から100フィー
ト以内におけるすべての表現行為を禁じたニュージャージー州法が合憲とされた事例(In�re�Attorney�
General’s�“Directive�on�Exit�Polling:�Media�and�Non-Partisan�Public�Interest�Groups”,�200�N.J.�283,�
981�A.2d�64�(N.J.�2009))�」金沢法学53巻１号39-47頁(2010)（査読なし）

・�論文：「選挙におけるアファーマティヴ・アクション」アメリカ法2009-1号67-78頁(2009)（依頼論文）
・�判例紹介：「不正投票を防止するためであれば，州法で有権者に写真付き身分証明書の提示を義務づけ
ても，証明書を持たない有権者の投票権を不当に制約しているとは言えないとされた事例(Crawford�v.�
Marion�County�Election�Board,�553�U.S.�181�(2008))」アメリカ法2009-1号192-97頁(2009)（依頼論文）

・�書評：「Brian�K.�Pinaire,�The�Constitution�of�Electoral�Speech�Law,�The�Supreme�Court�and�Freedom�
of�Expression�in�Campaigns�and�Elections」選挙研究25-2号149-50頁(2009)（依頼論文）

・�論文：「選挙資金規正法と表現の自由」選挙研究24-2号97-107頁(2009)（依頼論文）
・�論文：「政治的ゲリマンダの法的規制—州憲法の復権と競争理論—」選挙研究24-1号95-104頁(2008)（依
頼論文）

・�判例紹介：「ハワイ先住民を優遇する私立学校の入試制度が，私人による人種差別を禁じる連邦法に違
反しないとされた事例(Doe�v.�Kamehameha�Schools/Bernice�Pauahi�Bishop�Estate,�470�F.�3d�827�(9th�
Cir.�2006)�(en�banc))」アメリカ法2008-1号127-32頁(2008)（依頼論文）

・�判例紹介：「共和党主導のゲリマンダリングは，たとえ区割り改定の必要がない時期であっても憲法上
許される。他方，投票権法の解釈について，同じラテン系であっても，分散して居住し，政治的，社
会的利益が異なる場合は同じ有権者集団とは言えず，２条違反と認定される(League�of�United�Latin�
American�Citizens�v.�Perry,�548�U.S.�___;�126�S.�Ct.�2594�(2006))」アメリカ法2007-1号125-30頁
(2007)（依頼論文）

・�論文：「合衆国における残虐ゲームの法的規制」金沢法学第49巻第１号1-31頁(2006)（査読なし）
・�研究ノート：「音楽で人を殺せるか—暴力表現の不法行為責任」金沢法学第48巻第１号199-228頁
(2005)（査読なし）

・�判例紹介：「政治的ゲリマンダリングの合憲性を争う訴訟において憲法判断のための基準を発見できる
か(Vieth�v.�Jubelirer,�541�U.S.�267�(2004))」アメリカ法2005-1号122-26頁(2005)（依頼論文）

・�判例紹介：「連邦選挙運動法の規制を受けないいわゆるソフトマネーを禁止する超党派政治資金改革法
は，政治腐敗の防止がその目的であって，献金や意見広告の費用負担という形式での表現の自由を不
当に制約するものではない，とされた事例(McConnell�v.�Federal�Election�Commission,�540�U.S.�___;�
124�S.�Ct.�619�(2003))」アメリカ法2004-2号354-59頁(2005)（依頼論文）

・�論文：「「合憲の」人種的ゲリマンダリングを定義する—最高裁が語らなかった合憲性の基準」選挙研究
19号73-83頁(2004)（査読あり）

・�論文紹介：「ゲリマンダリングに対する独禁法からのアプローチ(Samuel�Issacharoff,�Gerrymandering�
and�Political�Cartels,�116�Harv.�L.�Rev.�593-695�(2002))」アメリカ法2003-2号428-32頁(2004)（依頼
論文）

・�論文：「合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（一・二(完)）—Easley�v.�Cromart-
ie(2001)を契機として」金沢法学第45巻第１号１-58頁（2002），同第２号１-49頁(2003)（査読なし）

・�論文紹介：「選挙における平等論と司法部の役割の再検討(Symposium,�Baker�v.�Carr:�A�Commemora-
tive�Symposium,�80�N.C.�L.�Rev.�1103-516�(2002))」アメリカ法2003-1号152-59頁(2003)（依頼論文）

・�判例紹介：「人種的ゲリマンダーを争う訴訟において，区割りを行った州議会の意図が問題となってい
る時は，当事者は，選挙区の外観などを示す書面証拠に基づいた略式判決手続を利用することはでき
ない，とされた事例(Hunt�v.�Cromartie,�119�S.�Ct.�1545�(1999))」アメリカ法2000-１号135-39頁(2000)
（依頼論文）
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  その他 
・�座談会「合衆国最高裁判所2013-2014年開廷期重要判例概観」(出席者：会沢恒・浅香吉幹・大林啓吾・笹
倉宏紀・芹澤英明・東川浩二・藤井樹也)�アメリカ法2014-2号247-325頁(2015)

・�座談会「合衆国最高裁判所2012-2013年開廷期重要判例概観」(出席者：会沢恒・浅香吉幹・駒村圭吾・笹
倉宏紀・芹澤英明・東川浩二・藤井樹也)�アメリカ法2013-2号197-275頁(2014)

・�座談会「合衆国最高裁判所2011-2012年開廷期重要判例概観」(出席者：会沢恒・浅香吉幹・駒村圭吾・笹
倉宏紀・芹澤英明・東川浩二・藤井樹也)�アメリカ法2012-2号225-303頁(2013)

・�座談会「合衆国最高裁判所2010-2011年開廷期重要判例概観」(出席者：会沢恒・浅香吉幹・駒村圭吾・笹
倉宏紀・芹澤英明・東川浩二・藤井樹也)�アメリカ法2011-2号301-97頁(2012)

・�シンポジウム「市民はどう裁いたか—裁判員制度の課題と展望—」ナンシー・ガートナー・平山�真理・コ
リン・P・A・ジョーンズ・上田�真理子・東川�浩二　金沢法学54巻１号141-211頁(2011)

・�シンポジウム�「ロースクールを鍛え直す」壇�俊光・丸田�隆・尾島�茂樹・久保田�康宏・東川�浩二　金沢法
学51巻２号141-207頁(2009)

・�座談会「合衆国最高裁判所2007-2008年開廷期重要判例概観」(出席者：安部圭介・浅香吉幹・川岸令和・
芹澤英明・東川浩二・藤井樹也)　�アメリカ法2008-2号169-247頁(2009)

・�「外を知ることによって内を知る」—ロースクールにおける英米法の活用法　ロースクール研究11号
165-71頁(2008)

・�座談会「合衆国最高裁判所2006-2007年開廷期重要判例概観」(出席者：安部圭介・浅香吉幹・川岸令和・
芹澤英明・東川浩二・藤井樹也)�アメリカ法2007-2号159-237頁(2008)

  口頭発表・ポスター発表 
・�最近のアメリカ選挙法の諸論点　会議名：日米法学会2016年度総会シンポジウム「アメリカ政治と選
挙法の動向」　2016年６月26日立教大学　（日本語　招待報告）

・�Recent�Development�on�Hate�Speech�Controversy�in�Japan,�会議名:�Law�and�Society�Association�An-
nual�Conference,�PANEL:�Comparative�Free�Speech,�May�28th,�2015�in�Seattle（英語，審査あり）

・�判例研究会:�Arizona�v.�Inter�Tribal�Council�of�Arizona,�Inc.,�133�S.�Ct.�2247�(2013)　会議名：日米法学
会2014年度総会判例研究会報告　2014年９月20日　東京大学（日本語　招待報告）

・�One�More�Thing:�Examining�the�Constitutionality�of�Future�Civil�Jury�System�in�Japan,�会議名:�Law�
and�Society�Association�Annual�Conference,�PANEL:�Japan�&�Civil�Jury�Trials:�Possibilities,�Pros,�and�
Cons,�May�28th,�2013�in�Boston　（英語，審査あり）

・�We�the�Government:�Recent�Debates�on�Constitutional�Revision�in�Japan　会議名：ミシガン州立大学
ロースクール・同志社大学法科大学院共催による国際シンポジウム「日本法を理解するための私のキー
ワード(My�Keywords�for�Understanding�Japanese�Law)」同志社大学法科大学院（2013年５月25日）（英
語　招待講演）

・�A�View�on�Japanese�Law---Unique�Culture�in�Global�Age,�at�Sultan�Ageng�Tirtayasa�University,�Indo-
nesia�（2012年３月27日）（英語　招待講演）

・�判例研究会:�Snyder�v.�Phelps,�562�U.S.�___,�131�S.�Ct.�1207�(2011)　会議名：日米法学会2011年度総
会判例研究会報告　2011年９月10日　大阪市立大学（日本語　招待報告）

・�裁判員制度と日本的司法観(Japanese�Jury�System�and�Japanese�view�on�trial)　会議名：国立全北大学
法学専門大学院主催シンポジウム「アジアにおける法の融合と拮抗」（2010年12月17日）（日本語　招
待講演）

・�判例研究会:�Citizens�United�v.�Federal�Election�Commission,�558�U.S.�___,�130�S.�Ct.�876�(2010)　会
議名：日米法学会2010年度総会判例研究会報告　2010年９月11日　明治大学　（日本語　招待報告）

・�選挙におけるアファーマティヴ・アクション　会議名：日米法学会2008年度総会シンポジウム「平等を
求めて—アファーマティヴ・アクションの行方」　2008年９月28日　早稲田大学（日本語　招待報告）
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  専門分野 
憲法，比較憲法（フランス），ヨーロッパ人権法

  専門分野キーワード 
人権，生命倫理，自己決定権，緊急事態，在監者の権利

  共著，共編著，編著 
・�共著：関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』（岩波書店，2016年5月）。（分担：
「緊急事態における人権保障の適用停止と停止し得ない権利」137-169頁）
・�共著：宍戸常寿編『18歳から考える人権』法律文化社，2015年11月。（分担：第２章，14-19頁）
・�共著：日比野由利編『グローバル化時代における生殖技術と家族形成』（日本評論社，2013年12月）。（分
担：第５部第２章「生殖補助医療とリプロダクティヴ・ライツ　憲法学の立場から」231-252頁）

・�共著：松浦一夫編著，稲葉実香・奥村公輔・片桐直人・山中倫太郎共著『憲法入門』（三和書籍，2012年4
月）。（分担：第4-6章，53-124頁）

  翻訳 
・�単独訳：クリスチアン・ビュック「科学の進歩と人権――断絶は存在するか？」（原文仏語）　日本比較法
研究所研究叢書87号『法と権利の今日的変容』（中央大学出版部，2013年3月）315-338頁。

・�単独訳：ヴェロニク・シャンペイユ「フランスにおける女性の人権の進展について」（原文仏語）　立命館
法学320号（2008年1月）187-212頁。

・�単独訳：ヴェロニク・ジメノ「フランスにおける裁判諸機関の相互関係」（原文仏語）　ジュリスコンサル
タス15号（2006年1月）113-126頁，日仏公法セミナー編『公共空間における裁判権』（有信堂，2007
年2月）146-164頁。

・�単独訳：エルギュン・オズサナイ「トルコにおける信仰の自由の保護」（原文英語）　比較憲法学会編『信
教の自由をめぐる国家と宗教共同体――国際比較憲法会議2005報告書』（2006年8月）462-473頁。

  論文・研究ノート 
・�判例評釈：「代理母出産から生まれた子の親子関係――Mennesson対フランス事件（ヨーロッパ人権裁
判所（小法廷）2014年6月26日判決）」国際人権第26号（信山社，2015年11月）125-126頁。（依頼原稿）

・�判例評釈：「死刑確定者の信書発信の権利」法学セミナー増刊速報判例解説Vol.16新・判例解説Watch（日
本評論社，2015年4月）19-22頁。（依頼原稿）

・�判例評釈：「受刑者に対する選挙権制限の合憲性」ジュリスト臨時増刊1466号『平成25年度重要判例解
説』（有斐閣，2014年4月）30-31頁。（依頼原稿）

・�判例評釈：「未決拘禁者の閲読の自由――よど号ハイジャック記事抹消事件」長谷部恭男・石川健治・宍
戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ〔第６版〕』（有斐閣，2013年11月）36-37頁。（依頼原稿）

・�立法紹介：「生命倫理法の改正――生命倫理に関する2011年7月7日の法律第814号」日仏法学27号
（2013年7月）101-104頁。（依頼原稿）
・�判例評釈：「精神病患者の強制収容と人身の自由，人間の尊厳」　フランス憲法判例研究会，辻村みよ
子著『フランスの憲法判例II』（信山社，2013年3月）377-382頁。（依頼原稿）

・�論文：「在監者の人権についての一考察」　曽我部真裕・赤坂幸一編『憲法改革の理論と展開（下巻）　大
石眞先生還暦記念論文集』（信山社・2012年3月）559-586頁。

・�論文：「人権の階層化のこころみ　〜条約における「停止し得ない権利」を題材として〜」　大石眞・土井
真一・毛利透編『各国憲法の差異と接点　初宿正典先生還暦記念論文集』（成文堂・2010年10月）445-

稲葉　実香　（イナバ　ミカ）　准教授
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472頁。
・�判例評釈：「性同一性障害者の性別変更における子なし要件」　法学教室342号別冊「判例セレクト
2008」（2009年2月）5頁。（依頼原稿）

・�論文：「生命の不可侵と自己決定権の狭間（一）（二・完）――安楽死問題の憲法上の位置づけに関する一
考察――」　法学論叢158巻1号（2005年10月）47-71頁，158巻2号（2005年11月）54-82頁。

・�論文：「フランスにおける安楽死議論の歩み（一）（二・完）――『人間の尊厳』原理の憲法化の中で――」　
法学論叢152巻1号（2002年10月）88-113頁，152巻3号（2002年12月）88-112頁。

・�講演録：�“Supplementary�explanation�about�the�argument�on�euthanasia�in�France”�「フランスにおける
安楽死議論（補足的報告）」　東海法学（2002年3月）27号「家族，生命倫理と自己決定権――2001年度
日仏公法セミナー東海大学セッション――」143(134)-138(139)頁（英語），201(76)-197(80)頁（日本
語）。

  その他 
・�共著：大沢秀介編『確認�憲法用語300』（成文堂，2008年1月）。（分担：項目①〜⑩，1-4頁）

  口頭発表・ポスター発表 
・�研究報告：「死刑確定者の信書発信の権利」北陸公法判例研究会（石川四高記念文化交流館，2016年3月
5日）

・�研究報告：「プライヴァシー権と戸籍事務　〜性同一性障害者の子の嫡出性をめぐる最高裁判所決定を
題材に〜」北陸公法判例研究会（石川四高記念文化交流館，2014年3月15日）

・�招待講演：「生殖補助医療とリプロダクティブ・ライツ：憲法学の立場から」　生殖テクノロジーとヘル
スケアを考える研究会公開報告会�『グローバル化時代における生殖技術と家族形成』（立命館大学衣笠
キャンパス創思館カンファレンスルーム，2013年4月7日）

・�研究報告：「強制入院と人身の自由――フランス憲法院QPC2010年11月26日第2010-71号決定を題
材に」北陸公法判例研究会（石川四高記念文化交流館，2013年3月23日）

・�招待講演：「生殖補助医療と憲法」生殖テクノロジーとヘルスケアを考える研究会公開セミナー　（金沢
大学角間キャンパス自然科学系図書館，2012年7月20日）

・�研究報告：「緊急事態における人権保障」北陸公法判例研究会（石川四高記念文化交流館，2011年12月
18日）

・�研究報告：「強制入院と人身の自由」慶應大学フランス公法研究会（慶應大学，2011年11月13日）
・�研究報告：「リプロダクティヴ・ライツの保障と家族法」京都大学学術創生研究費『憲法と私法秩序』研究
会（京都大学百周年時計台記念館，2010年9月6日）

・�判例研究：「最大判平成17年9月14日　在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件」京都大学公法判例
研究会（京都大学，2006年11月16日）

・�研究報告：「安楽死をめぐる憲法学的考察」�北陸公法判例研究会（石川県教育会館，2006年5月20日）
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  専門分野 
公法，行政法

  専門分野キーワード 
行政行為，行政訴訟

  共著，共編著，編著 
・�共著：『憲法用語の源泉をよむ』大林啓吾，見平典，鵜澤剛，尾形健，奥村公輔，斎藤一久，高畑英一郎，
溜箭将之（共著），66-70頁，96-100頁，111-115頁，135-140頁，208-212頁，241-245頁

  論文・研究ノート 
・�判例研究：「不利益処分における聴聞主宰者の選定」『判例セレクト2015［Ⅱ］　法学教室別冊付録』，
426号，4-4頁，2016年（依頼原稿）

・�論　　文：「日本の感染症対策」，『法学セミナー』，723号53-56頁，2015年（依頼原稿）
・�判例研究：「行政文書一部非開示決定に対する異議申立ての棄却決定後の公益開示の適法性」，『判例セ
レクト2013［Ⅱ］　法学教室別冊付録』，402号，4-4頁，2014年（依頼原稿）

・�論　　文：「司法試験行政法と行政法理論」，『法学セミナー』，702号17-21頁，2013年（依頼原稿）
・�判例研究：「条例への罰則の委任」，『地方自治判例百選［第4版］』，50-50頁，2013年（依頼原稿）
・�論　　文：「準法律行為的行政行為の概念について」，立教法学82号，331-383頁，2011年
・�論　　文：「オットー・マイヤーの《自由権》論――《自由と財産》定式の今日的意義について考えるため
に」，金沢法学53巻2号，233-264頁，2011年

・�論　　文：「制度複合体としての憲法」，立教法学80号，246-249頁，2010年
・�論　　文：「ドイツ憲法抗告と「憲法」の観念――人権条項の憲法固有の地平を求めて」，『憲法理論叢書
18憲法の未来』，89-101頁，2010年（依頼原稿）

・�判例研究：「厚生年金受給権に対する差押えを一律に禁止する規定の立法不作為」，自治研究86巻7号
132-147頁（2010年）（依頼原稿）

・�論　　文：「行政法における法律行為と法律関係，そして訴訟類型の配分」，立教大学大学院法学研究
36号，1-65頁（2007年）（査読なし）

鵜澤　剛　（ウザワ　タケシ）　准教授
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  専門分野 
少年法　刑事政策　刑事訴訟法

  専門分野キーワード 
非行少年に対する処遇　他機関連携

  共著，共編著，編著 
・�編著：『浅田和茂先生古稀祝賀論文集[下巻]』井田良他編，成文堂，2016年(分担：475‐492頁)
・�編著：『裁判員裁判の評議デザイン』三島聡編，日本評論社，2015年(分担：第2部第5章第1節)
・�編著：『非拘禁的措置と社会内処遇の課題と展望』刑事立法研究会編，現代人文社，2012年(分担：第1
部第4章)

  翻訳 
・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「犯罪少年に関する一九四五年二月二日のオルドナンス第四五-一七四
号(3・完)」，『法制研究』，83巻1・2号，2016年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「犯罪少年に関する一九四五年二月二日のオルドナンス第四五-一七四
号(2)」，『法制研究』，82巻4号，2016年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「犯罪少年に関する一九四五年二月二日のオルドナンス第四五-一七四
号(1)」，『法制研究』，81巻1・2号，2014年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「被拘禁少年の教育と援護に関する一八五〇年八月五‐一二日の法
律」，『法制研究』，80巻4号，2014年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「刑法第六六条及び同第六七条ならびに治罪法第三四〇条を修正し，
刑事成人年齢を一八歳に定める一九〇六年四月一二‐一四日の法律」，『法政研究』，80巻2・3号，
2013年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「虐待されまたは心理的に遺棄された子どもの保護に関する一八八九
年七月二四日の法律を修正する諸立法」，『法政研究』，80巻2・3号，2013年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「子どもに対してなされる，暴行，暴力行為，残虐行為及び加害行為
の処罰に関する一八九八年四月一九－二一の法律」，『法政研究』，80巻1号，2013年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「虐待されまたは心理的に遺棄された子どもの保護に関する一八八九
年七月二四日の法律」，『法政研究』，79巻4号，2013年

・�共訳：フランス刑事立法研究会訳「行刑公役務に関する職業倫理規程に係る二〇一〇年‐二月三〇日の
デクレ第二〇一〇‐一七一一号」『法政研究』，79巻1・2号，2012年

  論文・研究ノート 
・�論説：「少年法改正提案について」，犯罪と刑罰，23号，2014年
・�論説：「非行少年への多様かつ重畳的な保護の構築の必要性－少年保護の法制度における日仏の二元構
造比較による考察（二・完）」，『法学雑誌』，58巻2号，2011年(査読有)

・�論説：「非行少年への多様かつ重畳的な保護の構築の必要性－少年保護の法制度における日仏の二元構
造比較による考察（一）」，『法学雑誌』，58巻1号，2011年(査読有)

・�研究ノート：「少年院法改正について」，金沢法学，57巻2号，2015年
・�研究ノート：「刑事司法と福祉の連携に関する調査研究(スウェーデン)報告」，龍谷法学，46巻3号，
2014年(KRIS調査報告担当)

・�判例研究：「少年保護事件の特性と手続きの迅速性(最三小決平20・7・11刑集62巻7号1927頁判タ

大貝　葵　（オオガイ　アオイ）　准教授
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1280号133頁)」，立命館法学，344号，2014年
  その他 
・�学術エッセイ：「刑事手続対象者の生活再建と再犯予防　福祉的支援の発展によるその可能性」，刑事
弁護通信石川，2号，2014年

  口頭発表・ポスター発表 
・�口頭発表：「金沢における司法福祉の取組み」，民主主義科学者協会法律部会，2016年
・�口頭発表：「La�collaboration�des�écoles�avec�la�police�face�à�la�violence�dans�les�écoles�primaires�et�
collèges.」，『ASSOCIATION�INTERNATIONALE�DROIT�et�SANTE�ENTALE』，Toulouse，FRANCE，
2011年

・�学会報告：「非行少年への多様かつ共時的な保護の構築の必要性」，日本刑法学会関西部会，近畿大学(大
阪府)，2011年
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  専門分野 
行政法，地方自治法

  専門分野キーワード 
イギリス行政法　イギリス地方自治法

  共著，共編著，編著 
・�『行政法システムの構造転換　イギリスにおける「行政的正義」』　日本評論社　2015/1　原著書　分担
執筆　榊原秀訓編

・�『判例から考える行政救済法』　日本評論社　2014/09　　岡田正則・榊原秀訓・本多滝男編　原著書　
分担執筆

・�『自治体政策法務講座�第3巻―争訟管理』　ぎょうせい　2013/09　　編集代表　大久保規子　原著書　
分担執筆

・�『行政サービス提供主体の多様化と行政法�　イギリスモデルの構造と展開』　日本評論社　2012/03　　
榊原秀訓編　原著書　分担執筆

  論文・研究ノート 
・�国立市明和マンション住民訴訟上告審への上告人兼申立人側意見書「「4号住民訴訟に起因する市長で
あった者に対する求償権行使の法的論点」」2016/08/25最高裁第三小法廷へ提出

・�「自治体に対する外部監査制度の法と仕組み（3）―英国におけるオーディターによる自治体外部監査制
度　その沿革と特質―」�　長内祐樹　金沢法学　58巻　2号　1－43頁　2015/03　原著論文　研究
論文（大学・研究所等紀要）

・�「自治体に対する外部監査制度の法と仕組み（2）―英国におけるオーディターによる自治体外部監査制
度　その沿革と特質―」�　長内祐樹　金沢法学　57巻　1号　1－38頁　2014/07　原著論文　研究
論文（大学・研究所等紀要）

・�「イギリスにおける自治体外部監査の制度的特徴」�　長内祐樹　『「地域主権改革」と地方自治（地方自治
叢書24）』�　79－112頁　2012/10　原著論文　研究論文（学術雑誌）

・�「自治体の広域化と地方自治―市町村の基礎自治体化及び道州制を中心として」�　法律時報84巻3号　
2012/03　査読無　原著論文　研究論文（学術雑誌）

・�「自治体に対する外部監査制度の法と仕組み（1）―英国におけるオーディターによる自治体外部監査制
度　その沿革と特質―」　金沢法学　　54巻　1号　19頁〜74頁　2011/08　査読無　原著論文　研
究論文（大学・研究所等紀要）

・�「地域経済行政における国・地方関係論」　長内祐樹　首藤重幸＝岡田正則編『経済行政法の理論』　81－
101頁　2010/03　原著論文　研究論文（学術雑誌）

・�「住民訴訟の継続中にその市の損害賠償請求権を放棄する市議会の議決を違法とした原審の判断に違法
があるとされた事例（さくら市（旧氏家町）浄水場住民訴訟上告審判決）最判平成24年4月23日第二小法
廷判決」　早稲田法学　88巻　1号　147頁〜165頁　2013/02　

・�新潟空港訴訟最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　138頁〜
139頁

・�近鉄特急事件最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　140頁〜
141頁

・�伊場遺跡事件最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　142頁〜
143頁

長内　祐樹　（オサナイ　ヒロキ）　准教授
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・�もんじゅ訴訟最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　144頁〜
145頁

・�小田急訴訟最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　46頁〜147
頁

・�サテライト大阪事件最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　
148頁〜149頁

・�名古屋郵便局諸遺訓免職事件最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達
久編　150頁〜151頁

・�運転免許停止処分事件最判　『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　
152頁〜153頁

・�建築確認取消請求事件最判『判例ライン　行政法』　成文堂　2012/09　　下山憲治＝田村達久編　
154頁〜155頁

  口頭発表・ポスター発表 
学会報告
・�2010年度日本地方自治学会：テーマ「『地域主権改革』を考える」第二分科会報告�「イギリスにおける自
治体の財務会計行為に対する法的統制」長内祐樹（金沢大学）

研究会等報告
・�2014年度　第1回北陸公法判例研究会　2014年5月17日　研究報告「イギリス行政裁量理論と受託者
の義務（fiduciary�duty）についての検討」

・�2012年度　第1回早稲田行政法研究会　2012年5月26日（土）判例研究「平成24年4月23日�最高裁第
二小法廷判決（さくら市公金違法支出損害賠償請求事件）」

・�2011年度　第1回北陸公法判例研究会　2011年4月30日　研究報告「自治体に対する外部監査制度の
法と仕組み（1）　その歴史的沿革」

・�2010年度　第3回早稲田行政法研究会　2010年10月30日　研究報告「研究報告「イギリスにおける自
治体の財務会計行為に対する法的統制―いわゆるオーディターによる外部監査制度について―」」
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  専門分野 
民法

  専門分野キーワード 
財産管理，信託，代理，権限，権限濫用法理

  共著，共編著，編著 
・�「抵当権の実行，共同抵当」プロセス講義Ⅲ「担保物権」，片山直也＝後藤巻則＝滝沢昌彦【共編】，信山社，
2015

・�「財産管理と権利論」『財の多様化と民法学』，商事法務，吉田克己＝片山直也【共編】，2014　査読無
・�「借地借家法27条，28条，旧借家法2条，3条」『新基本法コンメンタール借地借家法』，日本評論，
2014/05，田山輝明=澤野順彦=野澤正充【共編】髙秀成【担当範囲・著】

・�「贈与（第549条〜第554条）」，「買戻し（第579条〜第585条）」，「交換（第586条）」『論点体系　判例民
法5�契約Ⅰ〔第2版〕』　新日本法規出版社　2013/12　共著　加藤新太郎・能見善久【編】片山直也＝髙
秀成【担当箇所・共著】

  翻訳 
・�グローバル化時代における韓国契約法，髙秀成【訳】（南宮珬），慶應法学35号，279-298，2016
・�所有権的担保�:�大陸法の概観，髙�秀成【訳】（マウロ・ブッサーニ＝ミシェル・グリマルディ），慶應法学
34号，157-192，2016-03

・�法におけるフィクション，髙秀成【訳】（クリスティーヌ・ビケ），慶應法学26号，229-265頁　2013　
査読無

・�ケベック信託�:�大陸法伝統における特異な制度，髙秀成【訳】（マドレーヌ・カンタン・キュマン），慶應
法学22号，163-184頁，2012　査読無

・�他人の財産の管理�:�他人の財産上の権限の行使を規制する法的制度の法典化について　髙秀成【訳】（マ
ドレーヌ・カンタン・キュマン），慶應法学22号185-200頁，2012　査読無

  論文・研究ノート 
・�元利均等分割返済方式による金銭消費貸借契約における約定返済額を超過した支払額の充当関係，髙
秀成，新・判例解説Watch17号，99-102頁，2015/10，査読無

・�代理行為における要件と効果（下）――奥田昌道先生の問題提起を受けて�　奥田昌道・能見善久・金山
直樹・水津太郎・山城一真・高秀成，法律時報，87巻3号，2015/03

・�代理行為における要件と効果（上）――奥田昌道先生の問題提起を受けて�　奥田昌道・能見善久・金山
直樹・水津太郎・山城一真・高秀成，法律時報，87巻2号，2015/02

・�他人物賃貸借と追認の効果について，民事研修692号，2-25，2014/02
・�フランス法における権限（pouvoir）と財産管理制度，慶應法学23号，85-164頁，2012，査読無
・�詐害行為・濫用行為に対する私法上の規制②―権限と権限濫用，NBL987号，40-47頁，2012/10　査
読無

・�第２回日仏物権法セミナー質疑について，小栁春一郎・山城一真・原恵美・髙秀成，法律時報　84巻11号，
94-96頁，2012，査読無

・�金融機関の預金取引履歴開示義務について，慶應法学19号，537－576頁，2011，査読無
・�預金債権の帰属問題における救済法理としての客観説の一素描，髙秀成，慶應法学6号，227－283頁，
2006，査読有

髙　秀成　（コウ　ヒデナリ）　准教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�講演会「性質決定研究の現在」，香川大学，2016（8月28日）
・�「詐害的な行為に対する私法上の法規制」（報告題「権限と権限濫用｣)(会議名：第76回日本私法学会ワー
クショップ)，２
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  専門分野 
刑法

  専門分野キーワード 
共犯論

  共著，共編著，編著 
・�塩見淳編『ケースブック刑法（第3版）』（有斐閣・2016年度出版予定）　分担：第20章
・�林誠司編『カリンと学ぶ法学入門』（法律文化社・2015年2月）　分担：第8章，第9章
・�成瀬幸典・安田拓人・島田聡一郎編『判例プラクティス刑法Ⅱ　各論』（信山社・2012年3月）　分担：
523頁〜526頁

  論文・研究ノート 
・�判例研究：「インサイダー情報の提供が金商法167条3項の教唆犯に問われた事例（横浜地判平成25年9
月30日判タ1418号374頁・東京高判平成27年9月25日公刊物未登載）」　金沢法学59巻1号63頁（2016
年7月）：査読なし

・�判例解説：「現金自動預払機（ATM）からの現金引き出しが，設置管理者である各金融機関の意思に反す
るとされた事例」判例セレクト2015［Ⅰ］（法学教室2016年2月号別冊付録）32頁[2016年02月01日]：
依頼原稿

・�判例研究：「未承認医薬品の効能等を標榜する書籍の陳列・販売が，書店の店員らを道具とした間接正
犯（薬事法の広告禁止違反）とは認められなかった事例（横浜地判平成25年5月10日判タ1402号377頁）」
商学討究66巻1号407頁（2015年）：査読なし

・�判例解説：「死者の占有」山口厚・佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅱ�各論（第7版）』60-61頁（有斐閣・2014年
08月10日）：依頼原稿

・�判例解説：「ファイル共有ソフトWinnyの提供につき，開発者に著作権法違反幇助の故意がないとされ
た事例」判例セレクト2012［Ⅰ］（法学教室2013年2月号別冊付録）32頁[2013年02月01日]：依頼原稿

・�論文：「狭義の共犯」法学セミナー57巻7号22頁〜25頁（2012年07月）…同号特集「刑法入門――文脈
の中で捉える刑法の基礎概念」に参加：依頼原稿

・�判例研究：「刑事裁判例批評�釣銭を窃取する目的で自動券売機の釣銭返却口に接着剤を塗布する行為が
窃盗罪における実行の着手と認められた事例」刑事法ジャーナル28号96頁〜101頁（2011年5月）：依
頼原稿

・�論文：「教唆行為における正犯の所為の特定性に関する考察（1）（2・完）」　（1）商学討究61巻2・3号
171頁〜207頁（2010年12月）　（2・完）商学討究61巻4号87頁〜111頁（2011年3月），査読あり

・�判例研究：「ファイル交換ソフトWinnyの開発・提供を行った者が著作権法違反幇助罪に問われた事例」
立命館法学320号307頁〜317頁（2009年1月），査読なし

・�論文：「精神的幇助における因果関係について（一）（二）（三・完）」　（一）法学論叢161巻4号70頁〜93
頁（2007年7月）　（二）法学論叢161巻6号114頁〜130頁（2007年9月），（三・完）法学論叢163巻1号
120頁〜138頁（2008年4月），査読あり

  その他 
・�「『北海道法学プロジェクト』について」商学討究66巻1号89頁（2015年）　小島陽介・南健悟・永下泰之・
吉澤卓哉（北海道法学プロジェクト事務局）による共同執筆　…研究プロジェクトの報告を紀要に掲載

小島　陽介　（コジマ　ヨウスケ）　准教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�「心理的因果性について」（日本刑法学会第93回大会　ワークショップ2・2015年05月24日）
・�「未承認医薬品の効能等を標榜する書籍の陳列・販売が，書店の店員らを道具とした間接正犯（薬事法
の広告禁止違反）とは認められなかった事例（横浜地判平成25年5月10日判タ1402号377頁）」（日本刑
法学会北海道部会・2015年03月07日）

・�「いわゆる「イカタコウイルス」を受信，実行させる行為がパソコンのハードディスクに対する器物損壊
罪に問われた事例（東京地判平成23年7月20日判タ1393号366頁）」（日本刑法学会北海道部会・2014
年02月08日）

・�「ファイル共有ソフトWinnyを開発・公開した者につき，著作権法違反幇助罪の成立が否定された事例
（最決平23・12・19裁判所ホームページ）」（日本刑法学会北海道部会・2012年02月18日）
・�「精神的幇助における因果関係について」（日本刑法学会関西部会・2007年01月）
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  専門分野 
商法，会社法，金融商品取引法

  専門分野キーワード 
組織再編，M&A，株主保護，株式価値評価

  共著，共編著，編著 
・�共著：『現代商事法の諸問題』鳥山恭一=中村信男=高田晴仁編，成文堂，2016年7月
・�共著：『新・アメリカ商事判例研究［第2巻］』近藤光男=志谷匡史編著，商事法務，2012年8月，永江亘
11・15・24番判決担当。

  論文・研究ノート 
・�行澤一人=釜田薫子=古川朋雄=永江亘「学会回顧2015」〔組織再編・企業結合，国際会社法担当〕法律時
報12月号掲載決定，査読なし【監修有り】。

・�永江亘「わが国の株式買取請求権制度とフェアネス・オピニオンの位置付け」金沢法学58巻1号，43〜
59頁，2015年7月，査読なし。

・�永江亘「非上場会社の会社支配権取引と投資銀行の責任」旬刊商事法務2074号，61〜67頁，2015年7月，
査読なし【研究会報告有り】。

・�永江亘「振替株式についての価格決定事件における個別株主通知の要否」旬刊商事法務2067号，2015
年5月，149〜155頁，査読なし【研究会報告有り・監修有り】。

・�永江亘「MBOにおける全部取得条項種類株式の取得価格決定申立事件」金融・商事判例1457号，2〜7頁，
2015年1月，査読なし【研究会報告有り】。

・�永江亘「会社法改正後のコーポレート・ガバナンスをめぐる議論の整理」資料版商事法務370号，2015
年1月，6〜17頁，査読なし。

・�永江亘「先行する公開買付の買い付け価格を下回る株式交換完全子会社株式の「公正な価格」」金融商事
判例1420号，2013年7月，2〜7頁，査読なし【研究会報告有り】。

・�永江亘「少数派株主の締出し取引における外部機関の意見について：フェアネス・オピニオンの意義と
問題点の検討を中心に」私法75号，258〜264頁，2013年，査読あり。

・�永江亘「我が国におけるフェアネス・オピニオンの位置付けと法的問題（一）」金沢法学第55巻1号，31
頁〜61頁，2012年7月，査読なし。

・�永江亘「支配株主による非上場化取引に係る審査基準の検討―締出し公開買付に係る審査基準」金沢法
学第54巻2号，15頁〜28頁，2012年2月，査読なし。

・�永江亘「米国におけるフェアネス・オピニオンを巡る議論」金沢法学第54巻第1号，77頁〜94頁，
2011年7月，査読有り〔第52回みずほ学術振興財団懸賞論文・法律の部・第3グループ（研究者の部）二
等受賞（論題：企業結合）〕。

・�永江亘「買収対象会社へのフェアネス・オピニオンの提供と投資銀行の対株主責任」旬刊商事法務1935
号，32頁〜37頁，2011年5月，査読なし。

・�永江亘「Going-Private取引における外部機関による公正性に関する評価意見書（フェアネス・オピニオ
ン）の機能と問題点―米国法の検討を中心に―」神戸法学雑誌第59巻第3・4号，273頁〜434頁，2011
年3月，査読なし。

・�永江亘「株式買取請求における増加価値の性質と訴訟費用の帰属」旬刊商事法務1905号，　61頁〜66
頁，2010年7月，査読無（指導教官校閲）

・�永江亘「Going-Private（非上場化）を伴うMBOにおける取引保護条項の利用の検討」六甲台論集法学政治

永江　亘　（ナガエ　ワタル）　准教授
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学篇第56巻1号，1頁〜14頁，2010年2月，査読有り〔第50回みずほ学術振興財団懸賞論文・法律の部・
第3グループ（研究者の部）二等受賞（論題：利益相反）〕

・�永江亘「保険グループ会社の公正価格評価にDCF法の適用が否定された事例」旬刊商事法務1882号，
38頁〜42頁，2009年11月，査読無（指導教官校閲）

・�永江亘「Going-Privateにおける情報開示に関する一考察」六甲台論集法学政治学篇第55巻2号，1頁〜
24頁，2009年3月，査読有り〔第47回みずほ学術振興財団懸賞論文・法律の部・第3グループ（研究者の部）
三等受賞（論題：株式制度について）〕
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  専門分野 
国際私法，国際取引法

  専門分野キーワード 
著作者人格権の準拠法，人格権の準拠法，忘れられる権利

  翻訳 
・�アレクサンドラ・メンドーザ＝カミナード／羽賀由利子（訳）「伝統的ノウハウの活用と保護：文化遺産
に迫りつつある脅威」金沢法学58巻2号（2016）123-136頁

・�F.�デスモンテ（著）：河野俊行/羽賀由利子（訳）「ALI原則：国際訴訟における知的財産権」『知的財産権と
渉外民事訴訟』（弘文堂，2010）86-105頁

・�「知的財産権と渉外的紛争における裁判管轄，抵触法，および判決承認に関する原則（ALI原則）」，「CLIP
原則第2次案」（訳：河野俊行/井関あすか/羽賀由利子/八並廉/横多由希子）『知的財産権と渉外民事訴訟』
（弘文堂，2010）10-54頁

  論文・研究ノート 
・�羽賀由利子・橋本阿友子「著作者人格権の処分についての序論的検討」金沢法学59巻1号（2016）95-
145頁

・�羽賀由利子「「忘れられる権利」：忘れることを忘れた世界の新たな権利」コピライト655号（2015）
44-52頁

・�羽賀由利子「国際私法から見る「忘れられる権利」」金沢法学58巻1号（2015）61-82頁
・�羽賀由利子「著作者人格権侵害の準拠法に関する考察」国際私法年報16号（2015）167-191頁
・�Yuriko�HAGA,�Conflicts�on�the�Rights�of�Personality�and�Its�New�Aspects:�A�Study�from�the�Perspec-
tive�of�Japanese�Private�International�Law,�Kyushu�University�Legal�Research�Bulletin,�Vol.4-2014,�
pp.1-13

・�Yuriko�HAGA,�Law�Applicable�to�Infringement�of�Moral�Rights�in�Japan:�“Chinese�poem”�case�[Tokyo�
District�Court�decision�of�31�May�2004,�Case�No.�26832�(wa)�of�2002],�Kyushu�University�Legal�Re-
search�Bulletin,�Vol.2-2012,�pp.40-47

・�羽賀由利子「フランスにおける著作者人格権の準拠法――Asphalt�Jungle事件の検討を通して」第8回著
作権・著作隣接権論文集，1-23頁（著作権情報センター，2012）［著作権情報センター（CRIC）第8回著
作権・著作隣接権論文第1位］

・�Yuriko�HAGA,�La�Ley�Aplicable�a�Los�Derechos�Morales:�¿Es�Posible�un�Enfoque�como�“Derechos�de�
la�Personalidad”?�(Applicable�Law�to�Moral�Right:�A�Possibility�of�“Right�of�Personality”�Approach?),�
Anuario�Español�de�Derecho�Internacional�Privado,�vol.XI�(2011),�pp.309-333

・�羽賀由利子「［国際私法判例研究］著作権の移転及びその対抗要件につき保護国法を準拠法とした事例，
外国法の解釈にあたり外国判決の存在を考慮した事例」九大法学96号（2008）85-101頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�Yuriko�HAGA,�Right�to�be�forgotten:�Japanese�reaction�to�waves�from�EU,�The�2016�EUSA�AP�Annual�
Conference:�30�Years�after�the�Single�European�Act,�29th�June�2016,�Hong�Kong�Baptist�University,�
Hong�Kong�(PRC)

・�Yuriko�HAGA,�Reconsideration�of�the�lex�personalis�toward�new�phenomena�on�personality�rights,�
Journal�of�Private�International�Law�10th�anniversary�conference,�3rd�September�2015,�Cambridge�

羽賀　由利子　（ハガ　ユリコ）　准教授
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University,�Cambridge�(United�Kingdom)
・�羽賀由利子「国際私法における人格権をめぐる法性決定」香川大学法学部講演会「性質決定研究の現在」，
2015年08月27日，香川大学（日本）

・�Is�Privacy�Mandatory?:�Reactions�of�Private�International�Law�to�New�Phenomena,�12th�ASLI�annual�
conference�“Law�2.0”,�22nd�May�2015,�National�Taiwan�University,�Taipei�(TAIWAN/PRC)

・�Yuriko�HAGA,�Arbitration�and�Moral�Rights,�全球治理與民主發展：台灣與日本的經驗比較,�6th�March�
2015,�National�Chengchi�University,�Taipei�(TAIWAN/PRC)

・�Yuriko�HAGA,�Personality�in�a�timeline:�Traditional�and�"modern"�concepts�of�the�rights�of�person-
ality,�11th�Asian�Law�Institute�Conference�“Law�in�Asia:�Balancing�Tradition�and�Modernization”,�29th�
May�2014,�Malaya�University,�Kuala�Lumpur�(MALAYSIA)

・�羽賀由利子「著作者人格権の準拠法に関する一考察」第126回国際私法学会，2013年6月1日，中央大
学（日本）

・�Yuriko�HAGA,�What�and�against�whom�do/can�we�claim?�–�Expansion�of�the�right�of�personality,�
EUSA-AP�Conference:�Reassessing�the�EU-Asia�Pacific�Relationship�in�the�context�of�the�EU�crisis,�
17th�May�2013,�Macau�University,�Macau�(CHINA)

・�Yuriko�HAGA,�Right�of�Personality�as�“Sword”�-�New�Aspects�of�Rights�Concerning�Personality,�
Munich�University�–Kyushu�University�“Law�&�Behavior”�symposium,�13th�February�2013,�Fukuoka�
(JAPAN)

・�Yuriko�HAGA,�Applicable�Law�to�Moral�Right:�A�Possibility�of�“Right�of�Personality”�Approach?,�VI�
Seminario�de�Derecho�Internacional�Privado�de�la�Universidad�Complutense�de�Madrid,�22nd�March�
2012,�Madrid�(SPAIN)
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  専門分野 
租税法，行政法

  専門分野キーワード 
租税行政，相続税

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆：『租税判例百選（第6版）』有斐閣2016/06（担当159-160頁）
・�分担執筆：『租税判例百選（第5版）』有斐閣2011/12（担当170頁）
・�分担執筆：『判例から考える行政救済法』日本評論社2014/09岡田正則・榊原秀訓・本多滝夫編
・�分担執筆：『判例ライン行政法』成文堂2012/09下山憲治・田村達久編
・�分担執筆：『はじめての租税法』成文堂2011/02増田英敏・林仲宣編著
・�分担執筆：『トピックからはじめる法学』成文堂2010/06「トピックからはじめる法学」編集委員会編
・�分担執筆：『事件記録に学ぶ税務訴訟』判例タイムス社2008/05遠藤賢治・首藤重幸・村重慶一・山下清
兵衛・藤曲武美編

  論文・研究ノート 
・�論文：「固定資産税における時価の諸問題：固定資産評価行政の問題も含めて」日税研論集68巻203-
249頁2016/03研究論文（大学・研究所等紀要）

・�論文：「ふるさと納税の目的と効果，限界」税研31巻3号96－101頁2015/09研究論文（学術雑誌）
・�論文：「退職と同視し得る特別の事情」税研30巻4号101-104頁2014/11研究論文（学術雑誌）
・�論文：「フランス税務行政におけるネゴシエーション」日税研論集65号269-286頁2014/07研究論文（大
学・研究所等紀要）

・�論文：「産業廃棄物処分場に対する行政代執行の義務付け訴訟」早稲田法学 87巻4号　127-144頁
2012/10研究論文（大学・研究所等紀要）

・�論文：「フランスにおける中小企業税制」租税法研究38号45-64頁2010/06研究論文（大学・研究所等紀
要）

・�論文：「フランス租税行政における文書回答制度」月刊税務事例41巻2号27-33頁2009/02研究論文（学
術雑誌）

・�論文：「行政強制制度における代執行の役割とその機能不全に関する一考察」早稲田大学大学院法研論
集123号323-351頁2007年研究論文（大学・研究所等紀要）

・�論文：「不動産譲渡所得に対する課税の在り方に関する一考察―フランスにおける不動産譲渡所得課税
の改正を素材として」早稲田大学大学院法研論集120巻173-189頁2006年研究論文（大学・研究所等紀
要）

・�論文：「フランス税務行政における反面調査の法制度―法定資料提示要求権(droit�de�communication)
について」早稲田大学大学院法研論集115巻158-133頁2005年研究論文（大学・研究所等紀要）

・�共著論文：「補章―フランスにおける相続税・贈与税の現状」日税研論集56巻187-219頁2004/12研究
論文（大学・研究所等紀要）（首藤重幸氏と共著）

  その他 
・�「行政上の義務履行確保」ほか10項目『確認行政法用語230（第２版）』成文堂，2016/03
・�「学界展望　租税法学界の動向」『租税法研究』157-192頁2012/06　（芳賀真一氏と分担執筆）

平川　英子　（ヒラカワ　エイコ）　准教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�「フランスにおける中小企業税制〜とくに事業承継税制について」会議名：租税法学会　第38回総会　
(2009/09/26　愛知学院大学)
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  専門分野 
民事訴訟法

  専門分野キーワード 
多数当事者訴訟，判決の効力，法教育

  著書 
・�『法令・判例学習のツボとコツ』（2016・法律文化社）
・�『民事裁判入門（民事裁判と現代社会）講義案　第4版』（2015・私家版）
・�『民事裁判入門（民事裁判と現代社会）講義案　第3版』（2013・私家版）
・�『民事裁判入門（民事裁判と現代社会）講義案　第2版』（2011・私家版）
・�『法学学習のツボとコツ　法令・判例読解指南之書』（2010・法律文化社）
・�『民事裁判入門（民事裁判と現代社会）講義案』（2009・私家版）
・�『法学生必読之書　法令・判例読解指南』（2009・私家版）

  共著，共編著，編著 
・�加藤新太郎・松下淳一編『新基本法コンメンタール・民事訴訟法』（日本評論社）182条から189条まで（分
担執筆・近刊）

  翻訳 
・�ディーター・ライポルド「ヨーロッパにおける管轄の合意」松本博之編訳『実効的権利保護　訴訟による
訴訟における権利保護』（2009・信山社）323-350頁

・�ディーター・ライポルド「裁判権免除�対�権利保護の保障」松本博之編訳『実効的権利保護　訴訟による
訴訟における権利保護』（2009・信山社）283-306頁

・�レー・ヴァン・レムコ「国際的状況下におけるオランダ民事訴訟法」松本博之・出口雅久編『民事訴訟法
の継受と伝播』（2008・信山社）57-81頁

・�D.�ライポルト・K.�ヴェルビーク「2001〜2003年のドイツにおける民事訴訟法の発展」日独法学22号
（2005）117-142頁
・�アンドレアス・フックス「特許法と遺伝子工学」龍谷大学「遺伝子工学と生命倫理と法」研究会編『遺伝子
工学時代における生命倫理と法』（2003・日本評論社）493-517頁

・�ハンス・Ｆ・ガウル「サヴィニー以後の既判力理論の展開と現状」松本博之編訳『ドイツ既判力理論』
（2003・信山社）1-124頁（松本博之，鶴田滋と共訳）

  論文・研究ノート 
・�論文（単著）「共同訴訟的補助参加人の訴訟行為について」『民事手続法の現代的課題と理論的解明――徳
田和幸先生古稀祝賀論文集』（弘文堂）（近刊）

・�研究ノート（共著）「契約と消費者保護に関わる法教育の研究と実践」金沢法学59巻1号（2016）201-246
頁（金沢法友会と共著）

・�論文（単著）「補助参加人の訴訟行為の独立性と従属性」『民事手続法制の展開と手続原則――松本博之先
生古稀祝賀論文集』（2016・弘文堂）161-176頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「区分所有者が共用部分を賃貸して得た賃料に関する不当利得返還請求訴訟
の当事者適格（最判平成27・9・18）」法学教室426号（2016）別冊判例セレクト2015［II］30頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「補助参加人に対する判決の効力」民事訴訟法判例百選（第5版）別冊ジュリス
ト226号（2015）216-217頁

・�論文（単著）「補助参加訴訟における判決効」民事訴訟雑誌61号（2015）182-190頁
・�研究ノート（共著）「法教育教材作成のための民事訴訟法講義」金沢法学57巻2号（2015）93-188頁（藤
井剛，新木将司，金子幹夫，長島光一，三橋健彦，莚井順子と共著）

・�論文（単著）「信義則による事実主張の制限と立証軽減」石川明・三木浩一編『現代社会における民事手続
法の機能』（2014・信山社）25-40頁

福本　知行　（フクモト　トモユキ）　准教授



−223−

・�判例批評（依頼論文・単著）「通常の補助参加か共同訴訟的補助参加か」「訴訟告知と補助参加（1）」「訴訟
告知と補助参加（2）」中島弘雅・岡伸浩編著『民事訴訟法判例インデックス』（2014・商事法務）436-441
頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「訴え却下判決の既判力と基準時後の判例変更」ジュリスト1453号
(2013)125-126頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「交通事故の被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟において保険会社の
した独立当事者参加が認められた事例」法律時報別冊私法判例リマークス47号(2013)106-109頁

・�研究ノート（共著）「金沢法友会における法教育の研究と実践――学士課程法学教育におけるその意義」
金沢法学55巻1号（2012）33-56頁（野坂佳生，荒井美友季と共著）

・�判例批評（依頼論文・単著）「一　数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の1人が上告
を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否　二　数人の提起する養子縁組無効の訴えに
おいて共同訴訟人の1人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立
ての適否（最一決23・2・17）」判例評論638号（2012）27-29頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「養子縁組無効確認の訴えの共同原告の1人が上告・上告受理の申立てをし
ている場合における他の共同原告の上告・上告受理申立ての可否（最決平成23・2・17）」法学教室378
号（2012）別冊判例セレクト2011�[II]�29頁

・�論文（依頼論文・単著）「既判力の範囲と作用」法学教室375号（2011）29-32頁
・�論文（単著）「不当労働行為救済命令に関する訴訟における第三者の訴訟参加――補助参加の利益をめぐ
る各論的研究　その一　（一）（二）」金沢法学49巻2号（2007）313-339頁，53巻2号（2011）123-156
頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「搭乗者傷害保険契約に基づく保険金請求訴訟において，同一人を被保険者
とする他の保険会社による補助参加の申出を許さないとした事例」法律時報別冊私法判例リマークス
41号（2010）114-117頁

・�判例批評（依頼論文・単著）「補助参加人に対する判決の効力」民事訴訟法判例百選（第4版）別冊ジュリス
ト201号（2010）222-223頁

・�論文（単著）「参加的効力と反射的効力――既判力の主観的拡張の純化　補遺――」法学雑誌55巻3・4号
（2009）756-780頁
・�判例批評（依頼論文・単著）「原裁判所による特別抗告の却下の可否（消極）」民商法雑誌141巻2号（2009）
247-251頁

・�判例批評（単著）「競売不動産の公告・公示の瑕疵と国家賠償――金沢地判平成15・7・31金商1182号52
頁の評釈をかねて――」金沢法学47巻2号（2005）175-185頁

・�論文（単著）「ドイツ民事訴訟法における補助参加の利益論の形成」金沢法学46巻1号（2003）1-71頁
・�論文（依頼論文・単著）「訴訟の『値段』はおいくら？　どのような費用がどのくらいかかるのか」Causa
（カウサ）7号（2003）47-50頁
・�論文（単著）「ドイツ民事訴訟法における補助参加の理由をめぐる近時の議論の一断面――Peter�A.�Win-
del,�Der�Interventionsgrund�des§66�Abs.�1�ZPO�als�Prozeßführungsbefugnisの紹介を中心にして――」
法学雑誌49巻1号（2002）99-132頁

  その他 
・�紹介（単著）�Klaus�Reischl,�Die�objektiven�Grenzen�der�Rechtskraft�im�Zivilprozeß�(2002),�Veröffentli-
chungen�zum�Verfahrensrecht�Bd.�28�(J.�C.�B.�Mohr)　民事訴訟雑誌51号（2005）196-205頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�「大学生による契約と消費者保護に関わる法教育の実践」法と教育学会第7回学術大会第6分科会にお
ける自由研究発表（2016年9月4日・立教大学）

・�シンポジウム「子どもの法意識・法知識と法教育」法と教育学会第6回学術大会におけるパネリスト
（2015年9月6日・早稲田大学）
・�「補助参加訴訟における判決効について」日本民事訴訟法学会第84回大会における個別報告（2014年5
月18日・九州大学）

・�「金沢法友会における法教育の研究と実践」法と教育学会第2回学術大会第3分科会における自由研究
発表（2011年9月4日・学習院大学，野坂佳生，荒井美友季と共同）
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  専門分野 
民事法学

  専門分野キーワード 
民法，不動産登記法，担保法（抵当法）

  共著，共編著，編著 
・�『新・判例ハンドブック【物権法】』松岡久和・山野目章夫編，日本評論社，2015年。（分担：40・53・54・
55・56事件）

・�『判例プラクティス民法Ⅰ総則・物権』松本恒雄・潮見佳男編，信山社，2010年。（分担：235・239・
244・245・246事件）

・�『法学講義　民法3　担保物権』奥田昌道・鎌田薫編，悠々社，2007年。（分担：抵当権・後半）

  翻訳 
・�P・シュレヒトリーム『ヨーロッパ債務法の変遷』信山社，2007年。（分担：第7章）

  論文・研究ノート 
・�「物権法上の諸制度に関する比較法的考察（２）」『金沢法学』59巻1号，2016年。（査読無）
・�「物権法上の諸制度に関する比較法的考察（１）」『金沢法学』58巻1号，2015年。（査読無）
・�「遺産共有と通常の共有とが併存する場合における共有物分割に関する諸問題」『月刊登記情報』644号，
2015年。（依頼原稿）

・�「居住用建物の賃貸借契約における敷引特約と消費者契約法10条」『月刊登記情報』607号，2011年。（依
頼原稿）

・�「根抵当権の元本確定・実行　―元本確定事由に関する議論を中心に―」『新担保・執行法講座　第3巻』
2010年。（依頼原稿）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「日本の空き家空き地問題を考える」会議名：地籍問題研究会第16回定例研究会「京都市，金沢市に於け
る空き家空き地の活用等の取り組み」（2016年7月16日，金沢大学）（コメンテーター）

・�「法律と年齢－選挙権年齢の引き下げを契機として－」会議名：加賀市議会議会報告会・講演会（2015年
8月，加賀市議会）（講演）

・�「民法大改正について」会議名：富山県土地家屋調査士会研修会（2015年7月，富山県土地家屋調査士会）
（講演）
・�「法的なものの考え方―土地の境界線に関する法律問題を素材に－」会議名：金沢大学法科大学院10周
年記念講演会（2014年9月）（講演）

舟橋　秀明　（フナバシ　ヒデアキ）　准教授
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  専門分野 
民事訴訟法，国際民事訴訟法

  専門分野キーワード 
実効的権利保護，国際裁判管轄，外国判決の承認・執行，ヨーロッパ民事訴訟法

  共著，共編著，編著 
・�共著『プライマリー法学憲法』石川明他編，不磨書房，初版・2005年，第2版・2010（分担：第14章）

  翻訳 
・�単独訳：ヘルベルト・ロート「ヨーロッパ化によるラテン系公証人制度の規制緩和？」公証法学45号
（（77）頁－（102）頁）
・�単独訳：ハンス・プリュッティング「民事訴訟による真実と正義？」金沢法学58巻1号，2015年（191
頁－207頁）

・�単独訳：ハカン・ペクチャニテス「トルコにおける民事訴訟法改正の概略」立命館法学353号，2014年
（361頁－375頁）
・�共訳：トーマス・ズッター＝ゾム「新スイス民事訴訟法典」立命館法学353号，2014年，出口雅久氏と
共訳（294頁－323頁）

・�共訳『ユダヤ出自のドイツ法律家』ヘルムート・ハインリッヒス他著，森勇監訳，中央大学出版部，
2012年（分担：クルト・ヨエル，レオ・ローゼンベルク）

・�共訳：ハンス・プリュッティング「ドイツ弁護士法における最近の展開動向」立命館法学342号，2012年，
出口雅久氏と共訳（469－484頁）

・�共訳：ヨハネス・ハーガー「ドイツ消費者保護の基礎」立命館法学342号，2012年，出口雅久氏と共訳（413
頁－434頁）

・�共訳：アレッシュ・ガーリック「伝播，継続性そして変革の間でのスロベニア民事訴訟法」立命館法学
326号，2010年，出口雅久氏と共訳（358頁－387頁）

・�共訳：ハイモ・シャック「ヨーロッパ国際民事手続法の今日的展開と問題」立命館法学323号，2009年，
出口雅久氏と共訳（91頁－116頁）

・�共訳：ヴァルター・レヒベルガー「フランツ・クラインの思想とそのヨーロッパにおける民事訴訟法の
展開に対する意義」立命館法学320号，2009年，出口雅久氏と共訳（222－236頁）

・�共訳：ヴァルター・レヒベルガー「オーストリア仲裁法の改革」立命館法学320号，2009年，出口雅久
氏と共訳（237頁－254頁）

・�共訳：ハンス・プリュッティング「ドイツ民事訴訟法の国際的源流」出口雅久・松本博之編『民事訴訟法
の継受と伝播』信山社，2008年12月，出口雅久氏と共訳（121頁－132頁）

・�共訳：ヨハイム・ミュンヒ「前提問題の確認可能性－国内法へのヨーロッパ法の影響？」立命館法学314
号，2007年，出口雅久氏と共訳（213頁－238頁）

・�共訳：ディーター・ライポルド「ヨーロッパ民事法および民事手続法の最新の動向」立命館法学313号，
2007年，出口雅久氏と共訳（210頁－267頁）

・�共訳：マンフレッド・レービッシュ「ドイツにおける新債務法」立命館法学312号，2007年，出口雅久
氏と共訳（191頁－221頁）

・�共訳：ルペルト・ショルツ「欧州連合の機関および権限」立命館法学305号，2006年，出口雅久氏（185
頁－204頁）

・�共訳：ペーター・ゴットヴァルト「国際民事訴訟法の現状について」立命館法学299号，2005年，出口

本間　学　（ホンマ　マナブ）　准教授
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雅久氏と共訳（646－660頁）
・�共訳：ディーター・ライポルド「新ヨーロッパ証拠法」立命館法学286号，2003年，出口雅久氏と共訳，
（154頁－174頁）
・�共訳：ペーター・ゴットヴァルト「ドイツにおける民事司法改革への努力」立命館法学277号，2001年，
出口雅久氏と共訳（301頁－320頁）

・�共訳：エバーハルト・シルケン「ドイツ民事訴訟法における外国法の調査について」立命館法学276号，
2001年，出口雅久氏と共訳（253頁－270頁）

・�共訳：ペーター・クットナー「不法行為法，損害賠償法および不法死亡」立命館法学276号，2001年出
口雅久氏と共訳（239頁－251頁）

・�共訳：ボルフガング・リュケ「国際倒産法：グローバル経済における変遷と変革」立命館法学268号，
2000年，出口雅久氏と共訳（341頁－363頁）

  論文・研究ノート 
・�判例研究：「執行判決訴訟と消極的確認訴訟の関係」金沢法学58巻2号，2016年，109頁‐122頁（査読無）
・�判例研究：「外国判決承認における間接管轄と不法行為地の証明」金沢法学58巻1号，2015年，127頁
‐141頁（査読無）

・�論文：The�Preliminary�phase�and�trial�agreement�in�Japan，in:�Federico�Carpi,�Manuel�Ortelles,�eds,�
Oral�and�written�proceedings:�Efficiency�in�civil�procedure，2008，pp.251-262（依頼原稿・査読有）

・�論文：「国際二重訴訟と承認予測に関する覚え書」朝日大学法学会編『朝日大学法学部創設20周年記念論
文集』成文堂，2007年，311‐339頁（査読無）

・�論文：「ヨーロッパ民事訴訟法における核心理論について－ドイツ法的視点からのその素描」立命館法
学304号，2006年，267‐294頁（査読無）

・�判例研究：「損害賠償請求権者が一時金賠償形式による支払いを求める場合に定期金賠償による支払が
命じられた事例」朝日法学論集32号，2005年，55‐69頁（査読無）

・�論文：「ドイツにおける国際二重起訴論の生成と展開」立命館法学292号2004年，343頁‐381頁（査読無）
・�論文：Das�Prioritätsprinzip�im�europäischen�und�autonomen�deutschen�Recht�im�internationalen�Zivil-
verfahren,�Ritsumeikan�Law�Review�No�20�,�2003,�S.�17-33�(査読無)

  その他 
・�「国際訴訟法学会バレンシア大会」民事訴訟雑誌55号，2009年，236頁-240頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�通訳：ヘルベルト・ロート「ヨーロッパ化によるラテン系公証人制度の規制緩和？」日本公証法学会第
45回大会（2015年6月13日）

・�口頭発表：「定期金賠償判決と処分権主義に関する一考察」関西民事訴訟法研究会（2014年6月28日）
・�口頭発表：The�Preliminary�phase�and�trial�agreement�in�Japan,�International�Association�of�Procedural�
Law(IAPL)�in�Valencia,�Spain,�6.�Nov.�2008

・�通訳：ハイモ・シャック「ヨーロッパ国際民事手続法の今日的展開と問題」国際商取引学会西部部会
（2008年3月15日）
・�口頭発表：「ヨーロッパ民事訴訟法における核心理論について」関西民事訴訟法研究会（2006年6月）
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  専門分野 
日本法制史

  専門分野キーワード 
救恤，御救，加賀藩，江戸時代

  著書 
・�丸本由美子『加賀藩救恤考』桂書房，2016.6

  論文・研究ノート 
・�丸本由美子「特集・学会回顧2016　法制史　日本法制史　近世」日本評論社『法律時報』88（13）／1106
（2016），229〜230頁。
・�丸本由美子「日本前近代における困窮者扶助システムの一例　―加賀藩非人小屋小史―」　医療・福祉
問題研究会『医療・福祉問題研究』24，（2015），1〜8頁。

・�丸本由美子「加賀藩救恤考　―非人小屋の意義と限界―」　（二・完）京都大学法学部紀要『法学論叢』175
（1），(2014.4)，34〜67頁。（一）京都大学法学部紀要『法学論叢』174（5），(2014.2)，132〜163頁。
・�丸本由美子「江戸期日本の乱心者と清代中国の瘋病者　―その刑事責任に関する比較研究を中心とし
て―」　（下）北陸史学会『北陸史学』60，（2013），75〜105頁。（上）北陸史学会『北陸史学』59，（2012），
43〜63頁。

・�丸本由美子「加賀藩中期における困窮者対策施設の一側面　―史料紹介・笠舞非人御小屋方―」比較都
市史研究会『比較都市史研究』32（2），（2013），２〜３頁。

・�丸本由美子「加賀藩救恤考�―元禄飢饉御救制度にみる「生存権」―」法制史学会『法制史研究』63，
（2013），318頁

  口頭発表・ポスター発表 
・�丸本由美子「御救小屋　―18〜19世紀加賀藩の困窮者対策―」　近世法史研究会，例会，東京（2015.9)
・�丸本由美子「『福祉』の始まる前　―加賀藩の失敗と修正の事例から―」　医療・福祉問題研究会，例会，
金沢（2015.5）

・�丸本由美子「加賀藩中期における困窮者対策施設の一側面　―史料紹介『笠舞非人御小屋方』―」　比較
都市史研究会，例会，東京（2013.4）

・�丸本由美子「加賀藩救恤考　―非人小屋を中心に―」　京都大学基礎法研究会，例会，京都（2013.1）
・�丸本由美子「非人小屋と御救小屋　―天保飢饉における加賀藩の救恤と身分―」　加賀藩研究ネット
ワーク，大会，金沢（2012.10）

・�丸本由美子「加賀藩救恤考　―元禄飢饉御救制度にみる『生存権』―」　法制史学会，大会，金沢（2012.6）
・�丸本由美子「江戸時代の乱心者と清朝の瘋病者　―その処罰に関する比較研究を中心として―」　北陸
史学会，大会，金沢（2008.11）

丸本　由美子　（マルモト　ユミコ）　准教授
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  専門分野 
民法

  専門分野キーワード 
民法，相続，遺産管理，遺産分割

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆：「具体的相続分が抱える問題」水野紀子編著『相続法の立法的課題』（有斐閣，2016年）114〜
130頁　

・�分担執筆：民法第4編親族　第2章婚姻　第1節婚姻の成立　第1款婚姻の要件（民法第731条〜第741
条）松川正毅＝窪田充見編『新基本法コンメンタール　親族』（別冊法学セミナー240号，日本評論社，
2015年）23〜37頁

・�分担執筆：「相続人の不存在と特別縁故者」棚村政行＝水野紀子＝潮見佳男編『Law�Practice�民法Ⅲ　親
族・相続編』（商事法務，2015年）222〜228頁　

・�分担執筆：「相続債務の処理」水野紀子＝窪田充見編『財産管理の理論と実務』（日本加除出版，2015年）
319〜337頁

・�分担執筆：「14　遺産の共有」，「15　遺産分割」小川富之＝遠藤隆幸編『ロードマップ民法5　親族・相
続』（一学舎，2015年）188〜214頁

・�分担執筆：「金銭債権の共同相続」水野紀子＝大村敦志編『民法判例百選Ⅲ親族・相続』（有斐閣，2015年）
132〜133頁

・�分担執筆：家事事件手続法第2編家事審判に関する手続　第2章家事審判事件　第1節成年後見に関す
る審判事件（家事事件手続法第117条〜第127条）『新基本法コンメンタール　人事訴訟法・家事事件手
続法』（日本評論社，2013年）335〜351頁

・�分担執筆：「可分債権の相続と遺産分割」，「可分債務の相続と清算」松川正毅ほか編『判例にみるフラン
ス民法の軌跡』（法律文化社，2012年）85〜92頁，93〜100頁

・�分担執筆・編集担当：「被後見人の死亡と死後の事務」，「フランス法における成年後見制度と死後事務」
松川正毅編『成年後見における死後の事務』(日本加除出版，2011年)�27〜35頁，233〜240頁

・�分担執筆：「内縁に対する婚姻の規定の準用」，「内縁配偶者の居住の保護（1）－持ち家の場合」，「内縁
配偶者の居住の保護（2）－借家の場合」，「重婚的内縁」，松本恒雄＝潮見佳男編『判例プラクティス民
法Ⅲ親族・相続』（信山社，2010年）36頁，37頁，38頁，39頁

  翻訳 
・�カトリーヌ・フィリップ／宮本誠子・訳「欧州人権条約がフランス家族法に与えた影響」阪大法学56巻6
号（2007年）1559〜1583頁

  論文・研究ノート 
・�判例研究：「同族会社の株式を含む遺産分割における分割基準と方法」民商法雑誌152巻1号（2015年4
月発行，2016年8月公刊）103〜110頁（依頼原稿）

・�論文：「Ⅶ　遺産共有」（特集　家族法のフロンティア）法学教室429号（2016年）44〜48頁（依頼論文）
・�判例研究：「公正証書遺言が遺言者の口授を欠くために無効とされた事例」本山敦編『高齢者を巡る判例
の分析と展開』金融・商事判例1486号（2016年3月臨時増刊号）124〜127頁（依頼原稿）

・�研究ノート：「フランス法における夫婦財産制解消及び遺産分割の一例」金沢法学58巻2号（2016年）
73〜87頁（査読無）

宮本　誠子　（ミヤモト　サキコ）　准教授
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・�判例研究：「共同相続した投信受益権から生じた預り金債権の性質」民商法雑誌151巻2号（2014年11
月発行，2016年1月公刊）155〜160頁（依頼原稿）

・�判例研究：「家族法判例総評－2015年［第2期］第2総評」戸籍時報733号（2015年）3〜11頁（依頼原稿）
・�判例研究：「共有・遺産共有併存時の全面的価格賠償による共有物分割と賠償金の保管義務」新・判例解
説watch16号（2015年）97〜100頁（依頼原稿）

・�判例研究：「委託者指図型投資信託受益権・個人向け国債の共同相続」判例セレクト2014［Ⅰ］（法学教室
413号別冊付録，2015年）24頁（依頼原稿）

・�判例研究：「家族法判例総評－2014年［第2期］第2　総評」戸籍時報719号（2014年）30〜38頁（依頼原稿）
・�論文：第2部フランス法（第1章3，5，6，第2章1を担当）『各国の相続法制に関する調査研究業務報告
書』（商事法務，2014年），http://www.moj.go.jp/content/001128517.pdf（依頼原稿）

・�判例研究：「共有・遺産共有併存時の全面的価格賠償による共有物分割と賠償金の保管義務」新・判例解
説Watch�民法（家族法）No.74（文献番号�z18817009-00-040741090）（2014年）1〜4頁（依頼原稿）

・�判例研究：「『財産全部を相続させる』旨の遺言がある場合の遺留分侵害額算定における相続債務額の
加算」本山敦・奈良輝久編『相続判例の分析と展開』金融・商事判例1436号（2014年3月臨時増刊号）
116〜119頁�（依頼原稿）

・�論文：「フランス法における可分債務の相続と清算」金沢法学55巻2号（2013年）209〜244頁（査読無）
・�論文：「可分債権の相続と遺産管理」私法74号（2012年）197〜204頁（査読無）
・�論文：≪Les�créances�successorales�et�l'administration�de�la�succession≫私法74号（2012年）316〜
315頁（査読無）

・�判例研究：「特別受益にあたる生計の資本たる贈与と扶養との境界」民商法雑誌144巻2号（2011年）
319〜324頁（依頼原稿）

・�論文：「フランス法における遺産の管理（一）（二・完）」阪大法学56巻4号（2006年）1007〜1031頁，56
巻5号（2007年）1219〜1234頁（査読無）（第8回尾中郁夫・家族法新人奨励賞）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「フランス家族法と日本家族法の比較」国際家事メディエーター養成講座基礎編（大阪大学）第12回
（2016年8月，大阪大学）
・�≪La�réforme�du�droit�des�successions�au�Japon≫�Université�de�Toulouse�1�Capitole（2016年2月，
フランス・トゥールーズ）

・�「フランスの相続法制について」日本弁護士連合会・法制審議会民法（相続関係）部会バックアップ会議
「フランスの相続法制に関する勉強会」（2015年9月，東京）
・�「可分債権の相続と遺産管理」2011年度（第75回）日本私法学会研究報告第二部会（2011年10月，神戸
大学）（個別報告）

・�「後見活動における死後の事務」2011年度成年後見関係専門職合同研究会，（社）新潟県社会福祉会権利
擁護センター「ぱあとなあ」（2011年7月，新潟）（基調講演）

・�分科会「後見人の死後事務を一緒に考えよう」社団法人成年後見センター・リーガルサポート，社団法
人成年後見センター・リーガルサポート第1回研究大会（2008年6月，大阪）（パネリスト）
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  専門分野 
社会保障法，国際人権法

  専門分野キーワード 
健康と人権，社会保障，社会福祉

  共著，共編著，編著 
・�共著：芝田英昭編著『改定　基礎から学ぶ社会保障』自治体研究社，2016年３月15日（全文350頁中，
第３章「社会保障と人権」（61－77頁）執筆担当）．

・�共著：Brigit�Toebes,�Rhonda�Ferguson,�Milan�Markovic,�Obijulu�Nnamuchi�(eds.)�“The�Right�to�Health:�
A�Multi-Country�Study�of�Law,�Policy�and�Practice”,�T.M.C.�Asser�Press/�Springer,�06�Sep�2014�(Tokuko�
Munesue,�‘Ⅳ.�The�Right�to�Health�in�Japan:�Its�Implications�and�Challenges’”,�pp.121-132�).

・�共著：矢嶋里絵・田中明彦・石田道彦・高田清恵・鈴木靜編『人権としての社会保障―人間の尊厳と住み
続ける権利』法律文化社，2013年6月8日（全文324頁中，「人権の『政策アプローチ』と人権指標の活用」
（37－47頁）執筆担当）．
・�共著：芝田英昭編著『基礎から学ぶ社会保障』自治体研究社，2013年４月５日（全文238頁中，第３章「社
会保障と人権」（59－75頁）執筆担当）．

・�共著：日本社会保障法学会編，『新・講座社会保障法第3巻　ナショナルミニマムの再構築』，法律文化社，
2012年7月20日（全文347頁中，第Ⅰ部　総論　第2章「ナショナルミニマムと国際人権基準：国際人
権法上の社会保障に対する権利と国家が保障すべき最低限度の義務」（31－48頁）執筆担当）．

・�報告書：松田亮三・棟居徳子編，『生存学研究センター報告９　健康権の再検討：近年の国際的議論か
ら日本の課題を探る』，立命館大学生存学研究センター，2009年12月４日．URL：http://www.arsvi.
com/b2000/0912mr.htm

・�報告書：松田亮三・棟居徳子編，『生存学研究センター報告７　国際シンポジウム健康・公平・人権：健
康格差対策の根拠を探る』，立命館大学生存学研究センター，2009年2月20日．URL：http://www.
arsvi.com/b2000/0902mr.htm

・�共著：脇田滋・井上英夫・木下秀雄編，『若者の雇用・社会保障－主体形成と制度・政策の課題』，日本評
論社，2008年5月10日（全文266頁中，第４部第３章「国際連合における青年政策－青年政策の全体像
と青年雇用政策の動向」（212－233頁）執筆担当）．

・�報告書：松田亮三・棟居徳子編，『オープン・リサーチ・センター整備事業「臨床人間科学の構築」ヒュー
マンサービスリサーチ７　医療・福祉における地域・住民エンパワメント－エンパワメントに向けたイ
ノベーション－』，立命館大学人間科学研究所，2008年2月．

・�共著：井上英夫・高野範城編，『実務社会保障法講義』，民事法研究会，2007年4月25日（全文569頁中，
第3章「憲法・国際人権法と人権としての社会保障」（60－77頁）執筆担当）．

・�報告書：松田亮三・松島京・棟居徳子編，『オープン・リサーチ・センター整備事業「臨床人間科学の構築」
ヒューマンサービスリサーチ２　医療・福祉における地域・住民エンパワメント－実践編－』，立命館
大学人間科学研究所，2007年2月．

  論文・研究ノート 
【査読有り】
・�棟居徳子，「障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止と違憲性－堀木訴訟」，岩村正彦編『社会保障法判
例百選［第5版］』，有斐閣，6－7頁，2016年5月．

・�棟居徳子，「日本のがん対策の動向－健康権保障の観点からの一考察」，立命館人間科学研究No.16，
105－115頁，2008年２月（リポジトリ：http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hs/hs/publication/
files/ningen_16/ningen16.htm）．

・�棟居（椎野）徳子，「国際人権法における健康権（the�right�to�health）保障の現状と課題」，社会保障法第
21号，166－181頁，2006年5月．

・�棟居（椎野）徳子，「国際人権法における健康権の履行－その現状と課題」，社会環境研究，第11号，
101－110頁，2006年3月．

棟居　徳子　（ムネスエ　トクコ）　准教授



−231−

・�棟居（椎野）徳子，「健康権（the�right�to�health）の国際社会における現代的意義－国際人権規約委員会の
『一般的意見第14』を参照に－」，社会環境研究，第10号，61－75頁，2005年3月．

【査読無し】
・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（７）」，
ゆたかなくらしNo.402，2015年12月，34－35頁．

・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（６）」，
ゆたかなくらしNo.401，2015年11月，32－35頁．

・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（５）」，
ゆたかなくらしNo.400，2015年10月，41－43頁．

・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（４）」，
ゆたかなくらしNo.399，2015年9月，28－31頁．

・�棟居徳子，「国際人権法上の健康権保障の観点からみた原発事故対応及び被災者支援の課題（二・完）」，
国民医療，No.327，52－65頁，2015年8月．

・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（３）」，
ゆたかなくらしNo.398，2015年8月，48－50頁．

・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（２）」，
ゆたかなくらしNo.397，2015年7月，42－44頁．

・�棟居徳子，「高齢者の人権を守る社会保障・社会福祉のあり方〜健康権の国際基準と日本の課題〜（１）」，
ゆたかなくらしNo.396，2015年6月，6－8頁．

・�棟居徳子，「健康権保障の国際的動向と日本の課題―社会権規約定期報告書審査の分析を通して」，週
刊社会保障，No.2823，46－51頁，2015年4月．

・�棟居徳子，「国際人権法上の健康権保障の観点からみた原発事故対応及び被災者支援の課題（一）」，月
刊国民医療，No.323，13－22頁，2015年1月．

・�棟居徳子・芝池俊輝，「社会権規約第3回定期報告書審査の概要と今後の課題」，国際人権，25号，90－
94頁，2014年10月．�

・�棟居徳子，「性暴力被害者支援体制の構築と医療制度上の課題」，週刊社会保障，No.2769，50－55頁，
2014年3月．

・�棟居徳子，「がん対策と社会保障制度の交錯点と課題」，週刊社会保障，NO.2711，44－49頁，2013年1月．
・�棟居徳子，「日本における健康権の遵守状況（Right�to�Health�in�Japan〔日本語版〕）（その２）」，月刊国民
医療，No.300，2－65頁，2012年12月．

・�棟居徳子，「日本における健康権の遵守状況（Right�to�Health�in�Japan〔日本語版〕）（その１）」，月刊国民
医療，No.298，1－33頁，2012年8月．

・�棟居徳子，「がん患者の健康権保障と日本のがん対策の課題」，週刊社会保障，No.2648，48－53頁，
2011年10月．

・�棟居徳子，「性暴力被害の実態と被害者支援〜いま社会福祉に求められるもの〜」，社会福祉研究，
111号，43－49頁，2011年7月．

・�書評：棟居徳子，「井上英夫著『患者の言い分と健康権』（新日本出版社，2009年5月）」，総合社会福祉研究，
第37号，2010年12月，108－111頁．

・�棟居徳子，「国際社会における健康権保障の現状と日本の課題」，民医連医療，No.459，13－18頁，
2010年11月．

・�棟居徳子，「社会権規約を日本で活かす〜社会権規約の報告制度と第3回日本政府報告書〜」，週刊社
会保障，No.2580，42－47頁，2010年5月．

・�棟居徳子，「健康権保障における保健医療従事者の役割と人権教育の国際的動向」，月刊国民医療，
No.270，9－16頁，2010年3月．

・�棟居徳子，「日本における健康権保障の現状：健康権の指標からみた日本」，松田亮三・棟居徳子編，「生
存学研究センター報告９　健康権の再検討：近年の国際的議論から日本の課題を探る」，立命館大学生
存学研究センター，2009年12月４日，38－50頁．

・�棟居（椎野）徳子，「国際人権条約の意義と批准に向けて」，みんなのねがい，476号，14－15頁，
2007年1月．

・�棟居（椎野）徳子，「伝統医学あるいは補完代替医療の現状」，医療政策学校No.2，17－20頁，2006年5月．
・�椎野徳子，「『高生活保護裁判』最高裁判決を受けて－勝訴確定までの道のり－」，医療・福祉問題研究
第14号，54－57頁，2004年4月．
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  その他 
・�Paper�for�Takemi�Program�in�International�Heath�at�Harvard�School�of�Public�Health,�Tokuko�Munesue,�
Human�Rights�Challenges�in�the�Fukushima�Nuclear�Disaster,�May�18,2016.

・�報告書：棟居徳子，『トヨタ財団　2013年度社会コミュニケーション・プログラム　地域を基盤とした
包括的な性暴力被害者支援体制の構築に向けて―情報発信・支援者養成・意識啓発を中心に―　報告
書』，2015年3月．

・�報告書：棟居徳子・髙橋恭子編，『性暴力被害　サバイバーと支援者のためのリファーラルガイド―神
奈川県内の社会資源一覧―【2014年改訂版】』，性暴力対応ネットワークStaRTかながわ，2014年9月6日．

・�報告書：内閣府男女共同参画局，「性犯罪被害者支援に関する調査報告書」，2014年6月，51頁（内閣府「性
犯罪被害者支援に関する地方公共団体の男女共同参画部門における地域連携のあり方に関する調査研
究」検討委員会の委員として報告書作成に参加）．

・�報告書：棟居徳子編，『性暴力被害　サバイバーと支援者のためのリファーラルガイド―神奈川県内の
社会資源一覧―』，性暴力対応ネットワークStaRTかながわ，2013年10月10日．

・�テキスト：村上明美・髙橋恭子・棟居徳子・田中有紀編，『かながわ版性暴力対応医療者・アドボケイト
養成研修会テキスト』，神奈川県立保健福祉大学，2013年3月．

・�報告書：棟居徳子・髙橋恭子・新堀由美子編，『包括的な地域型性暴力被害者支援体制の構築に向けた
研究―神奈川県における取り組みを題材に―　性暴力の被害に遭われた方のニーズに関するヒアリン
グ調査報告書』，性暴力対応ネットワークStaRTかながわ調査チーム，2013年3月28日．

・�報告書：棟居徳子・性暴力対応ネットワークStaRTかながわ編，『シンポジウム「かながわ版性暴力被害
者支援体制をつくるために―ワシントンDCの実践から地域の課題と目標を考える―」報告書』，神奈川
県立保健福祉大学，2013年3月28日．

・�報告書：棟居徳子・財団法人横浜YWCAチーム「ゆう」編，『シンポジウム「性暴力被害／知ろう・わかろう・
わかちあおう」報告書』，神奈川県立保健福祉大学，2011年1月21日．

・�調査報告書：国立ハンセン病療養所栗生楽泉園自治会，『栗生楽泉園とまちの明日を創る－安心して，
生き生きと住み続けるために－』，2004年3月，（「資料４．社会資源調査報告」を担当）．

  口頭発表・ポスター発表 
【国外学会】
・�Paper�Session:�Tokuko�Munesue,�Nuclear�Disaster�Risk�Management�and�Human�Rights,�Law�and�So-
ciety�Association�2016�Annual�Meeting,�The�Marriott�New�Orleans,�June�4,�2016.

【国内学会】
・�ワークショップ演者：高橋恭子，鴻巣たか子，棟居徳子，新堀由美子，村上明美「性暴力被害者支援と
社会の動き」，第29回日本助産学会学術集会，2015年3月29日，於・品川区立総合区民会館きゅりあん．

・�口頭発表：芝池俊輝・棟居徳子，「社会権規約委員会第3回政府報告書審査の経緯と課題」，国際人権法
学会第25回研究大会，2013年11月24日，於・名古屋大学．

・�口頭発表：村上明美・高橋恭子・棟居徳子・田中有紀，「かながわ版性暴力対応医療者・アドボケイト養
成研修会の実施と評価」，第６回日本保健医療福祉連携教育学会学術集会，2013年10月27日，於・東
北文化学園大学．

・�単独口頭発表：棟居徳子，「性暴力被害者支援の現状と社会福祉の課題」，日本社会福祉学会第60回秋
季大会，2012年10月21日，於・関西学院大学．

・�自由集会：村上明美・高橋恭子・棟居徳子・田中有紀，「性暴力対応医療者の養成に関する政策提案と他
職種連携のあり方を考える」，日本保健医療福祉連携教育学会第4回学術集会，2011年11月，於・神
奈川県立保健福祉大学．

・�単独口頭発表：棟居（椎野）徳子，「国際人権法における健康権（the�right�to�health）保障の現状と課題」，
日本社会保障法学会第48回秋季大会，2005年10月，於・岡山大学．

・�単独口頭発表：椎野徳子，「健康権の現代的意義」，日本社会福祉学会第52回全国大会，2004年10月，
於・東洋大学．
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  専門分野 
商法，会社法

  専門分野キーワード 
会社分割，企業再編

  共著，共編著，編著 
・�共著：『導入対話による商法総則・商行為法（第3版）』，不磨書房，2006年（分担：99-129ページ）

  論文・研究ノート 
・�判例研究：「事前開示書類の備置懈怠と株式交換の効力」金沢法学59巻1号，2016年。
・�判例研究：「いわゆるデート商法による投資用マンションの購入と購入に係る金銭消費貸借契約の有効
性」金沢法学58巻2号，2016年。

・�論文：「改正会社法の下での事業譲渡における債権者保護について」金沢法学58巻１号，2015年。
・�判例研究：「VFB�LLC�v.�Campbell�Soup�Co.,�482�F.2d�624�(3d�Cir.�2007)：Leveraged�Spin-offについて
擬制的詐害譲渡の適用を否定した事例（アメリカ法判例研究会第10回）」金沢法学57巻2号，2015年。

・�論文：「濫用的会社分割における「詐害性」について（２・完）」金沢法学57巻1号�，2014年。
・�論文：「濫用的会社分割における「詐害性」について（１）」金沢法学56巻1号�，2013年
・�判例研究：「Bank�of�New�York�Mellon�Trust�Co.�v.�Liberty�Media�Corp.,�29�A.3d�225�(Del.�2011)：数次
に渡るSpin-off・Split-offと信託証書中の承継債務者条項（アメリカ法判例研究会第7回）」金沢法学56巻
1号，2013年。

・�判例研究：「吸収分割における免責的債務引受けと保証債務」金沢法学54巻2号，2012年。
・�論文「濫用的会社分割―東京地判平成22年5月27日を素材として―」『変革期の企業法（関俊彦先生古稀
記念論文集）』，2011年。（依頼論文）

・�論文：“External”�Corporate�Governance:�Argument�about�Hostile�Takeover�and�Poison�Pill�in�Japan，
Journal�of�Interdisciplinary�Economics，Vo1.17，（2006）

村上　裕　（ムラカミ　ヒロシ）　准教授
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  専門分野 
憲法学

  専門分野キーワード 
憲法の最高法規性，人身の自由，憲法解釈方法論

  共著，共編著，編著 
・�小山剛＝新井誠＝山本龍彦編『憲法のレシピ』　�尚学社　2007/04　238-246頁　（「Ⅸ－6　人権と国
際条約」）

・�長谷部恭男編『岩波講座　憲法6　憲法と時間』　岩波書店　2007/05　3-25頁（「第1章　革命と国家
の継続性」）

・�畑安次編『日本国憲法―主権・人権・平和』　ミネルヴァ書房　2010/10　69-87頁（「第5章　人身の自
由」），89-108頁（「第6章　信教の自由と政教分離原則」），209-228頁（「第12章　裁判所―司法への国
民参加（裁判員制度）―」），247-264頁（「第14章　地方自治と地方分権」）

・�新井誠＝小谷順子＝横大道聡編『地域に学ぶ憲法演習』　日本評論社　2011/11　72-81頁（「第2章　
石川・富山編　白山信仰と政教分離原則―地方公共団体による観光振興の憲法上の限界？」）

・�笹田栄司＝原田一明＝山崎友也＝遠藤美奈『トピックからはじめる統治制度』　有斐閣　2015/09　
25-34頁（「Unit3　法の支配と法治国家」），59-68頁（「Unit6　議会の構造―二院制あるいは一院制」），
113-122頁（�「Unit11　安全保障」），226-235頁（「Unit22　主要国の憲法改正手続の比較」），236-244
頁（「Unit23　日本における憲法改正問題」）

・�佐々木弘通＝宍戸常寿編著『現代社会と憲法学』　弘文堂　2015/11　121-134頁（「第8章　刑事手続
と『国民』」）（以上，すべて共著）

  論文・研究ノート 
・�「刑事判例の変更と憲法39条」富大経済論集52巻2号　2006/11　87-106頁　単著（査読なし）
・�「白山信仰と政教分離原則―地方公共団体による観光振興の憲法上の限界？」法学セミナー2010年7月
号　日本評論社　2010/06　52-55頁　単著（依頼原稿）

・�「『意に反する苦役』禁止（憲法18条後段）の現代的意義―裁判員制度を合憲とした平成23年最大判を契
機に―」岡田信弘＝笹田栄司＝長谷部恭男編『高見勝利先生古稀記念・憲法の基底と憲法論』　信山社　
2015/05　861-882頁　単著（依頼原稿）

・�「安保法雑感―近時の『護憲派』批判を契機に」法学セミナー2016年7月号　日本評論社　2016/06　
35-39頁　単著（依頼原稿）

・�「現代における『自己決定権』の存在意義」公法研究78号　有斐閣　2016/10　104-115頁　単著（依頼
原稿）

（以上，論文）
・�「公法判例研究（行為当時の最高裁判所の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと日
本国憲法39条）」北大法学論集53巻1号　2002/05　189-204頁　単著（査読あり）

・�「公立図書館職員による蔵書廃棄と表現の自由」法学教室別冊判例セレクト2007　2006/03　9-9頁　
単著（依頼原稿）

・�「大学の自治と警察権――愛知大学事件」高橋和之＝長谷部恭男＝石川健治編『憲法判例百選Ⅰ（第5
版）』　2007/02　130-131頁　単著（依頼原稿）

・�「住基ネットと憲法13条」ジュリスト臨時増刊平成20年度重要判例解説　2009/04　11-12頁　単著（依
頼原稿）

山崎　友也　（ヤマザキ　トモヤ）　准教授
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・�「在外日本国民の最高裁判所裁判官国民審査権」法学教室377号別冊付録判例セレクト2011〔Ⅰ〕　
2012/02　7-7頁　単著（依頼原稿）

・�「明治憲法下の法令の効力」長谷部恭男＝石川健治＝宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅱ（第6版）』　2013/12　
446-447頁　単著（依頼原稿）

・�「受刑者の選挙権行使」法学教室401号別冊付録判例セレクト2013〔Ⅰ〕2014/02　9-9頁　単著（依頼
原稿）

・�「民法が定める非嫡出子相続分区別制を違憲とした最大決平成25年9月4日について」金沢法学56巻2
号　2014/03　165-190頁　単著（査読なし）

（以上，判例評釈）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「裁判員制度を正当化する憲法理論とは何か」，2011年度日本法哲学会学術大会分科会報告，2011年
11月12日，一橋大学国立キャンパス（東京都）

・�「西村清貴『公務としての選挙権学説の法思想史的検討――パウル・ラーバントの権利論』に対するコメ
ント」，東京法哲研究会・法理論研究会合同研究会研究報告，2013年9月12日，同志社大学リトリー
トセンター（滋賀県）

・�「憲法96条改正問題をどうみるか」，石川県弁護士会シンポジウム基調講演「憲法96条改正問題を考え
る」，2013年9月21日，石川県教育会館（石川県）

・�「民法が定める非嫡出子相続分区別制を違憲とした最大決平成25年9月4日について」，2013年度第3
回北陸公法判例研究会判例研究，2013年10月27日，石川四高記念文化交流館（石川県）

・�「大会・シンポジウム　基調報告」，2014年度中部弁護士会連合会　大会・シンポジウム「人権保障の行
方〜もし，今，憲法が改正されたら？〜」，2014年10月17日，ANAクラウンプラザホテル金沢（石川県）

・�「現代における『自己決定権』の存在意義」，北海道大学公法研究会研究報告，2015年9月25日，北海道
大学札幌キャンパス（札幌市）

・�「現代における『自己決定権』の存在意義」，日本公法学会第1部会報告，2015年10月18日，同志社大
学今出川キャンパス（京都府）

・�「『安保法』雑感」，2015年度第3回北陸公法判例研究会研究報告，2015年11月15日，金沢大学サテラ
イトプラザ（石川県）

・�「『立憲主義』を学ぶ」，2016年度日本科学者会議北陸地区合同シンポジウム基調講演，2016年4月9日，
近江町いちば館交流プラザ（石川県）

・�「リベラリズム・憲法9条・安保法」，2016年度法理学研究会4月例会研究報告，2016年4月23日，同
志社大学今出川キャンパス（京都府）



−236−

  専門分野 
政治学

  専門分野キーワード 
選挙研究

  共著，共編著，編著 
・�共著：『二〇一三年参院選　アベノミクス選挙』白鳥浩編，ミネルヴァ書房，2016年。（分担：第1章）
・�共著：『二〇一二年衆院選　政権奪還選挙』白鳥浩編，ミネルヴァ書房，2016年。（分担：第5章）
・�共著：『論点　日本の政治』吉野孝他編，東京法令出版，2015年。（分担：第9章11，第10章3，4）
・�共編著：『現代日本の政治－政治過程の理論と実際』岡田浩・松田憲忠編，ミネルヴァ書房，2009年。（分
担：第1章，第9章）

・�共著：『政治変容のパースペクティブ』賀来健輔・丸山仁編，ミネルヴァ書房，2005年。（分担：第4章）
・�共著：『民主主義の国際比較』岩崎正洋他編，一藝社，2000年。（分担：第6章）

  論文・研究ノート 
・�論文：「党派性の地域的偏りの要因－「自民党王国」北陸・石川の検討－」『金沢法学』第59巻第1号，
2016年。（査読無）

・�研究ノート：「金沢市における「選挙に関する意識調査」報告書－2013年参院選における候補者イメー
ジを中心に－」『金沢法学』第56巻第2号，2014年。（査読無）

・�研究ノート：「金沢市における「選挙に関する意識調査」報告書－候補者イメージの投票行動への影響を
中心に－」『金沢法学』第53巻第2号，2011年。（査読無）

・�研究ノート：「金沢市における「選挙に関する意識調査」報告書�－選挙に関するメディア接触を中心に－」
『金沢法学』第49巻第2号，2008年。（査読無）
・�研究ノート（共著：足立研幾・岡田浩）：「石川県白山市における「選挙に関する意識調査」報告書」『金沢法
学』第49巻第2号，2007年。（査読無）

・�論文：「社会的クリーヴィッジと政党システム－日本における都市農村クリーヴィッジの検討」『日本比
較政治学会年報』第8号，2006年。（査読有）

・�論文：「自治体政策過程と住民－北海道釧路地域における市町村合併の事例の検討－」『釧路公立大学地
域研究』第14号，2005年。（査読無）

・�論文：「自民党得票構造の変化と55年体制の崩壊－都市と農村の比較を中心に－」『ポスト55年体制の
部分均衡論的分析－制度変革の中の日本政治－』（科研費研究成果報告書：課題番号15530097），2005
年。（査読無）

・�論文：「投票参加と有権者の社会的属性」『釧路公立大学地域研究』第12号，2003年。（査読無）
・�論文：「投票参加と社会的ネットワーク」『東北福祉大学研究紀要』第26巻，2002年。（査読無）
・�論文：「市町村合併と住民参加」『釧路公立大学地域研究』第11号，2002年。（査読無）
・�論文：「集合データによる投票率の分析」『東北福祉大学研究紀要』第24巻，2000年。（査読無）

  その他 
・�「衆議院の選挙制度改革－一人別枠方式廃止問題を考える－」『改革者』第52巻第8号，2011年。
・�「西平重喜著『世論をさがし求めて－陶片追放から選挙予測まで－』」『選挙研究』第26巻第2号，2010年。
（書評）
・�「ネット選挙と戸別訪問－公職選挙法の改正を考える－」『改革者』第51巻第1号，2010年。

岡田　浩　（オカダ　ヒロシ）　教授
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・�「民意に鈍感になった政党政治－自民惨敗から学ぶべきこと－」『改革者』第48巻第10号，2007年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「大物現職はなぜ大敗したか－石川県選挙区－」会議名：日本地方政治学会・日本地域政治学会2016年
度東京大会（2016年6月5日，立教大学）（口頭発表）

・�「保守王国石川の形成と変容」会議名：日本地方政治学会・日本地域政治学会�2015年度東京大会（2015
年5月31日，玉川大学）（口頭発表）

・�「日本における政党－社会関係の変容－小泉政権成立以降の自民党を中心に－」会議名：日本比較政治
学会2005年度研究大会（2005年6月26日，名古屋大学）（口頭発表）

・�「地方における政策課題と住民参加－北海道釧路地域における市町村合併問題を中心に－」会議名：日
本選挙学会2004年度研究大会（2004年5月15日，中央大学）（口頭発表）
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  専門分野 
政治思想史，社会哲学，ドイツ文学

  専門分野キーワード 
正義論，リベラリズム，ポスト構造主義

  著書 
・�『〈ジャック・デリダ〉入門講義』作品社，2016年。
・�『ハイデガー哲学入門』講談社，2016年。
・�『寛容と正義』明月堂書店，2015年。
・�『〈日本哲学〉入門講義』作品社，2015年。
・�『プラグマティズム入門講義』作品社，2015年。
・�『マックス・ウェーバーを読む』講談社，2015年。
・�『ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義』作品社，2014年。
・�『精神論ぬきの保守主義』新潮社，2014年。
・�『〈法と自由〉講義』作品社，2013年。
・�『〈ネ申〉の民主主義』明月堂書店，2013年。
・�『いまこそロールズに学べ』春秋社，2013年。
・�『カール・シュミット入門講義』作品社，2013年。
・�『危機の詩学』作品社，2012年。
他。

  共著，共編著，編著 
・�編著　『現代社会思想の海図』法律文化社，2014年。
・�編著　『政治思想の知恵』法律文化社，2013年。
他。

  翻訳 
・�単独訳：ハンナ・アーレント『カント政治哲学講義録』明月堂書店，2009年。
・�単独訳：アントニオ・ネグリ『ヨブ　奴隷の力』世界書院，2004年。
他。

  論文・研究ノート 
・�論文　「近代思想史と現代思想――ヨーロッパと日本」『神奈川大学評論』79号，2014年（依頼論文）。
・�論文　「リア充／非リア充の構造」：川上量生監修『ネットが生んだ文化＝角川インターネット講座04』
（角川学芸出版），2014年（依頼論文）。
他。�

  その他 
・�「政治思想史における「独裁」とは何か」『週刊金曜日』1090号，2015年。
・�「誰のための市政か　「富山市議報酬増問題・特別評論」」北日本新聞2016年6月21日付。
他。

仲正　昌樹　（ナカマサ　マサキ）　教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�「政治神学と例外状態」関西大学法学研究所第48回シンポジウム，2013年（招待講演）。
・�「進化と慣習と自由：ハイエクの「自制的秩序」論をめぐって」進化経済学会オータムコンフェランス
2013，2013年（招待講演）。

他
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  専門分野 
行政学・政治学

  専門分野キーワード 
地方自治，公共交通

  共著，共編著，編著 
・�西村茂「合併による行政と住民自治の変化－石川県白山市白山麓の自治会長アンケート調査から－」，
横山壽一・西村茂・武田公子編著『「平成の合併」検証と再生への提言』2015年8月，自治体研究社

・�西村茂「市町村内の周辺地域・中山間地への支援：自治体が果たすべき役割」，横山壽一・西村茂・武田
公子編著，前掲書

・�西村茂・廣田全男編『大都市における自治の課題と自治体間連携－第30次地方制度調査会答申を踏ま
えて－』自治体研究社(172頁)，査読無，7-32頁，2014年2月

・�西村茂「フランスの安全保障とテロ対策―近年の組織再編とその背景―」119-145頁。梅川正美編『比較
安全保障―主要国の防衛戦略とテロ対策』成文堂，2013年(288頁)。査読無

・�西村茂・柏原誠著『指定都市の区役所と住民自治―自治体アンケート調査報告』自治体研究社，2012年
所収(86頁)。査読無

・�西村茂(編著)『住民がつくる地域自治組織・コミュニティ』自治体研究社，2011年7月(240頁)，13-44頁。
査読無

  論文・研究ノート 
・�西村茂「フランスにおけるデマンド交通の特徴と課題－アルザス州バ＝ラン県現地調査報告－」『地域政
策研究年報　2015』(金沢大学地域政策研究センター)通巻5号，2016年3月　

・�西村茂・神谷浩夫・森山治・小熊仁「北海道･渡島半島の町会バス・福祉有償運送－函館市・知内町の取り
組み－」『地域政策研究年報　2015』(金沢大学地域政策研究センター)�通巻5号，査読無，頁，2016年
3月

・�西村茂・横山壽一・森山治・小熊仁「高知県･幡多半島のデマンド交通・過疎地有償運送－四万十市・土佐
清水市の取り組み－」『地域政策研究年報　2015』(金沢大学地域政策研究センター)�通巻5号，査読無，
頁，2016年3月

・�小熊仁・横山壽一・西村茂・森山治・神谷浩夫「過疎地域における乗合バスサービスの住民評価と政策的
課題〜北陸鉄道奥能登バス三崎線に対するコンジョイント分析〜」『運輸と経済』運輸調査局，2015年，
8月号（75巻）57-71

・�西村茂「合併による行政と住民自治の変化－石川県白山市白山麓の自治会長アンケート調査から－」『住
民と自治』2015年7月号（6月15日刊）26-30頁

・�西村茂・横山壽一・森山治・小熊仁「過疎地・福祉有償運送－北海道･後志地域の現地調査報告－」『地域
政策研究年報　2014』(金沢大学地域政策研究センター)�通巻4号，査読無，36-41頁，2015年3月

・�西村茂「地域福祉からみた公共交通」，金沢大学地域政策研究センター『珠洲市における多角的体系的な
公共交通政策の調査分析〜地域福祉の視点からとらえた交通ネットワークの形成に向けて〜』(金沢大
学受託研究報告書)�(121頁），査読無，89-93頁，2014年7月

・�西村茂・横山壽一・森山治・小熊仁「青森県佐井村の過疎地・福祉有償運送の実態：現地調査を踏まえて」
『地域政策研究年報　2013』通巻3号，査読無，25-31頁，2014年3月
・�西村茂「過疎地の公共交通における自治体の役割」『地域政策研究年報　2013』(金沢大学地域政策研究
センター)�通巻3号，査読無，111-118頁，2014年3月

西村　茂　（ニシムラ　シゲル）　教授
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・�西村茂「道州制と近接性・住民自治」『住民と自治』(自治体問題研究所)2013年6月号(通巻602号)，
22-25頁。査読無

・�西村茂「奥能登地域における地域公共交通をめぐって」『地域政策研究年報　2011』（金沢大学地域政策
研究センター）2012年3月，45-47頁。査読無

  口頭発表・ポスター発表 
・�西村茂「デマンド交通への公的補助：�人口低密度地域の公共交通持続可能性に関する日仏比較」�2016年
8月23日�東アジア経済経営学会・第31回韓日経済経営国際学術会議

・�西村茂「人口低密度地域の公共交通：フランスにおけるデマンド交通の法令と実態」2015年8月18日，
東アジア経済経営学会・第30回記念日韓国際学術大会
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  専門分野 
政治学

  専門分野キーワード 
公共政策，政治意識

  共著，共編著，編著 
・��（共編著）『政策科学のフィールド』晃洋書房，2006年。

  論文・研究ノート 
・�「争点考慮と政治的洗練―争点ビュッフェの問題―」『政策科学』19巻3号，51-63頁，2012。
・�「衆議院選挙における退出と抗議」18巻，125-136頁，2003年。
・�「博物館がもたらす文化的な影響と人々の博物館利用度のパス解析」村山皓編『施策としての博物館の実
践的評価』73-91頁，2001年。

・��「地域活性化の視点からの博物館の社会的効果の分析」村山皓編『施策としての博物館の実践的評価』
73-91頁，2001年。

  その他 
・�"Book�Review:�Nihon�ni�Okeru�Seiji�e�no�Shinrai�to�Fushin�(Political�Trust�and�Distrust�in�Japan),"�So-
cial�Science�Japan�Journal�(2015)�18�(1):�97-100.(First�published�online:�November�6,�2014)

  口頭発表・ポスター発表 
・�「『小さな政府』志向の検討」(日本選挙学会)(2016)

木村　高宏　（キムラ　タカヒロ）　准教授
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  専門分野 
国際関係論，国際関係思想

  専門分野キーワード 
自由主義，帝国主義，構成主義，正義と秩序，歴史認識，東アジア

  著書 
・�Beyond�the�Western�Liberal�Order:�Yanaihara�Tadao�and�Empire�as�Society,�Palgrave�Macmillan,�
2013.

  共著，共編著，編著 
・�共著：『記憶の共有を目指して』行路社,�2015年。（分担：第13章）
・�共著：Effective�Multilateralism:�Through�the�Looking�Glass�of�East�Asia,�ed.�Jochen�Prantl,�Palgrave,�
2013.（分担：第3章。Jochen�Prantl氏と共同執筆）

・�共著：Nhật Bản trong thời đại châu Á�[Japan�in�the�Age�of�Asia],�Thegioi�Publishers,�2013.（分担：pp.�
40-55）

・�共著：The�Vulnerable�Subject:�Beyond�Rationalism�in�International�Relations,� eds.�Amanda�Russell�
Beattie�&�Kate�Schick,�Palgrave,�2013.（分担：第9章）

・�共著：International�Relations�and�Non-Western�Thoughts:�Imperialism,�Colonialism�and�Investiga-
tions�of�Global�Modernity,�ed.�Robbie�Shilliam,�Routledge,�2010.（分担：第8章）

  翻訳 
・��単独訳�(ミカーリス・マイケル，ラリー・マーシャル，マイケル・シーゲル)『アジア太平洋の安全保障
－9.11事件以降』南山大学社会倫理研究所,�2006年。�

・�共訳:『多国間主義と同盟の狭間―岐路に立つ日本とオーストラリア』国際書院,�2006年。（分担，第1，4，
6，13章）

  論文・研究ノート 
・�論文：‘Sino-Japanese�Territorial�Dispute�and�the�Perception�of�Threat�and�Power�Transition,’�The�Pa-
cific�Review,�Vol.�29,�No.�2.�2016.（査読有）

・�論文：‘Nostalgic�Asianism�in�Postwar�Japan:�The�TV�Drama�Kaiketsu�Harimau,’�Electronic�Journal�of�
Contemporary�Japanese�Studies,�Vol.�14,�No.�1.�2014.（査読有）

・�論文：‘Global�Norm�Diffusion�in�East�Asia:�How�China�and�Japan�Implement�the�Responsibility�to�Pro-
tect,’�International�Relations,�Vol.�25,�No.�2,�2011.（Jochen�Prantl氏と共同執筆）（査読有）

・�論文：「グローバル規範形成の環状システム化―東アジアにおける保護する責任」『社会と倫理』25号，
2011年。（依頼原稿）

・�論文：「グローバル規範としての保護する責任の行方―日本と中国からの視点」『社会と倫理』22号，
2008年。（依頼原稿）

・��論文：‘“Pre-History”�of�International�Relations�in�Japan:�Yanaihara�Tadao’s�Dual�Perspective�of�Empire,’�
Millennium:�Journal�of�International�Studies,�Vol.�35,�No.�2,�2007.（査読有）

・��論文：‘Uncovering�Shokumin:�Yanaihara�Tadao’s�Concept�of�Global�Civil�Society,’�Social�Science�Ja-
pan�Journal,�Vol.�9,�No.�2,�2006.（査読有）

・�論文：「国際関係論における倫理と規範－信仰の人・矢内原忠雄の問題意識」『社会と倫理』第20号�2006

中野　涼子　（ナカノ　リョウコ）　准教授
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年。（査読有）
・�論文：‘Ikenberry,�American�Empire,�and�US-Japan�Relationship,’�Nanzan�Review�of�American�Studies�
2005。（依頼原稿）

・�論文：「矢内原忠雄と国際協調」『平和研究セミナー論集』第3号，2000年。
・�論文：「矢内原忠雄の国際平和の模索」�『六甲台論集―国際協力研究編』第1号，2000年。
・�書評‘Jennifer�M.�Welsh,�ed.�Humanitarian�Intervention�and�International�Relations�(Oxford�University�
Press,�2006),’『社会と倫理』第21号,�2007年。

  その他 
・�‘Proceedings:�Regional�Architecture�and�Framework�for�Cooperation’（Ja�Ian�Chongらと共同執筆）シン
ガポール国立大学，2015年。

・�「討論要約」『社会と倫理』第20号，南山大学社会倫理研究所，2006年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�‘Sino-Japanese�Territorial�Dispute,’�Singapore�Institute�of�Management,�November�2014.（招待講演）
・�‘Landscapes�of�Sovereignty�in�Asia�&�the�Pacific,’�Australian�National�University,�October�2014.（招聘討
論）

・�「シンガポールにおける日本占領の記憶」南山大学地域研究センター・アメリカ研究センター共同開催,�
2014年10月。（招待講演）

・�‘Japanese�Asianism�in�the�1950s�and�1960s:�Japanese�Hero�in�Asia,’�British�Association�for�Japanese�
Studies�(BAJS)�International�Conference,�6-7�September�2012.

・�‘Sino-Japanese�Territorial�Dispute�and�Its�Implications,’�Ateneo�de�Manila�University,�the�Philippines,�
January�2014.（招待講演）

・�‘The�Sea�of�Peace�or�Sea�of�War?�Sino-Japanese�Territorial�Dispute,’�Asian�Studies�Conference�Japan,�
29-30�July�2013.

・�‘Sino-Japanese�Territory�Dispute�and�Regional�Peace�and�Prosperity,’�Lee�Kuan�Yew�School�of�Public�
Policy,�Singapore,�November�2012.（招聘討論）

・�‘Yanaihara�Tadao:�The�Case�of�Civic�Liberalism,’�Association�for�Asian�Studies�(AAS)�Annual�Confer-
ence,�March�2012.

・�‘The�Diffusion�of�Global�Norm�in�East�Asia?�Chinese�and�Japanese�Perspectives�of�the�Responsibility�
to�Protect,’�九州大学，2010年6月。（招待講演）

・�‘Thinking�in�Time,’�Joint�conference�by�the�University�of�Oxford�and�Fudan�University,�Effective�Multi-
lateralism:�Through�the�Looking�Glass�of�East�Asia,�Fudan�University,�October�2009.（招聘討論）
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  専門分野 
外交史，国際関係論，政治学

  専門分野キーワード 
日米関係，外交史，日米同盟，貿易政策

  共著，共編著，編著 
・�『グローバルな時代の政治経済学』吉居史子,�編　(2017年？)�アンドリュー・ビートン他，「アメリカか
ら見たTPPと通商政策」コラム担当

Andrew Beaton　（アンドリュー　ビートン）　准教授
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  専門分野 
�国際関係論・国際関係史

  論文・研究ノート 
・�“The�Senkaku�Shoto�/�Diaoyu�Islands�and�Okinotorishima�Disputes:�Ideational�and�Material�Influenc-
es”,�China�Information:�A�Journal�on�Contemporary�China�Studies,� Vol.30�No.3�Sage�Publications�
(UK),�pp.�1-31,�(Contract�signed�and�Forthcoming�–�to�be�published�in�November�2016)�

・�“The�‘Lost�Decade’�in�Japan,�and�the�Rise�in�Negative�Sentiment�towards�China,”�Country-Specific�
Study�Project,�Volume�3,�Studies�on�Japan,�pp.�62-76,�Foreign�Policy�Research�Centre�(FPRC),�New�
Delhi,�India,�2015.1

・�“Uncharted�Waters�in�a�New�Era:�An�Actor-centered�Constructivist�Liberal�Approach�to�the�East�China�
Sea�disputes,�2003�–�2008,”�PhD.�Thesis,�St�Andrews�University,�2011�

  その他 
・�“Tokyo�and�the�Night�of�the�Firewind,”�The�Diplomat,�2016.2.24
・�“Yukio�Mishima�–�The�Lost�Samurai,”�Japan�Today,�2014.1.12
・�“Japanese�Premier�Takes�a�Reckless�Gamble,”�Asia�Times�Online,�2014.1.6
・�“Japan�and�China�Rattle�the�Ghosts�of�Nanking,”�Asia�Times�Online,�2013.1.6
・�“Remembering�Salvador�Allende,”�Open�Democracy,�2013.8.21

  口頭発表・ポスター発表 
・�“The�Pinnacle�(Senkaku�Shoto�/�Diaoyutai)�Islands�and�Okinotori�Disputes:�comparing�ideational�and�
material�influences,”�at�“China�Information�Special�Edition�Workshop:�The�Discourse�on�Boundaries�
and�Boundaries�of�Discourse�in�China's�Maritime�Disputes”,�at�the�University�of�Macau,�China�(De-
cember�5th�to�6th�2014).�Invited�Participant,�2014.12

・�“US�Christian�Zionism�and�the�Second�Coming:�An�Examination�of�the�Impact�of�American�Premillen-
nial�Dispensationalist�support�for�Israel’s�activities�upon�Palestinian�lives�within�the�occupied�Palestin-
ian�territories,”�at�the�2014�Asian�Symposium�on�Equity�and�Social�Justice�(October�26th�to�28th�2014),�
Hiroshima,�Japan,�2014.10

・�“Israeli�Checkpoints�in�the�West�Bank�and�Palestinian�Human�Rights:�The�case�of�Two�Young�Football�
Players,�Jawhar�Nasser�Jawhar�and�Adam�Abd�al-Raouf�Halabiya,”�at�the�Asian�Education�for�Peace�
and�Interfaith�Congress�(October�26th�to�28th�2014),�Hiroshima,�Japan,�2014.10

・��“Chinese�and�Japanese�Arguments�vis-à-vis�the�Okinotorishima�Dispute,”�at�the�Seventh�Global�Stud-
ies�Conference�(2014),�the�Center�for�Global�Studies,�Shanghai�University,�China,�2014.6

Senan James Fox　（セナン　ジェ－ムズ　フォックス）　准教授
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  専門分野 
政治学，政治コミュニケーション論，政治情報論

  専門分野キーワード 
政治とメディア，政治家の言葉

  共著，共編著，編著 
・�共著：“How�can�Japanese�citizens�read�and�understand�their�own�situation�in�the�Far�East�area�and�the�
world?:�An�approach�to�analyzing�a�national�newspaper”,�Martin�Riegl�and�Jakub�Landovský�(ed.),�Stra-
tegic�and�Geopolitical�Issues�in�the�Contemporary�World,�Cambridge�Scholars�Publishing,�July�2013,�
pp.�319-353.（分担）

・�共著：「韓国の環境政策」『地球温暖化と地域別環境貢献度』慶應義塾大学出版会�2009年3月�pp.�149-
211.

・�共著：“Political�Realignment�in�Nagano:�Hata�Tsutomu�and�the�New�Opposition�Challenge�the�LDP”　
Steven�R.�Reed�(ed.),�Japanese�Electoral�Politics:�Creating�a�New�Party�System,�London�and�New�
York:�Routledge�Curzon.�2003年7月�pp.�67-83.

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「国際理解科目としてのJATIS2015－その意義と課題－」『産研論集』第43号�2016年3月�
pp.�53-66.

・�論文（共著）：「トルコ交流セミナーの意義と役割に関する研究－渡航中止になったJATIS2014-15にお
ける学生の国際認識の変化に着目して－」『関西学院大学高等教育研究』第6号�2016年3月�pp.�29-45.

・�論文（共著）：「JATIS2013-14に基づく大学間国際交流の意義と課題」関西学院大学産業研究所『産研論
集』Vol.�42,�2015年3月�pp.�45-57.

・�論文（共著）：“Had�Information�Seeking�Been�Changed�After�3.11�Earthquake�of�Japan?:�In�View�of�De-
vices,�Media�Attitudes�and�SNS,”�Keio�Communication�Review,�No.36�2014年3月�pp.�37-51.

・�論文：「選挙と情報：2009年都議選における政治・政策情報のテキスト分析」『国際開発学研究』
Vol.13(1),�勁草書房�2013年9月�pp.�146-161.�（査読付き）

・�論文：「主要政党のネットCM特徴：2012年衆議院選挙の事例研究」国立政治大学国際関係研究中心『問
題と研究』42(3)�2013年7月�pp.�79-113.単著�（査読付き）

・�論文（共著）：｢選挙と情報：韓国第18代国会議員選挙における選管の広報活動とその課題｣『国際開発学
研究』Vol.11(1)�勁草書房�2011年9月�pp.�159-178.�（査読付き）

・�論文：「日本の若者の政治情報評価と政党評価」『国際開発学研究』Vol.9(1),�勁草書房．2009年9月�pp.�
47-66.�（査読付き）

・�論文（共著）：「Webサイトデータを活用した計量的人間関係解析のための指針－日本の国会議員Webサ
イトからみた政治家の中心性とグループ－」日本数理社会学会『理論と方法』Vol.�23�No.�1�2008年7月�
pp.�111-128.�（査読付き）

・�論文（共著）：「Webの計量言語学的分析からみた政治的感性の特徴」�感性工学会『感性工学研究論文集』
第7巻3号2008年3月�pp.�561-569.�（査読付き）

・�論文（共著）：「韓国のサイバー選挙と政治コミュニケーション：2004年第17代国会議員選挙の事例研究」
『国際開発学研究』Vol.7(1),勁草書房�2007年9月pp.�1-16�共著�（査読付き）
・�論文：「インターネット時代における東京都議会の広報と都議の政治情報の意識」情報メディア学会『情
報メディア研究』第3巻1号�2005年3月pp.�43-57.（査読付き）

山本　竜大　（ヤマモト　タツヒロ）　准教授
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・�研究ノート：「2003年衆議院選挙にみるホームページの利用の変化と政策・公約に関する分析」�日本選
挙学会『選挙学会紀要』No.�5�慶応義塾出版会�2005年11月�pp.�79-95.�（査読付き）

・�研究ノート：「ホームページのコンテンツ分析からみる県議会議員とその政策情報」日本公共政策学会
『公共政策研究』第4号�有斐閣�2004年12月�pp.�108-119.�（査読付き）
・�研究ノート（共著）：「日本の国会議員ホームページ開設に関する要因分析」日本選挙学会『選挙研究』18
号�木鐸社2003年1月pp.�214-228．（査読付き）

・�研究ノート（共著）：「国会議員による政治情報の発信に関する規定要因の分析－日韓の事例を参照しな
がら－」日本公共政策学会『公共政策研究』第2号�有斐閣�2002年10月�pp.�155-166.�（査読付き）

・�報告書（共著）：「中国通信機器市場の調査研究（平成11年度高度技術集約型等研究開発調査電気通信機
器市場動向の調査研究）」通信機械工業会・中国通信機器市場動向調査委員会　2000年

・�報告書（共著）：「ホームページにみる地方議員による政治情報の発信と公約に関する調査」財団法人大
川情報通信基金（同基金への研究助成報告書）2003年

・�報告書（共著）：「日韓の国会議員選挙におけるサイバーコミュニケーションと政治広告の研究」吉田秀
雄記念事業財団（同財団への研究助成報告書）2005年

  その他 
・�共著：「情報を見極めて。「皮膚感覚で政治を語ろう」」東京新聞・北陸中日新聞取材班編『女たちの政治　
女性参政権獲得から70年の荒野に立つ』明石書店　2016年3月�pp.�178-180.

  口頭発表・ポスター発表 
・�単独：“New�political�campaign�and�Newspaper�in�Japan:�Case�study�of�internet�campaign,”�:全球治理
與民主發展：台灣與日本的經驗比較�(National�Chenguchi�University,�Taipei,�Taiwan),�2015年3月.　

・�共同：「3.11�東日本大震災以降のメディア利用と情報行動の変化－デバイスを中心にした東京都民ウェ
ブ調査－」日本マス・コミュニケーション学会2013�年度総会および春季研究発表会　2013年6月.

・�単独：“Political�obstacles�among�Japan,�China,�and�East�Asian�countries:�Senkaku�Problem�by�politi-
cal�information�and�discourse�analyses,”�Peace�Initiative�and�Regional�Security�in�East�Asia�(National�
Chenguchi�University�in�Taipei,�Taiwan)�2012年12月.

・�単独：“What�can�Japanese�citizens�read�and�understand�their�own�situation�in�the�Far�East�area�and�
the�world?:�An�approach�to�analyzing�a�national�newspaper,”�2nd�International�Conference:�Strategic�&�
Geopolitical�Issues�in�the�Contemporary�World�(Charles�University,�Faculty�of�Social�Science,�Institute�
of�Political�Studies,�Prague�in�Czech�Republic)　2012年11月.

・�単独：“How�do�Japanese�youth�get�Political�Information?�:�A�case�study�of�undergraduates,”�Keio�Uni-
versity�Global�COE,�Center�of�Governance�for�Civil�Society,�“International�Symposium�on�Designing�
Governance�for�Civil�Society,”�(February�11,�2009:East�Building�Mita�Campus,�Keio�University)　2009
年2月.

・�単独：「政治的エージェントの言葉：2007年自民党総裁選候補のスピーチから」21世紀COEプログラム
「エージェントベース社会システム科学の創出」『第2回若手フォーラム予稿集』� 2008年1月.
・�単独：「日本における政治情報とキャンペーンの現状と課題の考察」計測自動制御学会・システム・情報
部門　第35回システム工学部会研究会，資料，（於：東京工業大学・すずかけ台キャンパス）　2005年
3月�単独

・�単独：「HP開設にみる日本の国会議員と情報発信の関係分析」日本公共政策学会�2002年度研究大会（於：
関西大学）2002年6月.

・�単独：「インターネットにみる自民党の派閥と政治情報発信の関係分析」日本社会情報学会（JASI），『第
16回全国大会研究発表論文集』Vol.16，No.1（於：早稲田大学）2001年10月.
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  専門分野 
行政学

  専門分野キーワード 
行政学，地方自治，政策過程，官僚制

  共著，共編著，編著 
【共著】
・�『大震災に学ぶ社会科学�第2巻�震災後の自治体ガバナンス』村松岐夫・恒川惠市�監修,�小原隆治・稲継裕
昭�編，東洋経済新報社，2015年（分担執筆；第13章）

  論文・研究ノート 
【論文】
・�“Collaborative�Mechanisms�among�Governments�in�Disaster�Management:�Intergovernmental�Com-
munications�during�the�Great�East�Japan�Earthquake,”�The�Asian�Review�of�Public�Administration,�
Vol.24,No.1-2,�EROPA,�2013.（招待論文）.

・�「行政監視機関としての消費者委員会設置の決定過程――行政のレピュテーションと行政機構改革」『行
政苦情救済＆オンブズマン』24巻9号，日本オンブズマン学会，2013年。（査読有）.

・�「政府の災害対応と復興をめぐる研究動向――国際行政学会における日本行政学会パネルセッションの
討議を通じて」『季刊行政管理研究』140号，行政管理研究センター，2012年。（査読無）.

・�「通商政策過程における制度の役割――農産物の自由化をめぐる二国間交渉の事例間比較」『公共経営研
究e』6号，早稲田大学大学院公共経営研究科，2012年。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「中央省庁の制度設計をめぐる90年代日本の政治過程」会議名：日本政治学会2016年度研究大会「行政
学（自由論題）」（2016年10月2日，立命館大学）

・�「府県-市町村関係の構図と動態�――災害廃棄物処理における岩手県・宮城県の役割分析を中心に」（共
著）会議名：日本公共政策学会2016年度20回研究大会（2016年6月12日，日本大学）

・�「ノンキャリア官僚研究のフロンティア――自治省特進組の人事システムの分析」会議名：日本行政学
会2015年度研究会�ポスターセッション「行政研究のフロンティア」（2015年5月9日，沖縄県男女共同
参画センター）（ポスター発表）

・�「東日本大震災と行政システム――被災自治体職員アンケートの調査結果から」会議名：日本行動計量
学会第42回大会�特別セッション「被災地サーヴェイによる東日本大震災の理解」（2014年9月5日，東
北大学）（招待報告）.

・�「災害廃棄物処理をめぐる自治体の政策選択」会議名：日本行政学会2014年度研究会�ポスターセッショ
ン「行政研究のフロンティア」（2014年5月24日，東海大学）（ポスター発表）

・�The�Government’s�Methods�of�Acquiring�Professionals�for�the�Crisis�Management�and�Reconstruc-
tion,�会議名：Eastern�Regional�Organization�for�Public�Administration�Conference�2013.（2013年10
月16日，総務省自治大学校）

・�「東日本大震災後における出向官僚の役割」会議名；日本政治学会2012年度研究大会�ポスターセッショ
ン「政治学のフロンティア」（2012年10月7日，九州大学）（ポスター発表）

・�Collaborative�Mechanisms�among�Governments�in�Disaster�Management:�Intergovernmental�Commu-
nications�during�the�Great�East�Japan�Earthquake,�会議名：2012�International�Congress�of�Interna-

河合　晃一　（カワイ　コウイチ）　講師
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tional�Institute�of�Administrative�Sciences.（2012年6月19日，Merida）
・�「日本の自由貿易協定をめぐる省庁間紛争の分析」会議名：日本政治学会2011年度研究大会�ポスター
セッション「政治学のフロンティア」（2011年10月9日，岡山大学）（ポスター発表）

・�A�Facet�of�Changes�in�Japanese�Local�Governments:�Transformation�of�Program�Development�Style�
in�Arakawa�City,�会議名：2011�International�Conference�on�Government�Performance�Management�
and�Leadership.（2011年10月2日，Oregon）
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  専門分野 
財政学

  専門分野キーワード 
公共事業，民主主義，自治

  共著，共編著，編著 
・�監修『異彩を放つ石川の百年企業』能登印刷出版部，2012年。
・�編著『「内発的発展」を支える企業家精神』能登印刷出版部，2010年。
・�編著『北陸地域経済学』日本経済評論社，2007年。

 �単著 
・�『日本経済の新たな展開と公共事業』日本郵政公社北陸支社，2004年。

  論文・研究ノート 
・�書評：「藤山浩著『田園回帰1％戦略』」『コミュニティ政策』第14号，2016年。（依頼論文／査読無）
・�論文：「『本源的自治体』としての住民自治組織の概念的検討」『地域政策研究年報2011』金沢大学，2012
年。（査読無）

・�論文：「日本の公共事業および反対運動の概観と現段階」『空間と環境』韓国空間環境学会，2012年（ハ
ングル）。（査読有）　（ハングル変換できないため日本語で表記）

・�書評：「森裕之『公共事業改革論』」『経済』第157号，2008年10月。（依頼論文／査読無）
・�論文：「公共事業をめぐる政策展開」『財政研究』第1巻，2005年。（査読有）

  その他 
・�「現代資本主義と公共事業・公私分担」『財政と公共政策』第32巻第1号，2010年。
・�「ゴミに埋まることを選んだ村」『環境と公害』第37巻第4号，2008年春。
・�『環境からみる私たちの社会』聖母の騎士社，2007年。（『聖母の騎士』連載コラム）の単行本化。
・�「自然再生型公共事業がやってくる」『現代用語の基礎知識2002』自由国民社，2002年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「公共事業をめぐる政策展開」日本財政学会第61回大会（2004年10月31日，東北学院大学）。
・�「長期不況下の公共事業」日本財政学会第60回大会（2003年10月25日，関西大学）。
・�「公共事業再評価の再評価」日本財政学会第59回大会（2002年10月26日，東京大学）。

碇山　洋　（イカリヤマ　ヒロシ）　教授
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  専門分野 
金融論，証券市場論，銀行論

  専門分野キーワード 
銀行の事業再生支援，ケインズ経済学

  著書 
・�『事業再生と銀行─経済学的接近と法制度概説─』昭和堂，2013年，全404ページ。（本書は公益財団法
人日本証券奨学財団の助成を得て出版された。）

  論文・研究ノート 
・�論文：「地域経済活性化支援機構の実績と役割──出口戦略の構築に向けて──」『金沢大学経済論集』
第37巻第2号，2017年。（査読なし）

・�論文：「中小企業金融円滑化法の廃止と早期事業再生」『金沢大学経済論集』第33巻第2号，2013年，
233－263ページ。（査読なし）

・�論文：「企業再生支援機構の全体像」『金沢大学経済論集』第32巻第2号，2012年，135－156ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生ADRの全体像」『金沢大学経済論集』第32巻第1号，2011年，105－124ページ。（査読なし）
・�研究ノート：「DIP型会社更生手続の概要」『金沢大学経済論集』第32巻第1号，2011年，147－156ペー
ジ。（査読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（10）」『金沢大学経済学部論集』第29巻第2号，2009年，263－299ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（9）」『金沢大学経済学部論集』第28巻第2号，2008年，239－276ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（8）」『金沢大学経済学部論集』第28巻第1号，2007年，235－263ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（7）」『金沢大学経済学部論集』第27巻第2号，2007年，175－203ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（6）」『金沢大学経済学部論集』第27巻第1号，2007年，233－263ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（5）」『金沢大学経済学部論集』第26巻第2号，2006年，179－213ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（4）」『金沢大学経済学部論集』第25巻第2号，2005年，223－262ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（3）」『金沢大学経済学部論集』第25巻第1号，2005年，177－211ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（2）」『金沢大学経済学部論集』第24巻第2号，2004年，207－240ページ。（査
読なし）

・�論文：「事業再生と銀行（1）」『金沢大学経済学部論集』第24巻第1号，2003年，267－301ページ。（査
読なし）

・�論文：「地域金融機関と企業再建」『地域経済ニューズレター』（金沢大学）No.62，2003年，4－9ページ。
（査読なし）
・�論文：「ケインズ経済学における『期待』」『金沢大学経済学部論集』第23巻第2号，2003年，219－270ペー

加藤　峰弘　（カトウ　ミネヒロ）　教授
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ジ。（査読なし）

  その他 
・�エッセイ：「72の法則」『田上新町ニュース』第114号，2016年，3－4ページ。
・�エッセイ：「逆選択と銀行」『田上新町ニュース』第112号，2015年，3－4ページ。
・�講演録：「サブプライム問題と証券化商品」『金沢大学サテライト・プラザ�ミニ講演録』第9巻第9号，
2008年，全21ページ。

・�事典の項目：『書府太郎──石川県大百科事典──』（上・下巻）北國新聞社，2005年。（「石川銀行」，「政
府系金融機関」，「のと共栄信用金庫」の項目担当）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「事業再生と銀行──事業再生ファンドの活用──」公益財団法人�日本証券経済研究所（東京研究所）定
例研究会，2013年8月。

・�「サブプライム問題と証券化商品」2009年11月，津幡町公開講座。
・�「サブプライム問題と証券化商品」サテライトプラザ・ミニ公演，2008年11月。
・�「金融情勢の変化と今後の課題─サブプライム問題の発生と拡大─」2008年度「公民科・社会科研究セ
ミナー」日本証券業協会主催，2008年8月。

・�「地域密着型金融に関するシンポジウム」（パネラーを務める）北陸財務局主催，2007年11月。
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  専門分野 
経済政策

  専門分野キーワード 
地域経済学

  共著，共編著，編著 
・�共著：『2025年の日本　破綻か復活か』勁草書房，2016年。（分担：第7章）
・�共編著：『金沢らしさとは何か』北國新聞社，2015年。（山出保氏，金沢まち・ひと会議と共同執筆）
・�共著：『再生可能エネルギーと地域再生』日本評論社，2015年。（分担；第1章）
・�共著：『自立と連携の農村再生論』東京大学出版会，2014年。（分担：第1章）
・�共著：『環境再生のまちづくり�―四日市から考える政策提言』ミネルヴァ書房，2008年。（分担：第5章）
・�共著：『基本ケースで学ぶ地域経済学』有斐閣，2008年。（分担：第4章，第12章）
・�共編著：『北陸地域経済学』日本経済評論社，2007年。（分担：第5章，終章）
・�共著：『地域再生の環境学』東京大学出版会，2006年。（分担：第6章第3節）
・�共著：『地域の力を日本の活力に』�（社）全国信用金庫協会，2005年。（分担：第4部第2章）
・�共著：『地域ルネッサンスとネットワーク』ミネルヴァ書房，2005年。（分担：第7章）
・�共著：『環境再生』有斐閣，2002年。（分担：第9章）

  翻訳 
・�単独訳：アルマンド・モンタナーリ「サステイナブル・シティの経験と挑戦�―欧州連合におけるその役
割」『環境と公害』33（3），2004年。

  論文・研究ノート 
・�論文：「垂直的国土構造の危機と地方都市の再生」『環境と公害』，45巻2号，2015年。（依頼論文）
・�論文：「日本の国民経済システムと東京経済の変化」『地域経済学研究』第28号，2014年。（依頼論文）
・�論文：「地域再生の比較制度アプローチ�―現代資本主義の危機と地域のサステイナビリティ」『エコノミ
ア』第63巻第1号，2012年。（依頼論文）

・�論文：「サステイナビリティと地域経済学」『地域経済学研究』第23号，2012年。（依頼論文）
・�論文：「現代日本の過疎化と地域経済」『環境と公害』41巻1号，2011年。（依頼論文）
・�論文：「技術促進型環境規制の対抗過程�―カリフォルニア州大気環境政策をめぐる政治経済動態―」『環
境と公害』40巻1号，2010年。（依頼論文）

・�論文：「文化のまちづくりと地域経済�―金沢を事例として」『環境と公害』38巻1号，2008年。（依頼論文）
・�論文（共著）：「日本におけるサステイナブル地域の可能性�―『環境文化都市』飯田の事例から」『環境と公
害』37巻4号，2008年。（依頼論文）

・�論文：「三重県・四日市の産業構造と産業政策�〜企業頂点型地域イノベーションシステムの検証」『金沢
大学経済論集』第42号，2007年。（査読無）

・�論文：「環境再生と地域発展戦略の媒介的制度条件�―川崎臨海部再生プログラムの検討を通じて」『環境
再生』環境経済・政策学会年報第10号，東洋経済新報社，2005年。（査読有）

・�論文：「京浜臨海部の産業構造と環境再生」『環境と公害』34巻3号，2005年。（依頼論文）
・�論文：「川崎エコタウンの地域的環境経済システム」『金沢大学経済学部論集』第23巻第2号，2003年。（査
読無）

・�論文：「環境政策による技術促進戦略�―カリフォルニア州低排ガス自動車プログラムの制度運用―」『経
済発展と環境保全』環境経済・政策学会年報第6号，東洋経済新報社，2001年。（査読有）

・�論文：「欧州サステイナブル・シティの展開」『環境と公害』31巻1号，2001年。（依頼論文）

佐無田　光　（サムタ　ヒカル）　教授
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・�論文：「地域経済と環境政策�―南カリフォルニアの大気汚染改善プログラム―」『地域経済学研究』第9・
10合併号，2000年。（査読有）

・�書評：「田中利彦『先端産業クラスターによる地域活性化』」『中小企業季報』通巻第172号，2015年。（依
頼原稿）

・�書評：「入谷貴夫『地域と雇用を作る産業連関分析入門』」『住民と自治』2012年10月号。（依頼原稿）
・�書評：「大田康博『山口県周南地域における『小さな移出産業』の誕生�―成熟産業の再生による地域産業
振興―』」『中小企業季報』通巻第159号，2011年。（依頼原稿）

・�書評：「諸富徹『地域再生の新戦略』」『社会運動』363号，2010年。（依頼原稿）
・�書評：「畑明郎『拡大する土壌・地下水汚染』」『環境と公害』34巻2号，2004年。（依頼原稿）

  その他 
・�「北陸新幹線の開通と地域経済への影響」『経済科学通信』第138号，2015年。（依頼原稿）
・�「現代日本の地域産業論�―北陸から21世紀の地方都市像を展望する」『地域経済学研究』第24号，2012
年。（依頼原稿）

・�「比較産業システムアプローチによる北陸経済研究」『地域公共政策研究』第19号，2011年。（依頼原稿）
・�「北陸経済のポスト工業化再考」『北陸経済研究』No.364，2009年。（依頼原稿）
・�「地球環境保全と都市経済�―米国サステイナブル地域の動向」『地域開発』vol.522，2008年。（依頼原稿）
・�「四日市地域経済の現状と再生の課題」『環境と公害』37巻2号，2007年。（依頼原稿）
・�「京浜臨海部の再生と地域経済�〜地域比較の観点から」『専修大学都市政策研究センター年報』第3号，
2007年。（依頼原稿）

・�「環境と地域経済の再生」『環境と公害』35巻1号，2005年。（依頼原稿）
・�「サステイナビリティ原理による地域的社会統合�―欧米における維持可能な地域づくりの動向から」
『21世紀フォーラム』第86号，2003年。（依頼原稿）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“East�Asian�Capitalism�and�Japanese�Regional�Policies：�A�Crisis�of�the�Centralization�Model”,�Interna-
tional�Symposium�on�an�New�Paradigm�for�Regional�Development�（3rd�KARP�International�Sympo-
sium）,�10th�Sep�2015,�Incheon,�Korea

・�「東アジア資本主義の変化と北陸経済の課題」第30回日韓経済経営国際学術会議（於・金沢歌劇座），
2015年8月16日

・�「日本の国民経済システムと東京経済の変化」日本地域経済学会第25回東京大会（於・駒澤大学），2013
年12月1日

・�「まちづくり政策の視点�―地域経済のサステイナブルなマネジメント」自治体議会政策学会第12期自
治政策講座（於・金沢）第5講義，2010年10月21日

・�「技術促進型環境規制と地域経済�―カリフォルニア州大気環境政策をめぐる2000年代の政治経済動態―」
日本地域経済学会第21回奈良大会（於・奈良女子大学），2009年12月13日

・�「ポスト大量生産体制の展開と地域のサステイナビリティ�―米・欧・日の比較と学説整理」日本地方自
治学会2008年度研究会（於・同志社大学新町キャンパス），2008年11月9日

・�「京浜臨海部の産業構造と環境再生」日本地域経済学会第16回横浜大会（於・横浜国立大学）地域公開シ
ンポジウム「京浜臨海部の都市再生」2004年11月7日

・�「川崎エコタウンの地域的環境システム」日本地域経済学会�第14回岐阜大会（於・岐阜大学），2002年
11月10日

・�「技術促進型環境規制の効率性評価�―カリフォルニア州低排ガス自動車プログラムのケーススタディ」
環境経済・政策学会2000年大会（於・つくば国際会議場）セッションH-1�環境問題と政策・制度の評価�
（その1）�，2000年9月30日
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  専門分野 
財政学，地方財政論

  専門分野キーワード 
政府間財政関係論，ドイツ自治体財政，地域的雇用政策

  著書（単著） 
・�『ドイツ・ハルツ改革における行財政関係―地域雇用政策の可能性―』法律文化社，2016年（全194頁）。
・�『地域戦略と自治体行財政』世界思想社，2011年12月。（全287頁）
・�『ドイツ自治体の行財政改革―分権化と経営主義化―』法律文化社，2003年10月（全225頁）。（2004年
日本地方財政学会佐藤賞受賞）

・�『ドイツ政府間財政関係史論―第二帝政期からヴァイマル期ゲマインデ財政を中心に―』勁草書房，
1995年1月（229頁）。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『テキストブック現代財政学』植田和弘・諸富徹編，有斐閣，2016年。（分担個所：第18章　国と
地方の財政関係（295〜312頁））

・�共編著：『平成合併を検証する―白山ろくの自治・産業・くらし』横山壽一・武田公子・竹味能成・市原あ
かね・西村茂・岡田知弘・いしかわ自治体問題研究所編，自治体研究社，2015年。（分担箇所：「第2章　
合併前後の財政状況と行財政改革」（31〜52頁）／「第6章　合併から10年の白山ろく―聞き取り調査
から―」（121〜146頁））

・�共著：『検証　被災者生活再建支援法』関西学院大学災害復興制度研究所編，関西学院大学出版会，
2014年3月。（分担箇所：第2部第1章「能登半島地震被災地輪島市の事例」（95〜102頁））

・�共著：『Basic地方財政論』重森暁・植田和弘編，有斐閣，2013年。（分担箇所「第9章　地方自治の財政基盤」
（163〜179頁））
・�共著：『第一次分権改革後10年の検証』日本地方自治学会編，敬文堂，2012年8月。（分担箇所：「三位
一体改革の帰結と財源保障制度の将来像」（51〜72頁））

・�共著：Walter�Hanesch/Hisashi�Fukawa�（Hg.）,�Das�letze�Netz�sozialer�Sicherung�in�der�Bewährung,�No-
mos�2012.（分担箇所：Kimiko�TAKEDA,�Trägerschaft�und�institutionelle�Struktur�der�Sozialhilfe�in�Japan�
（S.175-197））
・�共著：『Basic現代財政学（第3版）』重森暁・鶴田廣巳・植田和弘編，有斐閣，2009年5月。（分担箇所：第
17章　国と地方の財政関係（331〜360頁））

・�共著：『セミナー現代地方財政Ⅱ』宮本憲一・鶴田廣巳編，勁草書房，2008年11月。（分担箇所：第3章　
ドイツの州・地方財政（103〜130頁））

・�共編著：『地域再生をめざして－能登に生きる人々』武田公子・いしかわ自治体問題研究所編，自治体研
究社，2008年3月（全122ページ）。

・�共著：『NPMの検証―日本とヨーロッパ』岡田章宏･自治体問題研究所編，自治体研究社，2005年8月。（分
担箇所：第7章　ドイツにおけるNPM改革―新制御モデルの成果と限界―（197〜227頁））

・�共著：『租税原理から税制改革を検証―法人事業税・消費税―』日本租税理論学会編，法律文化社，
2004年11月。（分担箇所：Ⅰ　シンポジウム　租税原理から税制改革を検証する／1　法人事業税の外
形課税―ドイツ営業税改革論議が示唆するもの（1〜16頁）／7　討論　租税原理から税制改革を検証
する（116〜143頁））

・�共著：『構造改革と地方財政―分権的税財政システムへの展望』重森暁・田中重博編，自治体問題研究社，

武田　公子　（タケダ　キミコ）　教授
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2004年7月。（分担箇所：第7章　日本型NPMと市民参加型財政運営（231〜263頁））
・�共著：『市町村合併の幻想』岡田知弘・京都自治体問題研究所編，自治体研究社，2003年7月。（分担箇所：
第4章　合併と自治体財政（75〜100頁））

・�共著：『Basic現代財政学（新版）』重森暁・鶴田廣巳・植田和弘編，有斐閣，2003年6月。（分担箇所：第
16章　国と地方の財政関係（339〜356頁））

・�共著：『雇用政策と公的扶助の交錯―日独比較：公的扶助における稼働能力の活用を中心に―』布川日佐
史編著，御茶の水書房，2002年。（分担箇所：第6章　自治体扶助費問題と行政改革（173〜200頁））

・�共著：『社会保障と財政』日本財政法学会編，龍星出版，2001年4月。（分担箇所：Ⅰ.シンポジウム・社
会保障と財政／ドイツの社会保障財政－社会扶助と自治体財政を中心に（74〜90頁）・討論）

・�共著：『地域と自治体第26集　地方税財源の改革課題』関野満夫・自治体問題研究所編，自治体研究社，
2001年3月。（分担箇所：第2章「住民税と地方所得税」（45〜76頁））

・�共著：『福祉社会を築く』冨士田邦彦編，文理閣，2000年。（分担箇所：第4章「『福祉国家の危機』と政策
体系の変容」）

・�共著：『Basic現代財政学』重森暁・鶴田廣巳・植田和弘編，有斐閣，1998年6月。（分担箇所：第14章　
国と地方の財政関係（283〜300頁））

・�共著：『生活経済思想の系譜』小野秀生編，青木書店，1996年3月。（分担箇所：第2章　自由主義から社
会改良へ―J.S.ミル―（37〜53頁）／第5章　「人間生活の改良の道具」としての経済学―ピグウ『厚生経
済学』より―（87〜102頁）／第11章　周辺部視座からの生活経済論―世界システム論を中心に－（195
〜211頁））

  論文・研究ノート 
・�論文：「過疎地域を支える人的資源―能登町におけるアンケート調査より―」『金沢大学経済論集』第36
巻第1号，2015年12月（71〜92頁）。（査読無）

・�論文：「対貧困政策としての地域的雇用政策―ドイツ求職者基礎保障の事例を中心に―」『地域経済学研
究』第29号，2015年3月（60〜78頁）。（依頼論文）

・�論文：「資料提供と論点提示―ミニシンポ『格差と貧困をめぐる日独比較』―」『金沢大学地域政策研究セ
ンター年報2014』2015年3月（146〜148頁）。（査読無）

・�論文：「過疎地域を支える人的資源―能登町におけるアンケート調査より―」『地域政策研究年報2014』，
2015年3月（90〜100頁）。（査読無）

・�論文（共著）：武田公子・小熊仁・西村茂・横山壽一「過疎地域を内包する自治体における公共交通体系の
選択」『金沢大学経済論集』第34巻第2号，2014年3月（155〜188頁）。（査読無）

・�論文：「生活保護と地方財政」『季刊公的扶助研究』第228号，2013年3月（34〜42頁）。（査読無）
・�論文（共著）：武田公子・横山壽一・久保美由紀・小柴有理江・神崎淳子「過疎集落の生活実態にみる政策
課題―�珠洲市内三集落調査より―」『日本海域研究』第44号，2013年3月（71〜93頁）。（査読有）

・�論文：「復興予算と自治体財政―陸前高田市の事例を中心に―」日本災害復興学会誌『復興』第6号（Vol.4�
No.2），2013年3月（29〜34頁）。（依頼論文）

・�論文：「石川県内の公立病院―奥能登4病院を中心に―」『いのちとくらし』第41号，2013年2月（36〜
44頁）。（依頼論文）

・�論文：「震災と自治体財政―陸前高田市と過去の被災地の事例から―」『経済論集（愛知大学）』第190号
（宮入興一教授退職記念号），2013年1月（291〜312頁）。（依頼論文）
・�論文：「ドイツ社会保障制度における政府間関係」『海外社会保障研究』第180号，2012年9月（27〜40頁）。
（依頼論文）
・�論文：「財政連邦主義をめぐる論点とドイツ連邦制の今日的課題」『西洋史研究』新輯第40号，2011年
（171〜183頁）。（依頼論文）
・�論文：「震災復興における行財政の役割」金沢大学能登半島地震学術調査部会『能登半島地震から学ぶ』
2011年3月（53〜61頁）。（査読無）
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・�論文：「個人所得課税をめぐる諸論点」『立命館経済学』第59巻第6号，2011年3月（277〜294頁）。（依
頼論文）

・�論文：「災害と復興におけるコミュニティ施設の意義―能登半島地震被災地の事例から―」『建築とまち
づくり』388号，2010年5月（31〜34頁）。（依頼論文）

・�論文：「ローカルな「貧困との闘い」の可能性―EUの枠組みにおけるドイツの事例を中心に―」『彦根論
叢』第382号，2010年1月，（81〜107頁）。（依頼論文）

・�論文：「震災と自治体財政―輪島市の事例を中心に―」『金沢大学経済論集』第30巻第1号，2009年12
月（247-272頁）。（査読無）

・�論文：�「ドイツにおける社会扶助と就労支援」『医療・福祉研究』第18号，2009年3月（62〜71頁）。（依
頼論文）

・�論文：「交付税交付金を通じた政策誘導と財源保障機能」『金沢大学経済論集』第29巻第1号，2008年12
月（245〜267頁）。（査読無）

・�論文：「ドイツ統一後の自治体財政―地域間格差の現状と施策―」『金沢大学経済学部論集』第28巻第2
号，2008年3月（197〜221頁）。（査読無）

・�論文：「『貧困との闘い』と地方財政」『地方財政』第46巻第12号，2007年（4〜9頁）。（依頼論文）
・�論文：「ドイツ社会扶助制度改革と自治体財政への影響」日本地方財政学会『三位一体改革のネクスト・
ステージ』勁草書房，2007年（123〜143頁）。（査読有）

・�論文：�「税源移譲の積み残し課題」『地方税』第57巻第7号，2007年7月（11〜17頁）。（依頼論文）
・�論文：「ハルツIV改革とドイツ型財政連邦主義の行方」『金沢大学経済学部論集』第27巻第2号，2007年
3月（149〜173頁）。（査読無）

・�論文：�「地方税財政改革の現段階」『住民と自治』通巻527号，2007年3月（24〜27頁）。（依頼論文）
・�論文：「生活保護と自立支援をめぐる財政問題」『賃金と社会保障』1431号，2006年12月（4-19）。（査読無）
・�論文：「ハルツIV法によるドイツ社会扶助改革と政府間財政関係の進展」『金沢大学経済学部論集』第26
巻第2号，2006年3月（125〜155頁）。（査読無）

・�論文：「ドイツ社会扶助制度改革と自治体財政」『賃金と社会保障』1406号，2005年11月（21〜30頁）。（依
頼論文）

・�論文：「ドイツ版NPMの10年―新制御モデルの成果と限界」『福祉社会研究』第4/5合併号，2005年2月（21
〜40頁）。（査読無）

・�論文：「ドイツにおける自治体間財政調整の動向―牽連性原則と州･自治体間協議―」『京都府立大学学
術報告（人文・社会）』第56号，2004年12月（105〜119頁）。（査読無）

・�論文：「ドイツのNSM改革と『規制緩和』」『月刊自治研』第46巻第3号，2004年3月（64〜71頁）。（依頼論文）
・�論文：�「ドイツ財政をめぐる諸問題」『財政と公共政策』第26巻第1号，2004年2月（87〜96頁）。（依頼
論文）

・�論文：「合併の財政問題―交付税措置を中心に―」『経済科学通信』102号，2003年8月（21〜25頁）。（依
頼論文）

・�論文：「税源移譲と個人所得課税」『住民と自治』第473号，2002年9月号（22-27頁）。（依頼論文）
・�論文：「ドイツ自治体におけるNPM型改革の状況―｢新制御モデル｣を中心に―」『都市問題研究』54-4，
2002年4月号（59〜72）。（依頼論文）

・�論文：�「京都府の財政危機と打開への道」『季刊　自治と分権』第6号，2002年1月（52〜61頁）。（依頼論文）
・�論文：「ドイツにおける自治体新会計モデル」『福祉社会研究』第2号，2001年（15〜27頁）。（査読無）
・�論文：「ドイツ自治体の行政改革―『新制御モデル』をめぐって―」『福祉社会研究』第1号，2000年7月（36
〜47頁）。（査読無）

・�論文：「ドイツ自治体間財政調整問題―ニーダーザクセン州の事例を中心に」『都市問題』第91巻第4号，
2000年4月（81〜116頁）。（査読有）
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  その他 
・�「『貧困』に地域はどう取り組むのか―ドイツ求職者基礎保障の事例を中心に」『地域経済�（岐阜経済大学
地域経済研究所）』第34集（57〜71頁），2015年。（講演記録）

・�いしかわ自治体問題研究所地方財政研究会・武田公子編『調べてみました！わがまちのおさいふ事情―
住民による財政分析』2013年11月。担当箇所：「自治体財政分析の方法と本報告書までの経緯」（1〜5
頁），「穴水町の財政状況―病院会計に焦点を当てて―」（17〜22頁），「原発立地自治体の財政―志賀
町―」（23〜27頁），「津幡町の財政―内灘町と比較して―」（28〜33頁）。（報告書）

・�「生活保護が増えたら自治体財政は大変？」尾藤廣喜，小久保哲郎，吉永純編著『生活保護会改革　ここ
が焦点だ』あけび書房，2011年。（89〜91頁）（コラム執筆）

・�佐藤進・小倉襄二監修『現代社会保障・福祉小事典』法律文化社，2007年2月。（担当箇所：「社会保障と
財政」（86〜87頁））（項目執筆）

・�「日本財政学会第62回大会」『財政と公共政策』第28巻第1号､ 2006年5月（104〜106頁）。（学会動向）
・�京都府政研究会編『京都府･市町村の連携を探る―自治の強化をめざして』つむぎ出版，2005年12月。（担
当箇所：第四章2　京都府におけるNPM型改革，59〜71頁）（報告書）

・�世利洋介『現代スイス財政連邦主義』（九州大学出版会，2001年），日本地方財政学会編『分権型社会の
制度設計』2005年11月（169〜174頁）。（書評）

・�槌田洋『分権型福祉社会と地方自治』（桜井書店，2003年）『経済科学通信』No.107，2005年4月。（70〜
71頁）（書評）

・�「ドイツ各州における自治体財政調整の新段階」『地方分権に関する基本問題についての調査研究会報告
書』2005年3月，財団法人自治総合センター。（34〜45頁）（報告書）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「地方創生と政府間財政関係」日本財政学会第72回大会（2015年10月17日於中央大学後楽園キャンパ
ス）（メインシンポジウム「アベノミクスと税財政改革」のパネル報告）

・�「求職者基礎保障の実施主体をめぐって―地域雇用政策の担い手はだれか?―」　社会政策学会2011年
春季大会（2011年5月22日，於明治学院大学）

・�「三位一体改革の帰結と財源保障制度の将来像」日本地方自治学会2009年大会（2009年11月7日，於
静岡大学）（招待報告）

・�「ローカルな「貧困との闘い」の可能性―EUの枠組みとドイツの事例を中心に―」日本財政学会第66回
大会（2009年10月17日，於明治学院大学）

・�「ドイツ統一後の自治体財政―地域間格差の現状と施策―」日本財政学会第64回大会（2007年11月28
日，於明治大学）

・�「ドイツ社会扶助制度改革と自治体財政への影響」日本地方財政学会第14回大会（2006年5月28日，於
東洋大学）

・�「法人事業税の外形課税―ドイツ営業税改革論議が示唆するもの」日本租税理論学会第16回大会（2003
年11月，於大阪経済大学）�（招待報告）

・�「ドイツ自治体の予算・会計制度改革」日本財政学会第58回大会（2001年10月，於関西学院大学）
・�「ドイツ市町村における『新制御モデル』の導入」日本地方財政学会第8回大会（2000年6月4日，於横浜
国立大学）

・�「ドイツの社会保障―社会扶助と自治体財政を中心に」日本財政法学会第18回大会（2000年3月17日，
於関西大学）（招待報告）
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  専門分野 
ヨーロッパ金融史

  専門分野キーワード 
銀行史,�中世史,�近代史

  著書 
・�『ナショナリズム,�ステイティズム,�ポピュリズム――世界システムと国民国家の位置』三嶺書房,�1990
年7月.

  共著，共編著，編著 
・�「ヨーロッパ統合の初期局面とイタリアの統合政策」（単著）�弁納才一・鶴園裕編『東アジア共生の歴史的
基盤――日本・中国・南北コリアの対話』御茶の水書房,�2008年2月,�137-160ページ.

・�「フランスにおけるイタリア人移民の統合――19世紀中葉から第1次世界大戦にかけて」（単著）　野村
真理・弁納才一編『地域統合と人的移動――ヨーロッパと東アジアの歴史・現状・展望』御茶の水書房,�
2006年3月,�21-50ページ.

・�「近現代ヨーロッパにおける地域統合と人的移動――歴史的概観」（共著）�野村真理・弁納才一編『地域統
合と人的移動――ヨーロッパと東アジアの歴史・現状・展望』御茶の水書房,�2006年3月,�5-20ページ.

・�「金本位制期の国際通貨システム――19世紀末から戦間期」（単著）�本山美彦編著『世界経済論――グ
ローバル化を超えて』ミネルヴァ書房,�2006年2月,�141-156ページ.

・�「世界ブルジョアジーと国内ヘゲモニーとの力学――ウォーラースティン,�グラムシ,�ストレンジ」（単
著）�情況出版編集部編『世界システムを読む』情況出版,�2000年9月,�所収,�96-109ページ.

・�「世界史」（単著）�マルクス･カテゴリー辞典編集委員会編『マルクス･カテゴリー事典』青木書店,�1998年
3月,�所収,�353-356ページ.

・�「資源開発とナショナリズム――マレーシアの事例」（単著）�本山美彦編著『開発論のフロンティア』同文
舘,�1995年7月,�所収,�179-203ページ.

・�「中世の貨幣論――商人,�君主,�教会の関係をめぐって」（単著）�本山美彦編著『貨幣論の再発見』三嶺書
房,�1994年4月,�48-68ページ.

・�「ジョリッティ政治と国家主義の突出」（単著）�石堂清倫,�いいだもも,�片桐薫編『生きているグラムシ―
―グラムシ没後50年記念論文集』社会評論社,�1989年1月,�所収,�380-394ページ.

・�「世界システムと貿易――『中枢』国家と企業の位相」（単著）�本山美彦編著『貿易論のパラダイム』同文舘,�
1987年5月,�所収,�203-228ページ.

  翻訳 
・�チャールズ・P・キンドルバーガー『経済大国興亡史　1500－1990』（上）（下）（単著）�岩波書店,�2002年
8月.

  論文・研究ノート 
・�論文：「19世紀末から20世紀初め（1880〜1910年代）のイギリスにおける株式銀行の発展と銀行エリー
トの構造――『銀行エリート』分析の一階梯として（4）」『金沢大学経済論集』第36巻第2号,�2016年3月,�
75-98ページ.（査読無）

・�論文：「19世紀末から20世紀初め（1880〜1910年代）のイギリスにおける株式銀行の発展と銀行エリー
トの構造――『銀行エリート』分析の一階梯として（3）」『金沢大学経済論集』第36巻第1号,�2015年12月,�
35-70ページ.（査読無）

中島　健二　（ナカシマ　ケンジ）　教授
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・�論文：「19世紀中頃（1820〜70年代）のイギリスにおける伝統的なバンカーと株式銀行の競合――『銀
行エリート』分析の一階梯として（2）」『金沢大学経済論集』第35巻第1号,�2015年1月,�1-36ページ.（査
読無）

・�論文：「19世紀中頃（1820〜70年代）のイギリスにおける伝統的なバンカーと株式銀行の競合――「銀
行エリート」分析の一階梯として（1）」『金沢大学経済論集』第34巻第2号,�2014年3月,�119-154ペー
ジ.（査読無）

・�論文：「『普遍的普遍主義』の可能性」（単著）�『情況』情況出版,�2008年11月,�103-115ページ.�（依頼論文）
・�論文：「イラク戦争後の世界システム――アメリカとヨーロッパの対抗関係」（単著）『アソシエ』御茶の
水書房,�第15号,�2005年3月,�103-116ページ.（依頼論文）

・�論文：「イギリス帝国と国民国家―アメリカ帝国との比較」（単著）『アソシエ』御茶の水書房,�第14号,�
2004年12月,�153-165ページ.（依頼論文）

・�論文：「イギリス・シティによる国内ヘゲモニーと国際金融ヘゲモニーの連関――19世紀末〜第1次世
界大戦」（単著）�日本国際経済学会編『国際経済（第62回�全国大会報告号）』第55号,�2004年8月,�244-
246ページ.（査読無）

・�論文：「グラムシ『市民社会』概念の拡張のための一試論」（単著）�金沢大学経済学会『金沢大学経済論集』
第41号,�2004年3月,�49-65ページ.（査読無）

・�論文：「世界ヘゲモニー概念の再構成――ウォーラースティンのジオカルチュア論をふまえて」（単著）�
金沢大学経済学会『金沢大学経済論集』第40号,�2003年3月,�45-60ページ.（査読無）

・�論文：「21世紀の世界システム�――�<国家－企業>の行方」（単著）『アソシエ』御茶の水書房,�第4号,�
2000年10月,73-85ページ.（依頼論文）

・�論文：「第1回十字軍とユダヤ人迫害――日常性と事件性との連関」（単著）�金沢大学経済学会『金沢大学
経済論集』第37号,�2000年3月,�83-117ページ.（査読無）

  その他 
・�書評：「恒木健太郎『「思想」としての大塚史学――戦後啓蒙と日本現代史』（新泉社,�2013年）」『図書新聞』
3117号,�2013年7月6日.

・�学術エッセイ：「『百年に一度の危機』――1929年恐慌と2008年危機を比較する」金沢大学人間社会学
域『CURES　地域経済ニューズレター』第85号,�2009年8月,�11-13ページ.

・�書評：「ピーテルス『グローバル化か帝国か』（法政大学出版局,�2007年）――国際的なヘゲモニーと国内
的なヘゲモニーの連関の観点から」（単著）『金沢大学経済論集』第29巻第2号,�2009年3月,�389-412ペー
ジ.�（査読無）

・�学術エッセイ：「全米を疾駆したフリーダム・トレインに想う」（単著）『アソシエ21　ニューズレター』
2006年7月,�2-5ページ.

・�書評：「移民問題とヨーロッパ統合問題に揺れるフランス」（単著）『Int’lecowk�国際経済労働研究』第957
号,�2006年2月,�22-24ページ.

・�書評：「アメリカはなぜ『帝国』として振る舞うのか――その行動原理を探る」（単著）『Int’lecowk�国際経
済労働研究』第946号,�2005年1月,�22-24ページ.

・�書評：「市民社会に託される日本と世界の『豊かさ』――官民二元論を超えて」（単著）『Int’lecowk�国際経
済労働研究』第941号,�2004年7月,�102-104ページ.

・�書評：「『開発』を乗り越える人間と社会のあり方を考える」（単著）『Int’lecowk�国際経済労働研究』第936
号,�2004年1月,�22-24ページ.

・�学術エッセイ：「キンドルバーガー氏の功罪」（単著）『エコノミスト』2003年8月19日号,�96-99ページ.
・�書評：「グラムシを現代に活かす」（単著）『Int’lecowk�国際経済労働研究』第931号,�2003年7月,�20-22
ページ.

・�書評：「国際社会のリーダーの条件とは何か――現代アメリカをとらえる一つの視点」（単著）『Int’lecowk�
国際経済労働研究』第926号,�2003年1月,�22-23ページ.
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  専門分野 
応用ミクロ経済学・実験経済学・都市経済学

  専門分野キーワード 
実験・都市政策・住宅政策・不動産・環境政策・省エネ行動

  論文・研究ノート 
・�藤澤美恵子（2016）「既存住宅市場における質の情報開示量と価格に関する実験」行動経済学会『行動経
済学』第9巻，pp.1-11（査読有）

・�薬袋奈美子・室田昌子・藤澤美恵子（2016）「旗竿敷地における住環境の課題と展望」一般財団法人住総
研『住総研研究論文集』No.42，pp.73-84

・�藤澤美恵子（2016）「ヘドニック法に潜む情報の非対称性と消費者の評価の問題」都市住宅学会『都市住
宅学』No.87，pp.191-196（依頼論文）

・�薬袋奈美子・藤澤美恵子・土屋依子（2015）「民鉄開発住宅地のエリアマネジメントの萌芽と今後の方向
性に関する一考察－首都圏大手民鉄7社の住宅地供給経過を踏まえて－」日本女子大学大学院『紀要』家
政学研究科人間生活研究科21，pp.175-186

・�藤澤美恵子（2014）「Measuring�Quality-Adjusted�Output�of�Education�in�the�System�of�National�Ac-
counts」The�14th�International�Convention�of�the�East�Asian�Economic�Association

・�藤澤美恵子（2014）「住宅エコポイント利用者の断熱リフォーム後の意識の変化や評価に関する研究」都
市住宅学会『都市住宅学』No.87，pp.191-196

・�藤澤美恵子（2013）「石川県の省エネ住宅普及政策－いしかわ住まいの省エネパスポート制度に　つい
て－」『金沢星稜大論集』第47巻第1号，pp.45-54

・�藤澤美恵子（2013）「住宅エコポイントの断熱性能向上効果と経済波及効果」都市住宅学会『都市住宅学』
No.83，pp.79-84（査読有）

・�藤澤美恵子（2013）「国民経済計算における境域のアウトプット計測についての考察」内閣府『季刊国民
経済計算』No.150，pp.1-14（査読有）

・�藤澤美恵子（2012）「エネルギー証明書を利用した省エネ住宅普及の可能性」都市住宅学会『都市住宅学』
No.79pp，111-116

・�藤澤美恵子（2012）「住宅供給事業者が認識する住宅断熱性能への政策等の効果」都市住宅学会『都市住
宅学』No.79，pp.140-149（査読有）

・�藤澤美恵子（2012）「国民経済計算における医療のアウトプット計測について考察」内閣府『季刊国民経
済計算』No.149，pp.39-65（査読有）

・�藤澤美恵子・西尾健一郎（2011）「新築戸建住宅の断熱性能を向上させる要因－住宅供給従事者の認識
に関するアンケート－」一般財団法人電力中央研究所Y10013，pp.1-24（査読有）

・�隅田和人・藤澤美恵子（2011）「地域性を考慮した品質調整済新築マンション価格指数－空間的自己相
関・不均一分散モデルによる接近－」『金沢星稜大論集第44巻』第3号，pp.5-17

・�岩田真一郎・隅田和人・藤澤美恵子（2011）「Price�competition�in�the�spatial�real�estate�market：Allies�
or�rivals?」AsREs/AREUEA�Joint�International�Conference�2011�CD-R

・�藤澤美恵子（2010）「購入可能価格から見た首都圏新築マンション市場」一般財団法人日本不動産研究所
『不動産研究』10月号，pp.30-40（査読有）
・�藤澤美恵子（2009）「住宅土地統計・賃貸住宅市況アンケートから見る賃貸住宅市場」日本不動産学会平
成21年度秋全国大会

・�藤澤美恵子（2008）「東京都心におけるマンション賃料に関する研究」『共栄学園短期大学研究紀要』第

藤澤　美恵子　（フジサワ　ミエコ）　教授
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24号，pp.41-51
・�坂本雅昭・室剛朗・藤澤美恵子（2007）「成約賃料の決定構造とインデックス作成に関する研究」不動産
金融工学会定期大会，pp.1-25

・�藤澤美恵子・中西正彦・中井検裕（2006）「中古住宅市場の売出段階の情報開示のあり方についての一考
察」都市住宅学会『都市住宅学』No.55，pp.144-149

・�藤澤美恵子・中西正彦・中井検裕（2004）「住宅性能表示制度が分譲マンション価格に与える影響と役割」
都市住宅学会『都市住宅学』No.47，pp.83-88（査読有）

・�藤澤美恵子・中西正彦・中井検裕（2003）「中古集合住宅市場におけるリフォーム情報の開示･査定方法
に関する一考察」都市住宅学会『都市住宅学』No.43，pp.90-95（査読有）

・�藤澤美恵子（2003）「Hedonic�Analysis�of�the�Price�of�Houses�for�Installment�Sale�in�Tokyo　Metropoli-
tan�Area」�AsREs/AREUEA�Joint�International�Conference�2003　CD-R

・�藤澤美恵子・中西正彦・中井検裕（2002）「分譲マンション需要者の購入視点に関する研究」日本都市計
画学会『都市計画報告集』No.2，pp.65-70

・�藤澤美恵子（2002）「A�Study�on�Commercial�Location�between�Cities–A�case�study�between�TSUKU-
BA�and�TSUTIURA–」AsREs/AREUEA�Joint�International�Conference�2002�CD-R

・�藤澤美恵子・隅田和人（2001）「東京大都市圏における新築マンション価格のヘドニック分析」日本都市
計画学会『2001年第36回日本都市計画学会学術研究論文集』pp.943-948（査読有）

・�藤澤美恵子・隅田和人（2001）「Hedonic�Analysis�of�the�Newly�Built�Condominium�Prices�in�Tokyo�
Metropolitan�Area」AsREs/AREUEA�Joint�International�Conference�2001　CD-R

  その他 
＜報告書＞
・�藤澤美恵子・薬袋奈美子・土屋依子（2015）「既存住宅地のエリアメネジメント手法に関する研究〜鉄道
系不動産事業者の動向調査を通して〜」公益財団法人LIXIL住生活財団

・�竹中嗣人・藤澤美恵子・酒造豊・吉野裕之（2015）「築20年以上の住宅居住者の住宅需要に関する意識調
査」一般財団法人ハウジングコミュニティ財団

・�藤澤美恵子（2013）「既存住宅と省エネ対策－住宅流通時におけるエネルギー証明施策の効果－」一般社
団法人不動産流通経営協会

・�岩田真一郎・隅田和人・藤澤美恵子（2012）「不動産地理的市場における価格競争：ライバルか味方か？」
一般社団法人不動産流通経営協会

・�藤澤美恵子（2011）「住宅流通時におけるエネルギー証明施策の是非」一般社団法人不動産流通経営協会

  口頭発表・ポスター発表 
＜口頭発表＞
・�藤澤美恵子・中西正彦・増田幹人（2016）「土地利用と住宅地および人口動態の関係性〜大都市郊外の人
口減少地域におけるケーススタディ〜」日本地域学会第53回年次大会

・�藤澤美恵子・平湯直子（2016）「環境行動と環境意識および環境ラベルの認知度と相関分析」環境経済･
政策学会2016年大会

・�土屋依子・藤澤美恵子・薬袋奈美子（2015）「東京圏の大規模戸建住宅地の高齢化と人口減少問題に関す
る研究」日本地域学会第52回年次大会

・�藤澤美恵子・土屋依子・薬袋奈美子（2015）「首都圏の住宅満足度と住み替えニーズ分析－継続居住20
年以上の消費者の住宅に関する調査」日本地域学会第52回年次大会

・�藤澤美恵子（2015）「住宅エコポイントがもたらした効果」省エネルギー行動研究会BECC　JAPAN�
2015

・�藤澤美恵子（2014）「住宅の断熱改修がもたらす効果－省エネ効果と経済波及効果のシミュレーション－」
エネルギー資源学会『第33回研究発表会講演論文要旨集』p37
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・�藤澤美恵子（2013）「いしかわ住まいの省エネパスポート制度が地域にもたらした効果」日本地域学会第
50回年次大会

・�藤澤美恵子（2013）「産出量法を用いた教育の質調整アウトプット計測」日本経済学会2013年秋季大会
・�藤澤美恵子（2012）「省エネ住宅普及政策がもたらす効果の測定」エネルギー・資源学会『第32回研究発
表会講演論文要旨集』p79

・�藤澤美恵子（2012）「非市場型サービスである教育の国民経済計算」日本経済学会2012年秋季大会
・�藤澤美恵子（2012）「国民経済計算における医療の質調整アウトプット計測」日本経済学会2012年春季
大会

・�藤澤美恵子･西尾健一郎（2011）「新築戸建住宅の断熱性能に関するアンケート調査」エネルギー・資源
学会『第30回研究発表会講演論文要旨集』p64

・�藤澤美恵子（2011）「既存住宅における質の情報開示量と価格に関する実験」一橋大学経済研究所第25
回G-COEリサーチ・ワークショップ

・�隅田和人・藤澤美恵子（2010）「地域性を考慮した品質調整済新築マンション価格指数の推定：空間　的
自己相関・不均一分散モデルによる接近」応用地域学会第24回研究発表大会

・�渡辺理・藤澤美恵子（2010）「首都圏マンションの売出し価格に見られる物件間の相互関連性の把握：効
率的なマンション供給に向けて」日本マーケティングサイエンス学会第87回研究大会

・�藤澤美恵子（2007）「中古住宅市場の情報開示に関する実験」日本経済学会2007年春季大会
＜ポスター発表＞
・�平湯直子・藤澤美恵子（2016）「環境意識と電力ピーク」省エネルギー行動研究会BECC�JAPAN�2015
＜シンポジウム＞
・�石川県主催日独環境シンポジウム『省エネ住宅リフォームの実践と普及について』「住政策の新しい考え
方/ニューノーマル時代の住宅産業」石川県地場産業振興センター,2015年3月25日（水）13：30〜17：
00

・�金沢星稜大学学会主催地域活性化シンポジウム「環境問題を地域活性化につなげるために」石川県地場
産業振興センター,2014年9月2日（火）13：30〜17：10

・�科研費　教育効果のシンポジウム「GDPに反映される教育の効果について－減少していく教育の産出
について考える－」『しつけ？生活習慣？それとも学校の選択？－経済学で考える子育てに大切なこと
－』石川県音楽堂,2014年2月28日（金）13：30〜17：00
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  専門分野 
近現代中国農村経済史

  専門分野キーワード 
中国，農村経済，近代化

  著書 
・�1．『華中農村経済と近代化－近代中国農村経済史像の再構築への試み』（汲古書院，2004年）。
・�2．『近代中国農村経済史の研究－1930年代における農村経済の危機的状況と復興への胎動』金沢大学
経済学部研究叢書12（金沢大学経済学部，2003年）。

  共著，共編著，編著 
・�1．共著：本庄比佐子・内山雅生・久保亨編『華北の発見』（東洋文庫，2013年）。（分担：第10章）
・�2．共著：久保亨編『中国経済史入門』（東京大学出版会，2012年）。（分担：第1部第8章）
・�3．共著：三谷孝『中国内陸における農村変革と地域社会－山西省臨汾市近郊農村の変容』（お茶の水書
房，2011年）。（分担：51〜73頁）

・�4．共著：勝部真人編『近代東アジアにおける外来と在来』（清文堂，2011年）。（分担：第9章）
・�5．共著：本庄比佐子編『戦前期華北実態調査の目録と解題』（東洋文庫近代中国研究班，2009年）。（分担：
57〜78頁）

・�6．共編著：弁納才一・鶴園裕編『東アジア共生の歴史的基礎－日本・中国・南北コリアの対話』（御茶の
水書房，2008年）。（分担：第1部第3章）

・�7．共編著：野村真理・弁納才一編『地域統合と人的移動－ヨーロッパと東アジアの歴史・現状・展望』（御
茶の水書房，2006年）。（分担：第2部第1章・第6章）

・�8．共著：本庄比佐子編『日本の青島占領と山東の社会経済－1914〜22年』（東洋文庫，2006年）。（分担：
269〜296頁）

・�9．共著：本庄比佐子・内山雅生・久保亨編『興亜院と戦時中国調査』（岩波書店，2002年）。（分担：第2
部第6章）

・�10．共著：野沢豊編『日本の中華民国史研究』（汲古書院，1995年）。（分担：第2編第2章）

  翻訳 
・�1．翻訳：行龍・郝平など「山西省農村調査記録（2）－2010年7月，P県の農村」（『金沢大学経済論集』第
31巻第2号，2011年3月）。

・�2．翻訳：行龍・郝平・常利兵・馬維強・李嘎「山西省農村調査記録（1）－2009年12月，P県の農村」（『日
本海域研究』第42号，2011年3月）。

  論文・研究ノート 
・�1．論文：「中華民国前期冀東地区豊潤県3ヶ村における農村経済」（『金沢大学経済論集』第36巻第2号，
2016年3月）。（査読無し）

・�2．論文「中華民国前期冀東地区玉田県7ヶ村における農村経済」（『金沢大学経済論集』第35巻第2号，
2015年3月）。（査読無し）

・�3．論文：「近現代北京市近郊農村における経済発展と都市化」（大阪経済大学日本経済研究所『経済史研
究』第18号，2015年1月）。（査読有り）

・�4．論文：「日中戦争期河北省石家荘地区農村における経済発展」（早稲田大学東洋史懇話会『史滴』第36

弁納　才一　（ベンノウ　サイイチ）　教授
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号，2014年12月）。（査読有り）
・�5．論文：「中華民国前期冀東地区6県7ヶ村における農村経済」（『金沢大学経済論集』第34巻第2号，
2014年3月）。（査読無し）

・�6．論文：「中華民国前期冀東地区における農村経済の概況」（『金沢大学経済論集』第34巻第1号，2013
年12月）。（査読無し）

・�7．論文：「民国期中国における農産物生産の概要」（『金沢大学経済論集』第33巻第2号，2013年3月）。（査
読無し）

・�8．論文：「近現代中国農村経済史分析の新たな枠組みと発展モデルの提示」（『金沢大学経済論集』第33
巻第2号，2013年3月）。（査読無し）

・�9．論文：「中華民国前期山東省における食糧事情の構造的把握」（『金沢大学経済論集』第31巻第2号，
2011年3月）。（査読無し）

・�10．論文：「日中戦争期山東省における食糧事情と農村経済構造の変容」（東洋文庫『東洋学報』第92巻
第2号，2010年9月）。（査読有り）

・�11．論文：「日本軍占領下中国における食糧管理体制の構築とその崩壊」（北陸史学会『北陸史学』第57号，
2010年7月）。（査読有り）

・�12．論文：「20世紀前半中国における草蓆の生産について－在来と外来の視点から」（広島史学研究会『史
学研究』第265号，2009年8月）。（査読有り）

・�13．論文：「近代山東省における粉条の生産から見た中国農村経済の特質」（『金沢大学経済論集』第28
巻第1号，2007年12月）。（査読無し）

・�14．論文：「中華民国前期中国における食糧事情の概略」（鹿児島国際大学附置地域総合研究所『地域総
合研究』第34巻第1号，2006年9月）。（査読有り）

・�15．論文：「中華民国期中国の食糧事情に関する調査と研究について」（東洋文庫近代中国研究班『近代
中国研究彙報』第28号，2006年3月）。（査読有り）

・�16．論文：「日本の青島占領支配時期における山東省の物産調査について」（『近代中国研究彙報』第27号，
2005年3月）。（査読有り）

・�17．論文：「20世紀前半における米生産をめぐる蘇北と蘇南の経済関係」（『東洋史研究』第63巻第4号，
2005年3月）。（査読有り）

・�18．論文：「戦後台湾の食糧事情－1946〜49年の新聞を利用して」（『金沢大学経済論集』第22巻第2号，
2002年3月）。（査読無し）
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  専門分野 
理論経済学

  専門分野キーワード 
意思決定論，最適化，ゲーム理論

  著書 
・�（1）『あいまい環境下における意思決定に関する研究』�博士学位論文（大阪大学）,（単著）,�79頁�（2006）
・�（2）『多目的意思決定と経済分析』�牧野書店�,�（単著）,�226頁�（1996）

  共著，共編著，編著 
○共著
・�（1）“Set�Optimization�and�Applications�–The�State�of�the�Art,’’�Edited�A.�H.�Hamel,�et.al.,�Springer,�“On�
Characterization�of�Nash�Equilibrium�Strategy�in�Bi-Matrix�Games�with�Set�Paytoffs,’’�pp.313-331�（2015）.

・�（2）『現代マクロ経済学』�時政勗編著，中央経済社，第3章「マクロ経済の基本モデル」執筆分担,�pp.33-
57�（1991）

・�（3）『ミクロ経済学入門』�武野秀樹編著，中央経済社，第14章「経済計画と集合的意思決定」執筆分担，（共
著）,�前田隆,�田中広滋,�pp.�242-�257�（1985）

・�（4）『現代公共経済論』�田中広滋編著，中央経済社，�第6章「市場機構と経済計画」執筆分担，（単著）,�
pp.137�-167�（1984）

  論文・研究ノート 
○査読あり
・�（1）“On�Optimization�Problems�with�Set-Valued�Objective�Maps：�Existence�and�Optimality,”�JOTA,�
153�No.�3,�pp.263-279�（2012）

・�（2）“On�Optimization�Problems�with�Set-Valued�Objective�Maps,”�Applied�Mathemsatics�and�Compu-
tation,”�217,�No.�3,�pp.1150-1157�（2010）

・�（3）“On�Characterization�of�Fuzzy�Vectors�and�its�Applications�to�Fuzzy�Mathematical�Programming�
Problems,”�Fuzzy�Sets�and�Systems,�159,�No.24,�pp.�3333�-�3346�（2008）.

・�（ 4 ）“Second-Order�Conditions�for�Efficiency�in�Nonsmooth�Multiobjective�Optimization�Problems,”�
Journal�of�Optimization�Theory�and�Applications,�122,�No.3,�pp.521-538�（2004）

・�（5）“On�Characterization�of�Equilibrium�Strategy�of�Two-person�Zero-Sum�Games�with�Fuzzy�Payoffs,”�
Fuzzy�Sets�and�Systems,�139,�No.2,�pp.〜283-296�（2003）

・�（6）“Fuzzy�Linear�Programming�Problem�as�Bi-Criteria�Optimization�Problems,”�Applied�Mathematics�
and�Computation,�120,�pp.109-121�（2001）

・�（7）“Characterization�on�Equilibrium�Strategy�of�Bi-matrix�Game�with�Fuzzy�Payoff,”�Journal�of�Mathe-
matical�Analysis�and�Applications,�pp.105-118�（2000）

○査読なし
・�（1）「農業の多面的機能の維持と中山間地域等直接支払制度の役割について」,『オペレーションズ・リ
サーチ』,�54,�No.1,�（共著）,�前田隆,�西村譲二，pp.30-34�（2009）

・�（2）“On�Characterization�of�Nash�Equilibrium�Strategy�of�Bi-matrix�Games�with�Fuzzy�Payoffs,”�『京都
大学数理解析研究所講究録』1488,�「経済の数理解析」,�（単著）,�pp.177-185�（2006）

前田　隆　（マエダ　タカシ）　教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�（1）「中山間地域直接支払制度の経済的効果について」2008�年度日本応用経済学会秋季大会,�（共著）,�前
田隆，西村譲二，金沢大学�（2008）

・�（2）「製薬企業における経営活動の傾向分析と評価」2007�年度日本応用経済学会秋季大会,�（共著）,�成瀬
喜則，前田隆，中央大学�（2007）

・�（3）“The�Inequality�of�Regional�Economic�Development�in�China�–From�the�Viewpoint�of�Convergence�-,”
日本経済学会2007年度秋季大会,�（共著）,�胡水文，前田隆，日本大学�（2007）

・�（4）「中国における所得格差の要因分析」2006�年度日本応用経済学会秋季大会,�（共著）,�胡水文，前田隆，
広島修道大学�（2006）

・�（5）“On�Characterization�of�Nash�Equilibrium�Strategy�of�Bi-matrix�Games�with�Fuzzy�Payoffs,”�「経済
の数理解析」RIMS研究集会,�（単著），京都大学�（2005）

・�（6）「Web教材開発に関する評価方法」,�日本オペレーションズ・リサーチ学会2004年春季研究発表会,�
（共著）,�成瀬喜則，前田隆，pp.244-245�（2004）
・�（7）“On�Characterization�of�Nash�Equilibrium�Strategy�of�Bi-matrix�Games�with�Fuzzy�Payoffs,”�「最適
化の数理とアルゴリズム」研究集会,（単著），京都大学�（2002）

・�（8）「ネットワーク効果を考慮に入れた評価システム（1）」,�日本オペレーションズ・リサーチ学会2002
年春期研究発表会,�（共著）,�成瀬喜則，前田隆，pp.148-149�（2002）

・�（9）「ネットワーク効果を考慮に入れた評価システム（2）」,日本オペレーションズ・リサーチ学会2002
年春期研究発表会,�（共著）,�成瀬喜則，桑野裕昭，前田隆，pp.150-151�（2002）

・�（10）「項目間の影響を考慮した評価方法についての検討」,第17回ファジィシステムシンポジウム講演
論文集,�（共著）,桑野裕昭，成瀬喜則，前田隆，pp.475-476�（2001）
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  専門分野 
世界経済論

  専門分野キーワード 
世界経済論，西アフリカ，仏領西アフリカ，貨幣・通貨，西アフリカ経済史，フランス―西アフリカ経済関係，
グローバリゼーション，セネガル共和国の社会経済

  共著，共編著，編著 
・�（分担執筆）正木響「通貨の諸相－子安貝・植民地通貨・共通通貨・仮想通貨―」�（木田剛・竹内幸雄編『発
展と安定を模索するアフリカ』）（第3章）　ミネルヴァ書房，2017年1月（印刷中）。

・�（分担執筆）Toyomu�MASAKI�“Globalization�and�Regionalization�of�Africa”�Takahashi,�M.�and�K.Kitagawa�
ed.,�Contemporary�African�Economies：�Changing�Continent�under�Globalization,�African�Develop-
ment�Bank,�2016�July,�205-230,。

・�（分担執筆）正木響「アフリカ経済のグローバル化とリージョナル化」�（北川勝彦・高橋基樹編『現代アフ
リカ経済論』）ミネルヴァ書房，2014年10月，221-244。���

・�（分担執筆）正木響「アフリカとグローバル経済」『アフリカ事典』昭和堂，2014年5月，248-251。
・�（分担執筆）Toyomu�MASAKI�Cultural�Resource�Studies�and�Economics：�An�Essay�from�the�Viewpoint�
of�Indigenous�Moneys�in�Pre-Colonial�West�Africa,�Foundations�of�Cultural�Resources�Studies�A�
Reader,Kanazawa�University,�January,�2014，185-196.（金沢大学リーディング大学院文化資源学の教
科書，非売品）.

・�（分担執筆）正木響「世界経済の変容とアフリカの経済発展」，川端正久・落合雄彦編『アフリカと世界』，
2012年，210-234。

・�（分担執筆）正木響「英領ガンビアの対仏割譲交渉とその社会経済史的背景」，井野瀬久美�惠・北川勝彦
編『アフリカと帝国』第5章，晃洋書房，2011年,�117-137。

・�（分担執筆）正木響「セネガル国民経済の概要（第12章）」，「セネガル通貨の成り立ち�と現在（第13章）」，
「セネガルと援助（第14章）」，「セネガルへの日本の関わり（第15章）」，「セネガルとガンビア：その歴
史と現在（第19�章）」，「アフリカの地域統合とセネガル（第20章）」，小川了編『セネガル，カーボヴェ
ルデを知るための60章』明石書店，2010年3月。

・�（分担執筆）正木響「ワイダー・�ヨーロッパ構想と周辺地域-EUの南と北への展開を�中心に」　若森章孝
/八木紀一郎/清水耕一/長尾伸一編『EU経済統合の地域的次元-クロスボーダー・コーペレーションの最
前線-』，�ミネルヴァ書房，280-302，2007年11月。

・�（分担執筆）Toyomu�MASAKI�"Japanese�Contribution�to�Malaysian�Economic�Development：�Lessons�
for�Africa",�ADEM,�S.�ed.�Japan,�a�Model�and�a�Partner,�Brill,2006,133-159.

・�（分担執筆共著）高橋基樹・正木響「構造調整政策：枠組み，実施状況と帰結」（高橋基樹氏との共著）。�
北川勝彦・高橋基樹編　『アフリカ経済論』　第4章　ミネルヴァ書�房現代世界経済叢書，2004年11
月,95-116。

・�（分担執筆）正木響「NEPADの経済的意義〜�グローバリゼーション時代のアフリカを鑑みながら〜」お
よび巻末統計作成。大林稔編　『アフリカの挑戦-�NEPAD（アフリカ開発のための新パートナーシップ）』
龍谷大学叢書，第2章，昭和堂，2003年3月，63-90。

  論文・研究ノート 
・�（単著）正木響「19世紀にセネガルに運ばれたインド産藍染綿布ギネ�：�フランスが介在した植民地間交
易の実態とその背景」『社会経済史学』（社会経済史学会），第81巻第2号，239-260，2015年8月。

正木　響　（マサキ　トヨム）　教授
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・�（単著）正木響「セネガル銀行（1853-1901）設立の背景とその実態（<特集>アフリカ・インドの研究最前
線）」『國民經濟雜誌�』211（1），39-57，2015年1月。

・�（単著）正木響「西アフリカ（経済）通貨同盟の成り立ちと近年の動向（後篇）―1994年のCFAフラン切り
下げ以降の展開―」『Africa』（アフリカ協会）2014年冬号，2014年12月，38-47.

・�（単著）正木響「西アフリカ（経済）通貨同盟の成り立ちと近年の動向（前篇）―旧宗主国フランスとの関係
を中心に―」『Africa』（アフリカ協会）2014年秋号，2014年9月，40-49.

・�（単著）正木響「概説：ムリッド教団（4）―セネガル共和国の社会経済理解に向けて―」『金沢大学経済学
部論集』第33巻，第2号，2014年�3月，251-273。

・�（単著）正木響「概説：ムリッド教団（3）―セネガル共和国の社会経済理解に向けて―」『金沢大学経済学
部論集』第34巻，第1号，2013年�12月，155-194。

・�（単著）正木響「概説：ムリッド教団（2）―セネガル共和国の社会経済理解に向けて―」『金沢大学経済学
部論集』第33巻，第2号，2013年�3月，201-232。

・�（単著）正木響「概説：ムリッド教団（1）―セネガル共和国の社会経済理解に向けて―」『金沢大学経済学
部論集』第33巻，第1号，2012年�12月，203-242。

・�（単著）正木響「グローバリゼーションと西アフリカのリージョナリゼーション－植民地時代の遺産を乗
り越えてー」『アジア・アフリカ研究』（アジア・アフリカ研究所），第51巻第3号（通巻第�401号），2011
年7月，44-�67.（アジア・アフリカ研究所創立50周年記念学術懸賞論文入賞）

・�（単著）正木響「CFAフラン圏の輸出競争力―1999-2006期間の実質実効為替レートからの検証―」『国
際開発研究』（国際開発学会）第19巻第2号，2010年11月，101-118.

・�（単著）正木響「西アフリカの経済統合の成り立ちと現状」『金沢大学経済学論集』第29巻第2号，2009年，
325-361。

・�（単著）正木響「UEMOAと実質実効為替レート（1999-2006）」『金沢大学経済学部論集』第28巻第2号，
2008年，277-303

・�（単著）正木響「19世紀フランス商人の西アフリカ進出とセネガル社会[2]-換金作物の転換-」，『金沢大
学経済学部論集』第27巻，第2号，2007年�3月，223-256。

・�（単著）正木響「19世紀フランス商人の西アフリカ進出とセネガル社会[1]�-19世紀前半のサンルイを中
心に-」，『金沢大学経済学部論集』第26巻，�第2号，2006年3月，215-252。

・�（単著）Toyomu�MASAKI,�Japanese�Contribution�to�Malaysian�Economic�Development：�Lessons�for�
Africa,�African�and�Asian�Studies,�Brill�Academic,　Vol.4,�No.4,�2005,�575-602.

・�（単著）正木響「資源富裕国の工業化政策とオランダ病：コートジボワールの事例（1970-1989）を踏まえ
て」『国際開発研究』（国際開発学会）第9巻第1号，2000年6月，1-19.

  その他 
・�（学界通信）正木響「全米アフリカ学会（ASA）第58回大会参加報告」『アフリカ研究』第89号，37-41，
2016年5月。

・�（事典）正木響「アフリカとグローバル経済」『アフリカ事典』昭和堂，2014年5月，248-251
・�（学界通信）正木響「もう一つのアフリカ―The�10th�Annual�African�Economic　Forum�in�Columbia�
Universityに参加して―」『アフリカ研究』第82号，2013年�3月，31-34。

・�（書評）正木響「Monetary�and�Financial�Integration�in�West�Africa（Temitope�W.�Oshikoya�ed.�Rout-
ledge,2010）」�『アジア経済』第53巻第2号，2012年2月，40-45.

・�（書評）正木響「The�CFA�Franc�Zone�（Anne-Marie�Gulde�and�Charalambos�Tsangaride�ed.,�IMF,�
2008）」,『アジア経済』第50巻第7号，2009年7月，67-71.

・�（書評）正木響「The�Monetary�Geography�of�Africa,�（Paul�R.�Masson�&�Catherine�Pattillo著,�Brookings�
Institution�Press,2005）」,『アフリカ研究』69号，2006年12月,189-191.

・�（用語集）『国際協力用語集』国際開発ジャーナル社　第3版，「オランダ病」「為替の過大評価」の項執筆　
2004年2�月。
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・�（辞典）深町郁彌他編　『大月金融�辞典』　大月書店　「フラン圏」の項　執筆　2002年4月。

  口頭発表・ポスター発表 
・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�‘Guinée�cloth�exported�to�Western�Africa�via�France�1815–1929：�focus-
ing�on�the�change�of�transition�points�and�destinations�at�the�turn�of�the�century’�The�annual�meeting�
of�the�African�Economic�History�Network,�Sussex�University,�UK,�21�October�2016.

・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�“Globally�connecting�the�facts：A�history�of�gunée�cloth�exported�to�
French�territories�in�Western�Africa�via�France,�1833-1925”�（Boston�University,�African�Studies�Cen-
ter）20�April,�2016.

・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�“Global�History�of�Guinée�Cloth�Transported�from�Pondicherry�to�Sene-
gal�via�France�in�the�Long�Nineteenth�Century”�African�Studies�Association,�the�58th�Annual�meeting
（San�Diego,�USA）,�19�November�2015.
・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�“Multiple�monies�in�Senegambia�（1815–1901）—Indian�cotton,�silver�
coin,�and�paper�money—”,�World�Economic�History�Congress�（Kyoto）�4�August�2015.

・�（口頭発表）正木響「19世紀のインド産藍染綿布ギネ交易から視るフランスを媒介としたセネガルとポ
ンディシェリーの経済関係」社会経済史学会近畿部会（同志社大学，京都）,19�Oct�2013.

・�（口頭発表）国際開発ジャーナル社　「越境する中間組織―ムリッド教団を中心に—�」日本アフリカ学会
第50回学術大会（東京大学，駒場）,�26�May�2013.

・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�“A�Comprehensive�Perspective�on�Society：�From�the�Micro�to�the�Mac-
ro�and�Vice�Versa”,�《International�Forum》A�Forum�for�Scientific�Exchange�between�France�and�Japan�
：�A�Demographic�View�of�the�World,�30�November�2012.

・�（口頭発表）国際開発ジャーナル社　「アフリカ経済のグローバル化とリージョナル化－西アフリカの経
済通貨統合を中心にー」財務省総合政策研究所ランチミーティング（財務省，東京），17�March�2010.

・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�“Asian�Experience�and�Africa's�Economic�Development：�African�Coun-
tries,�Can�they�fly�following�Asian�Geese?”�African�Studies�Association�53rd�Annual�Meeting（San�Fran-
cisco,�USA）.�18�Novemebr�2010.

・�（口頭発表）Toyomu�MASAKI�“�Monetary�Integrations�in�Western�Africa�and�the�Real�Effective�Ex-
change�Rates�1999-2006”Annual�Conference�2009,�Center�for�the�Study�of�African�Economies,�Ox-
ford�University,�UK,�23�March�2009.
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  専門分野 
開発と政治，東南アジア政治学，平和学，国際関係論

  専門分野キーワード 
途上国地方政治，途上国ローカル・ガバナンス，社会関係資本，シナジー

  翻訳 
・�ガバン・マコーマック著「属国問題」(孫崎享・木村朗編　2013年『終わらない占領』第2章　法律文化社)

  論文・研究ノート 
・�論文:『フィリピンの国家・政治・社会構造変容と地方における非伝統的政治のダイナミクス』(Dynamics�
of�Non-Traditional�Local�Politics�under�the�Changing�Structure�of�State,�Politics,�and�Society�in�the�
Philippines)　2012年3月　国際開発学博士号学位取得請求論文　名古屋大学大学院国際開発研究科

・�論文:「フィリピン地方都市における非伝統的政治のダイナミクス:　非伝統的政治家の可能性と限界」
『国際開発フォーラム』35号，2007年(査読あり)
・�論文:「発展途上国におけるガバナンス論議の矛盾:�国際機関の開発戦略と発展途上国国家論，その変遷
と矛盾」沖縄大学地域研究所　「地域研究」1号，2005年　(査読なし)

・�論文:「アメリカ統治下のモロ諸族の抵抗運動」『沖縄大学地域研究所年報』16号，2002年3月(査読なし)
・�論文:「ナショナリズム論から見たモロ諸族の政治運動　第2�部」『沖縄大学地域研究所所報』26号，
2002年2月(査読なし)

・�論文:「ナショナリズム論から見たモロ諸族の政治運動　第1�部」『沖縄大学地域研究所所報』23号，
2001年10月(査読なし)

  その他 
・�『奄美群島におけるNPO等を活用した地域社会のあり方に関する調査報告書』国土交通省都市地域整備
局，2010年3月。

・�『奄美群島に相応しいUIターン等支援の仕組みづくりに関する社会実験等報告書』国土交通省都市地域
整備局，2009年3月。

  口頭発表・ポスター発表 
・�"Conditions�for�Democratic�Local�Politics�and�Governance�in�the�Philippines".� Presentation�at�the�
2014�East-West�Center/East-West�Center�Association�International�Conference�(Pacific�Hotel�Okina-
wa),�Sept.�18th,�2014.

・�An�Episode�of�a�Good�Mayor�Who�Tells�How�to�Promote�Human�Security�in�the�Developing�Na-
tions�---A�Tale�of�Sabas�Mabulo---".�Presentation�at�the�Fourth�Annual�Conference�of�Japan�Associa-
tion�for�Human�Security�Studies.�(Tohoku�University),�Sept.7th,�2014.

・�「フィリピンにおける市民社会勢力による地方政治権力獲得，その要因と軌跡」日本平和学会2011年度
春季全国大会発表（於:　新潟国際情報大学），平成23年6月。

・�”Peace�and�Development�in�Mindanao�and�Japanese�Aid�Policy：The�Experience�of�Japan’s�Official�
Development�Assistance�to�Mindanao”,� presentation�at�the�2011AAS/ICAS(Association�for　Asian　
Studies/Joint�Conference)�at�Mid-Pacific�Conference�Center�(Hawaii,�U.S.),�April�2nd,�2011.

・�「奄美群島におけるUIOターン促進による地域活性化の可能性」国際開発学会島嶼社会の振興開発と内
発的発展」研究部会第1回研究会発表（於:　沖縄大学），2010年2月。

・�“Dynamics�of�Non-Traditional�Politics�in�a�Philippine�City”，presentation�at�the�Brown-bag�seminar�
at�East-West�Center，Hawaii,　U.S.,�March�31st,�2006.

東江　日出郎　（アガリエ　ヒデオ）　准教授
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  専門分野 
金融，国際経済学，開発経済学，アジア経済

  専門分野キーワード 
金融発展，金融政策，経済発展，金融統合，アジア地域経済統合

  共著，共編著，編著 
・�共著：『ビジネス学びのことはじめ』佐藤智明・田窪美葉・外島健嗣・志馬祥紀（編），ナカニシヤ出版，
2010年，第2章および第5章分担執筆，978-4-7795-0424-2。

・�共著：East�Asian�Economies�and�New�Regionalism,�Shigeyuki�Abe�and�Bhanupong�Nidhipraba�（eds）,�
Kyoto�University�Press�and�Trans�Pacific�Press,�2008年,�Mervin�Pobre�and�Akira�Kohsakaとの分担共
同執筆,�978-1-920901-23-3。

・�共著：『EUと東アジア共同体：二つの地域統合』大矢吉之・古賀敬太・滝田豪（編），萌書房，2006年，分
担執筆，978-4-86065-0254。

・�共著：『国際金融システムの制度設計』福田慎一・小川英治（編），東京大学出版会，2006年，分担共同執筆，
4130402226。

  論文・研究ノート 
・�単著：Financial�and�Business�Cycles�in�Emerging�East�Asian�Economies�：�Features,�Interactions,�and�
Changes,�Kanazawa�University�Economic�Review,�36（2）,�pp.133-160,�2016年。（査読無）

・�単著：「東アジアにおける資産市場とマクロ経済運営」『大銀協フォーラム研究助成論文集』第15巻，
pp.1-20，2011年。（査読無，特別賞受賞）

・�単著：「東アジアの金融仲介：何が変わったか？」『国際公共政策研究』第16巻第1号，pp.53-69，2011年。
（査読無）
・�共著：The�Balance�Sheet�Effects�and�Macroeconomic�Development�in�the�Pacific�Region　（with�Akira�
Kohsaka）,�Asian�Economic�Papers,�Vol.�6（1）,�pp.101-129,�2007年。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�Global�Liquidity�and�Drivers�of�Capital�Flows�to�Emerging�Economies�（with�Kimiko�SUGIMOTO）,�The�
Eleventh�Annual�Conference�of�the�Asia-Pacific�Economic�Association,�July�8-10,�2015,�National�Tai-
wan�University,�Taiwan.

・�Global�Liquidity�and�Drivers�of�Capital�Flows�to�Emerging�Economies�（with�Kimiko�SUGIMOTO），日
本経済学会2015年度春季大会，2015年5月24日，新潟大学。

・�The�Impact�of�Capital�Inflows�on�Asset�Prices�in�East�Asia�（with�Jun-ichi�SHINKAI），日本経済学会
2014年度春季大会，2014年6月15日，同志社大学。

・�Comments�on�the�paper�"Stock�Market�Development�and�Economic�Growth：Empirical�Evidence�from�
Emerging�and�Developed�Markets"�by�Ravindra�Deyshappriya，日本国際経済学会第4回春季大会，
2014年6月7日，法政大学。

・�The�Impact�of�Capital�Inflows�on�Asset�Prices�in�East�Asia�（with�Jun-ichi�SHINKAI）,�The�Ninth�Annual�
Conference�of�the�Asia-Pacific�Economic�Association,�27-28�July,�2013,�Osaka�University,�Osaka,�Ja-
pan.

・�Financial�Cycles�and�Business�Cycles�in�East�Asian�Emerging�Economies：�Features,�Interactions,�and�
Changes,�The�13th�Convention�of�the�East�Asian�Economic�Association,�19-20�October,�2012,�Grand�
Copthorne�Waterfront�Hotel�Singapore,�Singapore.

・�Asset�Price�Fluctuations�and�Macroeconomic�Behavior�in�East�Asia,�The�11th�Convention�of�the�East�
Asian�Economic�Association,�15-16�November,�2008,�Diamond�Hotel�Philippines,�Manila,�Philippines.

塩谷　雅弘　（エンヤ　マサヒロ）　准教授
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  専門分野 
応用計量経済学，国際経済学

  専門分野キーワード 
東アジア生産ネットワーク，生産性分析，貿易と経済成長

  共著，共編著，編著 
・�共著：『日本経済の新たな進路－実証分析による解明－　諏訪貞夫教授古稀記念論文集』諏訪貞夫教授
古希記念論文集刊行委員会編，文真堂，2002年。（第12章担当）

・�共著：Industrial�Restructuring�in�Asia：�Implications�of�the�Global�Economic�Crisis,�NewDelhi,�Willem�
Thorbecke�and�Wen-Jen�Hsieh�（eds.）,�Sage�Publications,�2013.�（分担：1-16ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：Exports,�Exchange�Rates�and�Productivity：�An�analysis�of�the�Japanese�manufacturing�sectors,�
RIETI�Discussion�Papers,�16-E-045,�2016.　（査読無）

・�論文：Similarities�and�Differences�between�the�Manufacturing�and�the�Service�Sectors：�An�empirical�
analysis�of�Japanese�automobile�related�industries,�15-28,�『アジア太平洋討究』25号，2015年。（査読無）

・�論文：Effects�of�Exchange�Rate�Changes�on�East�Asian�Technology-Intensive�Exports,�809-821,�in：�
The�Journal�of�International�Trade�and�Economic�Development,�vol.24,�2015.�（査読有）

・�論文：Productivity�and�Characteristics�of�Firms：�An�application�of�a�bootstrapped�data�envelopment�
analysis�to�Japanese�firm-level�data,�145-160,�『アジア太平洋討究』第24号，�2015年。�（査読無）

・�論文：「企業の異質性と国際貿易」（福田勝文氏との共著），107-130，『神戸大学経済経営研究年報』第
64号，2015年。�（査読無）

・�論文：Does�Export�Yield�Productivity�and�Markup�Premiums?�Evidence�from�the�Japanese�manufac-
turing�industries,�273-285,�in：�International�Review�of�Research�in�Emerging�Markets�and�the�Global�
Economy,�vol.�1,�2015.�（査読有）

・�論文：Markups,�Productivity�and�External�Market�Development�of�the�Service�SMEs�（with�Naomi�Ko-
dama）,�3601-3608,�in：�Applied�Economics,�vol.�46,�2014.�（査読有）

・�論文：「価格決定力と生産性－サービス品質による差別化－」（児玉直美氏との共著），247-265，『アジ
ア太平洋討究』第23号，2014年。（査読無）

・�論文：Export�Sophistication�and�Exchange�Rate�Elasticities：�The�case�of�Switzerland�（ with�Willem�
Thorbecke）,�RIETI�Discussion�Paper,�14-E-031,�2014.　�（査読無）

・�論文：An�Analysis�of�Causal�Links�between�Export�and�Productivity�in�China：�A�heterogeneous�dy-
namic�panel�approach,�173-191,�『アジア太平洋討究』第21号，�2013年。（査読無）

・�論文：Growth�and�Convergence�among�China’s�Provinces�between�1978�and�2003,�241-264,�『アジア
太平洋討究』第19号，�2013年。（査読無）

・�論文：The�Effect�of�Exchange�Rate�Changes�on�Germany’s�Exports�（with�Willem�Thorbecke）,�RIETI�
Discussion�Paper,�12-E-081,�2012.　�（査読無）

・�論文：Productivity,�Returns�to�Scale�and�Product�Differentiation�in�the�Retail�Trade�Industry：�An�em-
pirical�analysis�using�Japanese�firm-level�data,�345-353,�in：�Journal�of�Productivity�Analysis,�vol.�3,�
2012.�（査読有）

・�論文：The�Effect�of�Exchange�Rate�Changes�on�Japanese�Consumption�Exports�（with�Willem�Thor-
becke）,�64-71,�in：�Japan�and�the�World�Economy,�vol.24,�2012.�（査読有）

加藤　篤行　（カトウ　アツユキ）　准教授
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・�論文：Mark-up,�Productivity�and�Imperfect�Competition：�An�empirical�analysis�of�the�Japanese�retail�
trade�industry,�RIETI�Discussion�Paper,�10-E-031,�2010.�（査読無）

・�論文：「サービスセクター生産性に関するサーベイ」，RIETI�Policy�Discussion�paper�Series,�07-P-005,�
2007年。（査読無）

  その他 
・�“Productivity,�Pricing�Power�and�Exports”：�VOX�CEPR’s�Policy�Potal,�Nov.�25th,�2014
　�http：//www.voxeu.org/article/productivity-pricing-power-and-exports

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Service�Sector�Productivity�in�Japan”,�会議名：10th�International�Conference�of�Social�Sciences�（ICSS）,�
（23/Sep/2016,�Universidad�Complutense�De�Madrid）（Keynote�Speech）
・�“Exports,�Exchange�Rates�and�Productivity：�An�analysis�of�the�Japanese�manufacturing�sectors”�（単
著），会議名：10th�International�Conference�of�Social�Sciences�（ICSS）,�（23/Sep/2016,�Universidad�
Complutense�De�Madrid,�Spain）

・�「サービス生産性研究の一考察」（招待講演），会議名：JSPS-CASS共催シンポジウム，（2015年6月24日，
21世紀飯店　北京）

・�“Does�Export�Yield�Productivity�and�Markup�Premiums?�Evidence�from�the�Japanese�manufacturing�
industries”�（単著），会議名：日本経済学会秋季大会，（2014年10月11日，西南学院大学）

・�“Does�Export�Yield�Productivity�and�Markup�Premiums?�Evidence�from�the�Japanese�manufacturing�
industries”�（単著），会議名：First�Asia�Pacific�Conference�on�Global�Business,�Economics,�Finance�
and�Social�Science�（1/Aug/�2014,�Village�Hotel,�Singapore）（Best�Paper�Award受賞）

・�“Current�Account�Balance：�Estimation�for�OECD�members�and�application�to�projections�for�Japan”�
（共著）（招待講演），会議名：Asian�Development�Bank�Institute�BBL�seminar（2013年9月6日，アジア
開発銀行研究所，東京）

・�“Markups,�Productivity�and�External�Market�Development：�An�empirical�analysis�using�SME�data�in�
service�industry”（共著），会議名：Eco-Ena�3rd�Annual�Meeting（1/Feb/2013,�University�of�Oxford,�UK）

・�“Mark-up,�Productivity�and�Imperfect�Competition：�An�empirical�analysis�of�the�Japanese�retail�trade�
industry”（単著），会議名：Demography�of�Firms�and�Industries,�（20/Jan/2011,　Universite�Paris-Est�
Creteil,�France）

・�“Productivity,�Returns�to�Scale�and�Product�Differentiation�in�the�Retail�Trade�Industry：�An�empirical�
analysis�using�Japanese�firm-level�data”�（単著），会議名：Comparative�Analysis�of�Enterprise�Data,�（3/
Oct/2009,�Hitotsubashi�Hall,�Tokyo）

・�“Productivity,�Returns�to�Scale�and�Product�Differentiation�in�the�Retail�Trade�Industry：�An�empirical�
analysis�using�Japanese�firm-level�data”�（単著），会議名：日本経済学会春季大会，（2009年6月7日，
京都大学）
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  専門分野 
国際金融論，EU金融論，国際金融史

  専門分野キーワード 
欧州銀行同盟，国際銀行規制，フランス為替政策史

  共著，共編著，編著 
・�共著：『国際通貨体制と世界金融危機―地域アプローチによる検証―』上川孝夫編，日本経済評論社，
2011年。（分担：第11章「独仏・ユーロ圏」執筆，321-349頁，第8章�S.R.シライト「アセアン諸国」邦訳，
上川孝夫補訂，243-266頁）

・�共著：『グローバリゼーションと国際通貨』紺井博則・上川孝夫編，日本経済評論社，2003年。（分担：
第12章「通貨統合―欧州の実験―」第1節「欧州通貨統合とフランス」執筆，第3�節「グローバリゼーショ
ンと通貨統合」執筆，270-281，289-295，297-298頁）

  翻訳 
・�共訳：ロナルド・マッキノン，グンター・シュナーブル著，山﨑晋・吉川哲生・佐藤秀樹訳「中国の為
替相場と金融抑圧（上）（下）―人民元の国際通貨としての台頭と矛盾」『国際金融』（2014年12月1日号,�
2015年1月1日号）1267-68号　（上）16-24頁,�（下）12-19頁。

  論文・研究ノート 
・�論文：「欧州銀行同盟（EBU）の国際的側面―銀行監督調和のダイナミズム―」日本国際経済学会第75回
全国大会報告論文，1-29頁，2016年（単著，審査有）.

・�論文：“Construction�of�the�European�Banking�Union：�Relations�with�the�European�Banking�Authority�
and�Financial�Stability�Board”,�Paper�for�the�Council�for�European�Studies（CES）,�23rd�International�
Conference�of�Europeanists,�pp.1-27，2016年（単著，審査有）.

・�論文：「欧州金融規制と銀行同盟—ECB・EBA・FSBの関係を中心に—」日本国際経済学会第74回（2015
年度）全国大会報告論文，1-22頁，2015年（単著，審査有）。

・�論文：「銀行同盟の建設と進展―銀行規制・監督の調和への挑戦―」『EUの連帯：日本EU学会年報』第35
号，日本EU学会編，有斐閣，251-273頁，2015年（単著，査読有）。

・�論文：“Banking�Union�and�the�Reform�of�the�Financial�Supervisory�System：�an�Effective�Resolution�
for�the�Eurozone�Crisis”,�Kanazawa�University�Economic�Review,�Faculty�of�Economics�and�Manage-
ment,�Kanazawa�University,�Vol.�34,�No.�2,�pp.�299-322,�2014（単著，査読無）.

・�論文：「欧州における銀行の持ち株規制」（第Ⅰ特集：解消進む株式持ち合い）『月刊金融ジャーナル』�
2014年2月号，No.�690号，26-29頁，2014年（単著，依頼論文）。

・�論文：「ユーロ危機と金融監督－バンキング・ユニオンの視点から－」『金沢大学経済論集』金沢大学経済
学経営学系，第33巻第2号，265-289頁，2013年（単著，査読無）。

・�論文：「欧州における金融監督制度の大改編―世界金融危機を受けて―」『金沢大学経済論集』金沢大学
経済学経営学系，第30巻第2号，249-265頁，2010年（単著，査読無）。

・�論考：「破綻の連鎖を生んだ国際金融の構造」『地域経済ニューズレター』85号，13-15頁，2009年（単著，
依頼論考）。

・�論文：「フランスの為替政策の展開�―1960年代の対外関係を中心に―」『金沢大学経済学部論集』金沢大
学経済学部，第28巻第2号，305-331頁，2008年（単著，査読無）。

・�論文：「フランスの為替政策とヨーロッパ通貨統合（1960-2000年）―構造とダイナミクス―」博士論文，
横浜国立大学大学院国際社会科学研究科，2005年（単著，査読有）。

・�論文：「フランスの為替政策とヨーロッパ通貨統合（1981－89年）―政策転換の形成と帰結―」『横浜国
際社会科学研究』横浜国立大学国際社会科学学会，第9巻第1号，39-56頁，2004年（単著，査読有）。

・�論文：「フラン危機とヨーロッパ通貨統合—『スネーク』とEMSの比較分析を通じて—」『横浜国際社会科
学研究』横浜国立大学国際社会科学学会，第8巻第3号，87-112頁，2003年（単著，査読有）。

佐藤　秀樹　（サトウ　ヒデキ）　准教授
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  その他 
・�インタヴュー記事掲載：「金融立国�理解不足か」（イギリスの国民投票の結果とEU離脱に関する見解）
『北陸中日新聞』2016年6月25日付朝刊。
・�経済辞典：『有斐閣経済辞典[第5版]』金森久雄・荒�憲治郎・森口親司編，金融政策分野及び国際収支分
野担当，有斐閣，2013年12月。以下，単独執筆「基準貸付利率」216頁，「共通担保オペレーション」
244頁，「グローバル・インバランス」288頁，「支払不能危機」543頁，「政策金利」698頁，「2段階アプロー
チ」967頁，「バジョット・ルール」1023頁，「非伝統的金融政策」1060頁，「補完貸付制度」1163頁，「マ
クロプルーデンス政策」1193頁，「ミクロプルーデンス政策」1209頁，「誘導型アプローチ」1245頁，「流
動性危機」1296頁，「ESFS」「ESRB」1370頁。

・�インタヴュー記事掲載：「［世界銀行］新総裁に初の医師出身者―新しい世銀の潮流は生まれるか―」（Dr.�
Jim�Yong�Kim氏の第12代President�of�the�World�Bank�Group就任に関する見解）『国際開発ジャーナル』
国際開発ジャーナル社，68頁，2012年6月号。

・�百科事典：上川孝夫・佐藤秀樹『日本大百科全書（ニッポニカ）』Yahoo百科事典，2010年，以下，共著担
当項目「インド・ステート銀行」「カシコン銀行」「中国銀行」「中国工商銀行」「東亜銀行」「ナショナル・ウェ
ストミンスター銀行」「バークレイズ銀行」「バンコク銀行」「ロイズTSB銀行」。

・�インタヴュー記事掲載：「仏政府の金融行政から欧州通貨統合を分析」日経BPムック『「変革する大学」シ
リーズ：金沢大学人間社会研究域2010-2011』日経BPコンサルティング，82-83頁，2010年。

・�書籍巻末年表執筆：「1990年代の通貨危機に関する年表」分担作成：（1）世界（2）各地域（ヨーロッパ地域，
アメリカ地域，旧ソ連・中東欧地域）担当，上川孝夫・新岡智・増田正人編『通貨危機の政治経済学―21
世紀システムの展望―』398-421頁，2000年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「欧州銀行同盟（EBU）の国際的側面—銀行監督調和のダイナミズム—」日本国際経済学会第75回全国大
会（中京大学），2016年（単独）。

・�Institutional�Analysis�on�the�European�Banking�Union�（EBU）:�Relations�with�the�European�Banking�Au-
thority�and�Financial�Stability�Board,�日本金融学会2016年度秋季大会（関西大学），2016年（単独）。

・�「EUにおける金融安定化システム（Stabilization�of�Financial�System�in�the�European�Union）」石川EU協
会�EU研究会講演（石川四高記念文化交流館），2016年（招待）。

・�“Construction�of�the�European�Banking�Union：�Relations�with�the�European�Banking�Authority�and�Fi-
nancial�Stability�Board”,�23rd�International�Conference�for�Europeanists,�Council�for�European�Studies�
（CES）（Philadelphia,�USA,�14�April�2016）（単独）.
・�「欧州銀行同盟の方法論―ECB・EBA・FSBの関係を中心に―」日本金融学会国際金融部会（明治学院大
学），2016年（単独）。

・�「欧州金融規制と銀行同盟—ECB・EBA・FSBの関係を中心に—」日本国際経済学会第74回全国大会�（専
修大学），2015年（単独）。

・�「欧州銀行規制・監督体制の調和化―銀行同盟の視角―」国際金融研究会／国際経済政策研究会（横浜国
立大学），2015年（単独）。

・�“Banking�Union�and�Reform�of�the�Financial�Supervisory�System：�An�Effective�Resolution�for�the�Eu-
rozone�Crisis”,�22nd�International�Conference�of�Europeanists,�Council�for�European�Studies,�（Scienc-
esPo.,�Paris,�France,�July�2015）（単独）.

・�“Comments�on�the�presentation�by�Professor�David�Howarth,�The�Political�Economy�of�the�Single�Su-
pervisory�Mechanism：�Squaring�the�'Inconsistent�Quartet'（Mainly）,�and�on�the�presentation�by�Profes-
sor�Laszlo�Bruszt,�European�Integration�and�the�Evolution�of�Economic�State�Capacities�in�the�South-
ern�and�Eastern�Peripheries�of�Europe（Shortly）”,�International�Conference�on�Comparative�Analysis�of�
Change�related�to�Institutions�and�Politics�after�the�Global�Crisis：�Dynamics�and�Configuration�of�the�
World�Political�Economy�（Institute�of�Economic�Research,�Kyoto�University,�December�2014）（単独）.

・�「銀行同盟の建設と進展：銀行規制・監督の調和への挑戦」日本EU学会�第35回研究大会（立正大学），
2014年（単独）。
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  専門分野 
政治経済学，経済学史，進化経済学

  専門分野キーワード 
資本主義経済，景気循環論，イノベーション・システム，J.A.シュンペーター

  翻訳 
・�共訳：E・S・アンデルセン『進化的経済学：シュンペーターを超えて』シュプリンガー・フェアラーク東京。
（分担：第1章，補論A）

  論文・研究ノート 
・�書評：「松尾匡・橋本貴彦『これからのマルクス経済学入門』」『経済科学通信』第141号，2016年。（依頼）
・�論文：Seo,�T.,�“Schumpeterian�Innovation�System�in�Knowledge�Capitalism,”�Discussion�Paper�Series�
（Faculty�of�Economics�and�Management,�Institute�of�Human�and�Social�Sciences,�Kanazawa�Uni-
versity）,�No.27,�2016.（査読無）

・�論文：「シュピートホフ景気理論と宇野恐慌論」『金沢大学経済学論集』第36巻第1号，2015年。（査読無）
・�論文：「景気循環論をめぐるシュピートホフとシュンペーター」『金沢大学経済論集』第35巻第1号，
2015年。（査読無）

・�論文：“Reconsidering�Schumpeterian�Business�Cycle�Theory：�From�the�Spiethoff-Schumpeter�Per-
spective,”�Discussion�Paper�Series�（ Faculty�of�Economics�and�Management,�Institute�of�Human�
and�Social�Sciences,�Kanazawa�University）,�No.�23,�2014.（査読無）

・�論文：「知識の蓄積過程とイノベーション過程」『進化経済学会第18回金沢大会発表論文集』，2014年。（査
読無）

・�論文：「国内二輪産業の成熟化・制度変化：Industry�Life�Cycle理論に基づいて」『金沢大学経済�論集』第
34巻第1号，2013年。（査読無）

・�論 文： “A�Neo-Schumpeterian�Perspective�of�Technical�Change�and�Unemployment,”�Discussion�
Paper�Series�（ Faculty�of�Economics�and�Management,�Institute�of�Human�and�Social�Sciences,�
Kanazawa�University）,�No.17,�2012.（査読無）

・�論文（共著）：「N．カルドアの農工二部門モデルの再検討：モデルの意義と政策」『埼玉大学紀要�（教育学
部）』第61巻第1号，2012年。（査読無）

・�論文（共著）：「技術変化の長期的プロセスとシュンペーター的失業理論」『進化経済学論集第16�集』，
2012年。（査読無）

・�論文：「一次産品部門の発展を考慮したカルドア型2部門モデル」『金沢大学経済論集』第32巻�第1号，
2011年。（査読無）

・�論文（共著）：「カルドアの二部門モデルの再検討」『進化経済学論集第15集』，2011年。（査読無）
・�論文：「資本主義経済における競争論の再構成：『当事者』の導入方法をめぐって」『金沢大学経済�論集』
第31巻第2号，2011年。（査読無）

・�研究ノート：「ネオ・シュンペーター学派の経済学：これまでの到達点」経済理論学会編『季刊経�済理論』
第47巻第4号，桜井書店，2011年。（査読有）

・�論文：「イノベーションの定式化にかんする考察」『経済理論学会第57回大会報告論集』，2009年。（査
読有）

・�論文：「ヴィジョンとしての『経済進化』の継承」経済理論学会編，『季刊経済理論』第46巻第1号，桜井
書店，2009年。（査読有）

瀬尾　崇　（セオ　タカシ）　准教授
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・�論文：「オートバイ産業の技術変化と構造変化」『進化経済学論集第13集』，2009年。（査読無）
・�論文（共著）：「メトカフ型競争モデルの非独占化」，『経済論叢』第173巻第4号，2004年。（査読有）
・�論文（共著）：「メトカフ型企業間競争への革新要素の導入」『進化経済学論集第7集』，2003年（査読無）
・�論文（共著）：「マーケット・シェアと賃金率を巡る企業間競争」『日本シミュレーション＆ゲーミング学
会2002年度秋季全国大会発表論文集』，2002年。（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Schumpeter’s�Treatise�on�Money�and�Business�Cycle�Theory”�会議名：The�2nd�International�Seminar�
on�Political�Economy�in�Toyama,（2016年，10月2-3日，富山大学）（口頭発表）

・�“A�Schumpeterian�Innovation�System�in�Knowledge�Capitalism：�System�Dynamics�with�STELLA”�会
議名：The�16th�Conference�of�the�International�Joseph�A.�Schumpeter�Society,（2016年，7月6-8日，
Hotel�Bonaventure�Montreal：�Canada）（査読有，口頭発表）

・�「現代資本主義における知識の再生産過程：Restless�Capitalism論に基づいて」，会議名：経済理論学会
第63回大会，（2015年，11月21-22日，一橋大学）（口頭発表）

・�「Restless�Capitalism論にもとづいた現代資本主義における知識の再生産」，会議名：ポストケインズ派
経済学研究会，（2015年，3月28日，早稲田大学）（口頭発表）

・�「Restless�Capitalism論にもとづいた現代資本主義における知識の一考察」，会議名：第5回知識共創
フォーラム，（2015年，3月7-8日，金沢勤労者プラザ）（査読有，口頭発表）

・�“Schumpeterian�Innovation�System�in�Knowledge�Capitalism”�会議名：International�Seminar�on�Politi-
cal�Economy�in�Toyama,（2016年，2月15-16日，富山大学）（口頭発表）

・�“Reconsidering�Schumpeterian�Business�Cycle�Theory：�From�the�Spiethoff-Schumpeter�Perspective”�
会議名：International�Conference�on�New�Thinking�in�Economic�Theory�and�Policy,（2014年，9月
13-15日，明治大学）（口頭発表）

・�“A�Neo-Schumpeterian�Perspective�on�Technical�Change�and�Unemployment”�会議名：International�
Conference�of�Structural�Economic�Dynamics,（2012年，9月3-5日，明治大学）

・�“The�Effect�of�Innovation�at�the�Phase�of�Upward�Turnover�from�the�‘Floor’�of�Business�Cycle：�An�
Evolutionary�Behavioral�Approach”�会議名：18th�Annual�EAEPE�（European�Association�for�Evolution-
ary�Political�Economics）Conference�2006，（2006年，11月2-4日，Galatasaray�University：�Turkey）（査
読有，口頭発表）

・�“Innovation�Strategy�Choice�and�Market�Share�Competition：�An�Evolutionary�Approach”（共著）会議名：
35th�Annual�Conference�of�the�International�Simulation�and�Gaming�Association�（ISAGA）and�Joint�
Conference�of�SAGSAGA,（2004年，9月6-10日，Ludwig�Maximilians�University：�Germany）（口頭発表）
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  専門分野 
会計学

  専門分野キーワード 
財務会計・財務分析・リアルオプション

  共著，共編著，編著 
・�共著：『現代国際会計』税務経理協会，1996年。（分担：第3章）
・�共著：『キャッシュ・フロー情報－ブームの異現象を超えて－』同文舘出版，2000年。（佐藤氏と共同執筆）
・�共著：『現代国際会計（改定版）』税務経理協会，2000年。（分担：第3章）

  論文・研究ノート 
・�論文：「残余利益オプションモデルによるインターネット企業の株式評価」『リアルオプションと戦略』
2016/12掲載予定。（査読有）

・�論文：Accountability�and�Real�Option：�Equity�Valuation�based�on�Nonlinear�Residual�Income�Model,�
Japan�Accounting�Association�Proceedings,�2016/9.（査読無）

・�論文：「残余利益モデルで推定する株式のリアルオプション価値」『日本リアルオプション学会2015年
研究報告大会Proceedings』2015/10（査読有）。

・�論文：「残余利益のリアルオプション的性質に基づく株式価値評価法」『日本会計研究学会2015全国大
会Proceedings』2015/09（査読無）。

・�論文：「リアルオプション･アプローチによるCVP分析の理論的拡張」『日本管理会計学会2015年度全国
大会Proceedings』2015/08（査読無）。

・�論文：「入れ子」構造を有する残余利益に基づく企業価値評価モデル」『日本リアルオプション学会2014
年研究報告大会Proceedings』2014/11（査読有）。

・�論文：「リアルオプション・アプローチによるRIMの拡張」『日本会計研究学会2014年全国大会Proceed-
ings』2014/09。（査読無）

・�論文：「確率的CVP分析による株式価値評価モデル」『日本リアルオプション学会2013年研究報告大会
Proceedings』2013/11。（査読有）

・�論文：「財産・損益・収支のオプション価値」『金沢大学経済論集』第34巻第1号，2013年。（査読無）
・�論文：「確率的CVP分析とオプション理論に基づく株式価値評価モデル」『金沢大学経済論集』第33巻第
2号，2013/03。（査読無）

・�論文：「マルチンゲール測度に基づくCVP分析の拡張可能性―佐藤[2010]・佐藤[2011]における問題点
の検証と修正―」『金沢大学経済論集』第33巻第1号，2012/12。（査読無）

・�論文：「確率的CVP分析　―離散時間モデル―」『金沢大学経済論集』第32巻第2号，2011/03。（査読無）
・�論文：「不確実性下におけるCVP分析の連続時間モデルへの拡張」『金沢大学経済論集』，第30巻第2号，
2010/02。（査読無）

・�論文：Theory�of�Force�Accounting�Applied�to�Detecting�Earnings�Management,『2008年度金沢大学重
点研究・教育研究拠点形成事業報告書』2009/03。（査読無）

・�論文：Analysis�on�Earnings�Management�Using�Real�Option�Approach,�『2007年度金沢大学重点研究・
教育研究拠点形成事業報告書』2008/05。（査読無）

・�論文：「自治体病院における管理者の選任と採算性」『社会関連会計研究』第19巻，2007/11。（査読有）
・�論文：「自治体病院の価値評価式―LIMによる社会的コストの推定―」『金沢大学経済論集』　第42号，
2007/07。（査読無）

佐藤　清和　（サトウ　キヨカズ）　教授
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・�論文：「自治体病院における経営状況の分析－地方公営企業の全部適用と経営状況との関連性」『青森公
立大学経営経済学研究』第10巻第2号，2005/03。（査読無）

・�論文：「非営利情報に基づく裁量的利益調整行動の分析」，『社会関連会計研究』第15巻，2004/11。（査
読無）

・�論文：「キャッシュ・フロー分岐点による利益調整行動の分析」『會計』第166巻4号2004/10。（査読無）
・�論文：Accrual-Based�Risk�Reduction：�An�Indicator�to�Identify�Managers'�Discretion�Using�a�Break-Even�
of�Cash�Flows,�Aomori�Public�College�Journal�of�Management�&�Economics　Vol.9,�No.1,�2003/09.
（査読無）
・�論文：「裁量的会計発生高の「意味」と測定方法」『研究年報「経済学」（東北大学）』第63巻　第4号，
2002/02。（査読無）

  その他 
・�「ヘッジ会計」『現代会計用語辞典（第2版）』税務経理協会，2002年。
・�「ヘッジ会計」『現代会計用語辞典（第3版）』税務経理協会，2005年。
・�「ヘッジ会計」『現代会計用語辞典（新版）』税務経理協会，2016年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「アカウンタビリティとリアルオプション」（会議名：日本会計研究学会2016年度全国大会）（2016/09）。
・�「残余利益モデルで推定する株式のリアルオプション価値」（会議名：日本リアルオプション学会2015
年度研究発表大会）（2015/10）。

・�「リアルオプション･アプローチによるCVP分析の理論的拡張」（会議名：日本管理会計学会2015年度全
国大会）（2015/08）。

・�「残余利益のリアルオプション的性質に基づく株式価値評価法」（会議名：日本会計研究学会2015年度
全国大会）。

・�「入れ子構造を有する残余利益に基づく企業価値評価モデル」（会議名：日本リアルオプション学会2014
年研究報告大会）。

・�「リアルオプション・アプローチによるRIMの拡張」（会議名：日本会計研究学会2014年全国大会）。
・�「リアルオプション・アプローチによる企業価値評価法�―売上高の不確実性・原価態様の非対称性・端
末価値の推定」―（会議名：日本管理会計学会2014年全国大会）（2014/09/12）。

・�「Stock�Valuation�Model�based�on�Stochastic�CVP�analysis」（会議名：日本リアルオプション学会2013
年研究発表大会）（2013/11/09）。

・�「経営者のリスク選好を反映した短期利益計画に関する考察」（会議名：日本管理会計学会　2013年度
全国大会）（2013/09/14）。

・�「マルチンゲール測度に基づく確率的CVP分析の拡張」（会議名：日本管理会計学会：2012年度関西・中
部部会）（2013/03/23）。
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  専門分野 
経営学，人的資源管理論

  専門分野キーワード 
雇用，日本型経営，労使関係，キャリア開発

  共著，共編著，編著 
・�澤田　幹・山本大造・橋場俊展・谷本　啓著『ヒト・仕事・職場のマネジメント　－人的資源管理の理論
と展開－』ミネルヴァ書房，2016年（担当：はしがき，第4章，第5章，終章）

・�伊藤健市・中川誠士・堀龍二編著『アメリカの経営・日本の経営』ミネルヴァ書房，2010年。（担当：第2章，
第3報）

・�澤田　幹・平澤克彦・守屋貴司編著『明日を生きる人的資源管理入門』ミネルヴァ書房，2009年。担当：
第3章）

  翻訳 
・�G.エスピン＝アンデルセン，マリーノ・レジーニ編，伍賀一道・北　明美・白井邦彦・澤田　幹・川口　
章訳『労働市場の規制緩和を検証する』青木書店，2004年。（担当：第8章，第10章）

  論文・研究ノート 
・�「非正規雇用労働者のキャリア開発支援をめぐる諸問題�：�『能力開発基本調査』の結果をもとにして」『金
沢大学経済論集』第33巻2号，2014年3月，pp.89-117.

・�「非正規雇用労働者のキャリア開発支援と労働CSR」『金沢大学経済論集』第33�巻2�号，2013年3月，
pp.121-150.

  その他 
・�「長時間労働と健康問題」労務理論学会編『経営労務事典』晃洋書房，2011�年，pp.110-111.
・�統一論題へのコメント：ダイバーシティ・マネジメントの視座から」労務理論学会編『経営労務と労使関
係の新局面』晃洋書房，2011年，pp.95-103.

澤田　幹　（サワダ　ミキ）　教授
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  専門分野 
経営情報論，経営戦略論，経営組織論

  専門分野キーワード 
情報システム，ナレッジ・マネジメント，サプライチェーン・マネジメント，脱コモディティ化，経験価
値，ブランディング

  著書 
・�『脱コモディティへのブランディング―企業ミュージアム・情報倫理と「彫り込まれた消費」―』創成社，
2016年。

・�『企業経営の情報論』創成社，2010年。
・�『知識に関する組織能力と競争優位』金沢大学経済学経営学系研究叢書17，2010年。
・�『現代企業の戦略スキーム』中央経済社，2009年。
・�『経営学の系譜―組織・戦略理論の基礎とフロンティア―』中央経済社，2008年。
・�『経営戦略の探究―ポジション・資源・能力の統合理論―』創成社，2005年。
・�『組織ナレッジと情報―メタナレッジによるダイナミクス―』千倉書房，2003年。
・�『ビジネスツールとしての情報技術』同文舘，1996年。
・�『アップトゥデイト経営学』創成社，1991年。

  共著，共編著，編著 
・�共著　『管理職のためのインターネットでつかむビジネスチャンス―国内外29の成功例と未来ビジネ
ス―』早稲田教育出版，1995年。（石田朗との共著）

・�共著　『現代経営学の構築』稲葉元吉編著，同文舘，1994年。（分担：第13章）

  翻訳 
・�共訳：R.E.ケイビス『多国籍企業と経済分析』千倉書房，1992年。（分担：215〜250，283〜314ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「食品メーカーの工場公開－その意義と事例－」『金沢大学経済論集』第36巻第2号，2016年。（査
読無）

・�論文：「都市部工場跡地における緑地創設の意義」『金沢大学経済論集』第36巻第1号，2015年。（査読無）
・�論文：「環境経営ブランディングと経営倫理」『金沢大学経済論集』第35巻第2号，2015年。（査読無）
・�論文：「環境経営によるブランディング－情報戦略の意義－」『金沢大学経済論集』第35巻第1号，2015年。
（査読無）
・�論文：「体験型ブランディングによる脱コモディティ化－経験価値形成と『個人に彫り込まれた消費』－」
『金沢大学経済論集』第34巻第2号，2014年。（査読無）
・�論文：「コモディティ化と製品の心理的価値」『金沢大学経済論集』第34巻第1号，2013年。（査読無）
・�論文：「モバイル・デバイス・マネジメントの機能と課題－MDMシステムの必要性とあり方－」『金沢大
学経済論集』第33巻第2号，2013年。（査読無）

・�論文：「ICT支援型マーケティングと情報倫理」『金沢大学経済論集』第33巻第1号，2012年。（査読無）
・�論文：「日本企業のダイバーシティ・マネジメント－NTTデータと日立製作所を事例に－」『金沢大学経
済論集』第32巻第2号，2012年。（査読無）

・�論文：「後発型ヘルスケア製品事業の事例研究－富士フイルムのアスタリフト－」『金沢大学経済論集』
第32巻第1号，2011年。（査読無）

白石　弘幸　（シライシ　ヒロユキ）　教授
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・�論文：「レコメンデーションとフラッシュマーケティング－ICT支援販売促進の連携－」『金沢大学経済
論集』第31巻第2号，2011年。（査読無）

・�論文：「クラウドコンピューティングビジネス－その現状と課題－」『金沢大学経済論集』第30巻第2号，
2010年。（査読無し）

・�論文：「ダイバーシティ・マネジメントの本質と意義」『金沢大学経済論集』第31巻第1号，2010年。（査
読無）

・�論文：「組織学習と学習する組織」『金沢大学経済論集』第29巻第2号，2009年。（査読無）
・�論文：「ダイナミック・ケイパビリティの本質－花王と大日本印刷を事例に－」『日本情報経営学会誌』第
29巻第4号，2009年。（査読有）

・�論文：「情報技術／システムのロジックとアンラーニング」『金沢大学経済論集』第30巻第1号，2009年。
（査読無）
・�論文：「新事業の戦略的スキームと競争優位－エコナ・クッキングオイルとブルーレイの検討－」『金沢
大学経済論集』第29巻第1号，2008年。（査読無）

・�論文：「近年におけるマトリックス組織の再評価と導入」『金沢大学経済学部論集』第28巻第2号，2008年。
（査読無）
・�論文：「ダイナミック・ケイパビリティの戦略的価値－競争優位の視点から－」『金沢大学経済学部論集』
第28巻第1号，2007年。（査読無）

・�論文：「知識の共有と共用－応用地質の事例－」，『金沢大学経済学部論集』第27巻第2号，2007年。（査
読無）

・�論文：Supply�Chain�Management�and�Traceability�of�Food�as�an�Incentive『金沢大学経済学部論集』第
27巻第2号，2007年。（査読無）

・�論文：Ubiquitous�Network�Technologies�and�Business�Process�Reengineering『金沢大学経済学部論集』
第27巻第1号，2007年。（査読無）

・�論文：「研究開発を促進する組織構造－知的創造の能力による競争優位と『場』の形成－」『金沢大学経済
学部論集』第27巻第1号，2007年。（査読無）

・�論文：「ネットワーク外部性と企業の情報戦略」『経営情報学会誌』第14巻第4号，2007年。（査読有）
・�論文：「組織能力と知識に関する一考察」『金沢大学経済学部論集』第26巻第2号，2006年。（査読無）
・�論文：「ユビキタスと企業経営」『金沢大学経済学部論集』第26巻第1号，2006年。（査読無）
・�論文：「資源ベースの経営戦略」『金沢大学経済学部論集』第25巻第1号，2005年。（査読無）
・�論文：「デファクト・スタンダードの経営戦略」『金沢大学経済学部論集』第24巻第2号，2004年。（査読無）
・�論文：「ポジション優位の経営戦略」『金沢大学経済学部論集』第24巻第1号，2003年。（査読無）
・�論文：「組織の内部現象：エージェンシー関係における意思決定と情報」『金沢大学経済学部論集』第22
巻第2号，2002年。（査読無）

・�論文：「情報システム関連業務における人材評価特性」『金沢大学経済学部論集』第21巻第2号，2001年。
（査読無）
・�論文：「組織におけるシミュレーション－その特徴とゴミ箱モデルの意義－」『オペレーションズ・リサー
チ』第45巻第1号，2000年。（査読有）

  その他 
・�「伊丹敬之・軽部大編著『見えざる資産の戦略と論理』」『組織科学』第40巻4号，2007年。（新刊紹介）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「知識の共有共用とインセンティブ」会議名：日本経営学会第252回中部部会（2009年7月25日，石川
四高記念文化交流館）

・�「企業における知識の共有共用」会議名：応用経済学会春季大会（2006年6月10日，福岡大学）
・�“SCM�and�Traceability：�Issues�Concerning�Utilization�of�RFID”会議名：Institutional�View�of�SCM：
ISCM2006（2006年11月17日，東京工業大学）



−285−

  専門分野 
会計学

  専門分野キーワード 
会計理論，事象アプローチ，複式簿記

  著書 
・�『会計理論の再構築―事象アプローチの学説史的再評価―』森山書店，2007年。

  論文・研究ノート 
・�論文：「Johnson�and�Storey（1982）の会計事象分類論の再評価」『會計』第190巻第1号,�2016年7月,�pp.�
45-55.【査読無】

・�論文：「会計事象の分類に基づく現行会計実践の考察」『會計』第187巻第1号,�2015年1月,�pp.�112-126.
【査読無】
・�論文：「貸借対照表は何を表しているのか―事象サイクルアプローチにもとづいて―」『會計』第186巻
第4号,�2014年10月,�pp.�31-45.【査読無】

・�論文：「事象サイクルアプローチによる財務諸表」『會計』第184巻第5号,�2013年11月,�pp.�57-69.【査読
無】

・�論文：「現行会計モデルへのサイクルアプローチ」『會計』第182巻第5号,�2012年12月,�pp.�43-53.【査読
無】

・�論文：「サイクルモデル―財務諸表の要素についての代替的見解―」『會計』第180巻第6号,�2011年12月,�
pp.�72-83.【査読無】

・�論文：「事象サイクルの属性と複式記入」『會計』第178巻第6号,�2010年11月,�pp.�84-96.【査読無】
・�論文：「事象理論にもとづく元帳記録の説明」『産業経理』第70巻第1号,�2010年4月,�pp.�51-62.【査読無】
・�論文：「事象サイクルの概念と会計的記号」『會計』第176巻第5号,�2009年11月,�pp.�94-106.【査読無】
・�論文：「伝統的複式仕訳モデルの再検討―事象理論にもとづいて―」『産業経理』第68巻第4号,�2009年1
月,�pp.�109-118.【査読無】

・�論文：「事象理論の全容解明へ向けての試論」『金沢大学経済学部論集』第27巻第2号,�2007年3月,�pp.�
205-221.【査読無】

・�論文：「アメリカ会計学説におけるインプット理論の展開（二・完）」『會計』第170巻第2号，2006年8月，
pp.�91-104.【査読無】

・�論文：「アメリカ会計学説におけるインプット理論の展開（一）」『會計』第170巻第1号，2006年7月，
pp.�51-66.【査読無】

・�論文：「マッカーシー会計モデル論の基底―会計の記録対象と記録方法についての見解を中心として―」
『會計』第167巻第1号，2005年1月，pp.�67-80.【査読無】
・�論文：「会計データモデル論の意味論的考察」『會計』第164巻第3号，2003年9月，pp.�53-65.【査読無】

  口頭発表・ポスター発表 
・�「多欄式財務諸表の構想」日本会計研究学会第75回大会（2016年，9月13日，静岡県コンベンションアー
ツセンターグランシップ）

・�「複式簿記の基本構造への一試論―事象理論に基づいて―」日本簿記学会第32回大会（2016年，8月21
日，大阪経済大学）

・�“Contributions�of�Sorter’s�（1969）�Events�Approach�to�Accounting�Theory”,�Proceedings�of�the�annual�

竹島　貞治　（タケシマ　サダハル）　教授
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meeting�of�the�2016�American�Accounting�Association.�New�York.�August�9,�2016.
・�「IFRS概念フレームワークへの試論―会計事象の認識および測定プロセスの再検討を中心として―」日
本会計研究学会第73回大会（2014年，9月5日，横浜国立大学）

・�“A�New�Theory�of�the�Usefulness�of�the�Double-Entry�System”,�Proceedings�of�the�annual�meeting�of�
the�36th�European�Accounting�Association.�Paris.�May�7,�2013.

・�「サイクルモデル―財務諸表の要素についての代替的見解―」日本会計研究学会第70回（2011年，9月
18日，一橋大学）

・�“The�Cycle�Model：�An�Alternative�View�of�Elements�of�Financial�Statements”,�Proceedings�of�the�an-
nual�meeting�of�the�34th�European�Accounting�Association.�Rome.�April�21,�2011.



−287−

  専門分野 
経営学

  専門分野キーワード 
知識経営，知的財産，暗黙知

  共著，共編著，編著 
・�共著：『実践ソーシャルイノベーション』千倉書房，2014年
・�共編著：『レジリエント・マネジメント』（株）ナカニシヤ出版，2014年
・�共著：『経営は哲学なり』（株）ナカニシヤ出版，2012年
・�共著：『流れを経営する』（株）東洋経済新報社，2010年
・�共著：『組織は人なり』（株）ナカニシヤ出版，2009年
・�共著：Managing�Flow�A�Process�Theory�of�the�Knowledge-based�Firm�Palgrave�Macmillan.2008年
・�共著：『知識創造経営とイノベーション』丸善（株），2006年
・�共著：『知的財産マネジメント』（株）中央経済社，2004年
・�共著：『価値創造システムとしての企業』（株）学文社，2003年
・�共著：『イノベーションとベンチャー企業』八千代出版（株），2002年
・�共著：『知識経営実践論』（株）白桃書房，2001年
・�共著：『ハイテク・マーケティング』（株）誠文堂新光社，1990年

  論文・研究ノート 
・�論文：「ナレッジマネジメント視点による防災・減災のための災害体験継承に関する考察」第7回横幹連
合カンファレンス，2016年

・�論文（共著）：「人間主義の復権」『経営哲学』第7巻1号，2010年（査読有）
・�論文（共著）：「賢慮のマネジメント〜電力会社におけるリーダーシップ論構築へ向けて」『社会経済研究』
No57，2009年，（査読有）

・�論文（共著）：「流れを経営する〜知識ベース企業のプロセス理論序説」『一橋ビジネスレビュー』55巻3
号，2007年

・�論文：「企業の知的財産戦略と組織機能に関する研究」北陸先端科学技術大学院大学博士論文，2003年

  その他 
・�「暗黙知」『一橋大学ビジネスレビュー』59巻1号，2011年.（依頼原稿）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「知識創造理論の系譜」日本情報経営学会関西支部例会，2016年（招待講演）
・�「災害における経験知と情報の継承に関する考察」日本情報経営学会第72回全国大会，2016年
・�「異質な知の重要性〜知識経営から見た知の相乗効果〜」異文化経営学会北陸部会設立総会・第１回研
究会，2015年

・�「日本企業における知的財産部門の組織と機能」日本経営情報学会2001秋期全国研究発表大会，2001
年

・�Changing�Roles�of�Intellectual�Property�Division�in�Japanese�Firms,�PICMET’01（Portland�International�
Conference�on�Management�of�Engineering�and�Technology�2001）,2001年

・�「知的財産の戦略資源化と組織的対応」研究技術計画学会第15回年次学術大会，2000年

平田　透　（ヒラタ　トオル）　教授
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  専門分野 
・�制御・システム工学

  専門分野キーワード 
・�生産システム，サプライチェーンマネジメント，環境配慮型システム

  論文・研究ノート 
・�論文：清水�良明，柳　在圭，阪口�龍彦：“多目的最適化問題事後解析法の提案　多目的最適化手法
MOON2�=�MOON2Rでの展開，”進化計算学会論文集，Vol.7,�No.1�pp.1-11,�2016年。（査読有）

・�論文：Yoshiaki�Shimizu,�Tatsuhiko�Sakaguchi,�Jae�Kyu�Yoo：�“A�Hybrid�method�for�soving�multi-depot　
VEP�with�simultaneous�pickup�and�delivery�incorporated�with�Weber�basis�saving�heuristic,”�Journal�of�
Advanced�Mechanical�Design,�Systems,�and�Manufacturing,�Vol.10,�No.1,�JAMDSM0004,�2015年。（査
読有）

・�論文：Yoshiaki�Shimizu,�Tatsuhiko�Sakaguchi,�Jae�Kyu�Yoo：�“A�Hybrid�Approach�for�Multi-Depot�VRP�
with�Simultaneous�Pickup�and�Delivery�Incorporated�with�Weber�Basis�Saving�Method,”�Proc.�20th�
Asia�Pacific�Industrial�Engineering�&�Management�Systems�Conference,�Ho�Chi�Minh,�Vietnam,�2015
年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Yoshiaki�Shimizu,�Toshiya�Waki,�Jae�Kyu�Yoo：�“MULTI-OBJECTIVE�OPTIMIZATION�ON�A�SE-
QUENCING�PLANNING�OF�MIXED-MODEL�ASSEMBLY�LINE,”�Journal�of�Advanced�Mechanical�De-
sign,�Systems,�and�Manufacturing,�Vol.5,�No.4,�pp.247-283,�2011年。（査読有）

・�論文：Yoshiaki�Shimizu,�Toshiya�Waki,�Jae�Kyu�Yoo：�“Multi-Objective�Optimization�Planning�of�Mixed-Mod-
el�Assembly�Line,”�Proc.�11th�Asia�Pacific�Industrial�Engineering�&�Management�Systems�Conference,�
Melaka,�Malaysia,�2010年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：清水�良明,�和気�敏也,�柳　在圭：�“混合品種組立てラインへの製品投入順序に関する多目的解析,”
システム制御情報学会論文誌,�Vol.22,�No.2,�pp.�49-57,�2009年。（査読有）

・�論文：Yoshiaki�Shimizu,�Takashi�Fujikura,�Jae-Kyu�Yoo：�“A�Hybrid�Meta-Heuristic�Approach�for�Multi-�
Commodity�Logistics�Optimization�over�Planning�Horizon,”�Proc.�4th�Int.�Symp.�on�Scheduling,�pp.81-
86,�Nagoya,�2009年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Yoshiaki�Shimizu,�Toshiya�Waki,�Jae�Kyu�Yoo：�“Multi-Objective�Analysis�for�A�Sequencing�Plan-
ning�of�Mixed-Model�Assembly�Line,”�International�Symposium�on�Flexible�Automation,�JL008,�Atlan-
ta,�Georgia,�USA,�June�23-26,�2008年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Jae-Kyu�Yoo,�Yoshiaki�Shimizu：�“A�Practical�TOC�Scheduling�Method�Using�Pull-Push　Pro-
duction�Concept,”�Proc.�9th�Asia�Pacific�Industrial�Engineering�&�Management�Systems�Conference,　
pp.1912-1919,�Bali,�Indonesia,�2008年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Jae-kyu�Yoo,�Tatsuya�Moriyama,�and�Yoshiaki�Shimizu：�“Practical�Method�for�Solving�Simultane-
ous�Sequencing�Problem�of�Mixed-Model�Assembly�Line�and�Paint�Line�under�Multiple�Objectives,”Proc.�
8th�APIEMSC,�pp.1-12,�Taiwan,�2007年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Rei�HINO,�Jae-Kyu�YOO�and�Yoshiaki�SHIMIZU：�“Job�Shop�Scheduling�Focusing�on�Role�of�Buf-
fer,”�JSME�Int.�Journal,�Series�C,�Vol.49,�No.3,�pp.950-956,�2006年。（査読有）

・�論文：清水�良明，柳　在圭，田中�康嗣：“価値観の主観性を意識した多目的最適化を通じた設計支援，”
日本機械学会論文集,�Vol.72-C,�No.717,�pp.1613-1620,�2006年。（査読有）

・�論文：J.K.�Yoo,�T.�Moriyama�and�Y.�Shimizu：�“Sequencing�Problem�in�Mixed-Model�Assembly�Line�In-
cluding�a�Painting�Line,”�Proc.ICCAS2005,�Korea,�2005年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Jae-Kyu�YOO,�Yoshiaki�SHINIZU,�Rei�Hino：“A�Sequencing�Problem�for�Mixed-Model�Assembly�
Line�with�the�Aid�of�Relief-Man,”�JSME�Int.�Jouyrnal,�Series�C.�Vol.48,�No.1,�pp.15-20,�2005年。（査読有）

柳　在圭　（ユウ　ザイケイ）　教授
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・�論文：清水�良明，三浦�和希，柳　在圭：“価値観とメタモデルの逐次関連モデル化に基づく多目的最適
設計，”日本機械学会論文集,�Vol.71-C,�No.702,�2005年。（査読有）

・�論文：Takeshi�Wada,�Yoshiaki�Shimizu�and�Jae-Kyu�Yoo：�“Entire�Supply�Chain�Optimization�in�Terms�
of�Hybrid�Approach,”�Proc.�15th�Europe.�Symp.�on�Computer-Aided�Process�Eng.,�Barcerona,�Spain,�
2005年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：Rei,�Hino,�Yasuhiro,�Kobayashi,�Jae-Kyu,�YOO,�and�SHIMIZU�Yoshiaki：“Generalization�of�Schedul-
ing�Problem�Associated�with�Cooperation�among�Human�Operators�and�Machine,”�Proc.�Int.�2004JUS-
FA,�Denver,�USA,�2004年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：柳�在圭,�石田�愛美,�清水�良明：“補助人員を用いる混合品種組立ラインの製品投入順序付け,”�シ
ステム制御情報学会論文誌,�Vol.17,�No.10,�pp.419-425,�2004年。（査読有）

・�論文：Jae-Kyu�YOO,�Megumi�ISHIDA�and�Yoshiaki�SHIMIZU：�“A�Sequencing�Problem�for�Mixed-Mod-
el�Assembly�Line�with�the�Help�of�Relief-Man,”�Proc.�Int.�Symp.�on�Scheduling,�pp.110-114,�2004年。（査
読有）（プロシーディング）

・�論文：Yoshiaki�SHIMIZU,�Jae-Kyu�YOO�and�Yasutsugu�TANAKA：�“Web-based�Application�for�Multi-Ob-
jective�Optimization�in�Process�Systems,”�Proc.�8th�Int.�Symp.�on�Computer-Aided�Process�Systems�
Eng.,�pp.328-333,�2004年。（査読有）（プロシーディング）

・�論文：柳�在圭,�清水�良明：�“JIT生産の拡張による生産システムの統括的効率化,”�経営工学会論文誌,�
Vol.54,�No.3,�pp.194-201,�2003年。（査読有）

・�論文：Jae-Kyu�YOO,�Kohjiro�SHINBO�and�Yoshiaki�SHIMIZU：�“A�Scheduling�Method�for�Painting�Line�
under�Pull�Production,”�JSME�Int.�Journal,�Series�C,�Vol.46,�No.1,�pp.88-92,�2003年。（査読有）

・�論文：Jae-Kyu�YOO,�Kohjiro�SHINBO�and�Yoshiaki�SHIMIZU：�“A�Scheduling�Method�for�Painting�Line�
under�Pull�Production,”�Proc.�Int.�Symp.�on�Scheduling,�pp.129-132,�2002年。（査読有）（プロシーディ
ング）

・�論文：�柳，野口，鳩野，富山，田村：“JIT生産を考慮した塗装工程における動的なスケジューリング手
法，”�システム制御情報学会論文誌，Vol.44,�No.2,�pp.65-72,�2000年。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�小原�慎平，白石�弘幸，前田�隆，柳�在圭，“循環型生産システムにおける予測誤差を考慮した生産量決定”，
日本経営工学会2015秋季大会（2015年，金沢工業大学）

・�小原�慎平，白石�弘幸，前田�隆，柳�在圭，“循環型生産システムにおける回収•再生モデルに関する研究”，
日本機械学会2013年次大会（2013年，岡山大学）

・�柳�在圭，清水�良明：“Pull-Push型生産概念を用いた新たなTOCスケジューリング手法の提案”，経営情
報学会2012全国大学（2012年，金沢星稜大学）

・�柳�在圭，清水�良明：“Pull-Push型生産概念を活用したTOCスケジューリング手法”，第54回自動制御
連合講演会�（2011年，豊橋技術科学大学）

・�柳�在圭，森山�竜也，清水�良明：“多目的最適化手法による生産ラインの製品投入順序づけ,”�日本機械
学会2007年度年次大会講演論文集,�3716,�pp.333-334�（2007年,�吹田）

・�沖原�健一,�柳�在圭,�清水�良明：“物流システム全体効率を考慮した運搬スケジューリング問題,”�日本経
営工学会2005�年秋季全国研究発表大会論文集,�2B-9,�pp.424-427�（2005年，中村学院大学（福岡））

・�柳,�許斐,�樋野,�清水：“補助人員を考慮した混合品種組立ラインの製品投入順序付け,”�日本機械学会生
産システム部門�講演会�2004�講演会論文集,2101,pp.27-28�（2004年,川越）

・�柳,�松井,�清水：“多品種生産を考慮したロット工程におけるPull-Push�型生産,”�日本機械学会東海支部�
「豊橋地区講演会」講演論文集,�513,pp.137�（2002年，豊橋）
・�新保，柳，北島，清水：“Pull型生産を用いた塗装ラインのスケジューリング手法，”第45回システム制
御情報学会研究発表講演論文集，3046,�pp.309-310�（2001年，大阪）

・�柳，清水，鳩野，田村：“スケジューリング手法を併用したJIT生産システムの構築，”スケジューリン
グシンポジュウム講演論文集，（1B2）pp.68-73,�（2000年，浜松）
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  専門分野 
社会学，医療社会学，福祉社会学

  専門分野キーワード 
医療，福祉，権利擁護，アドボカシー，ジェンダー，比較研究

  共著，共編著，編著 
・�編著：『福祉NPOのアドボカシー機能の検証と課題に関する研究―公開研究会報告書』高橋涼子編，
2016年。

・�共著：『現代医療の社会学』中川輝彦・黒田浩一郎編，世界思想社，2015年。（分担：第8章pp.162-183）
・�共著：『新社会福祉論』川池智子編，学文社，2012年。（分担：第7章2節「当事者主体の概念」pp.227-
235）

・�共著：『生と死を考える』細見博志編，北國新聞社，2004年。（分担：第3章第2節「社会学から見た生と死」
pp.201-225）

・�共著：『社会学の理論』有斐閣，2000年。（分担：第18章「新しい社会運動」）
・�共著：『医療社会学を学ぶ人のために』世界思想社，1999年。（分担：第11章）
・�共著：『臨床精神医学講座第22巻　精神医療と法』松下正明・斎藤雅彦責任編集，中山書店，1997年。（分
担：各論Ⅴ「アドボカシー制度」pp.293-305）

・�共著：『病と医療の社会学』（岩波講座現代社会学14），1996年。（分担：「患者からユーザーへ―精神医
療から考える患者-医療者関係とインフォームド・コンセント」pp.151-168）

・�共著：『人権とキリスト教』教文館，1993年。（分担：「『こころの病い』と現代社会」pp.147-167）
・�共著：『社会学と医療』（講座人間と医療を考える5）弘文堂，1992年。（分担：第1章「現代日本人の医療
体験―応募手記からの考察」pp.9-34を橳島次郎氏と共同執筆）

  論文・研究ノート 
・�論文：「権利擁護とアドボカシー�：�学際研究の可能性に向けて」『金沢法学』52巻1号，85-105，2009年。
・�論文：「福祉領域における権利擁護NPOの形成と役割（2）－アメリカ合衆国の事例から－」『金沢法学』
51巻1号，169-184　2008年。

・�論文：「福祉領域における権利擁護NPOの形成と役割－アメリカ合衆国の事例から－」『金沢法学』50巻
1号，123-136　2007年。

・�論文：「患者のアドボカシーの視点から」『フォーラム現代社会学』関西社会学会，第6号，48-56，2007年。
（依頼論文）
・�論文：「福祉におけるアドボカシー」『臨床看護』32巻14号，2119-2122，2006年。（依頼論文）
・�論文：「医療・福祉領域における権利擁護制度の検討（二・完）金沢法学」48巻1号，49-76，2005年。
・�研究成果報告書：「精神医療改革と権利擁護制度形成に関するアメリカ・カナダ・日本比較研究」高橋涼
子，平成13年度〜平成15年度科学研究費補助金〔基盤研究（C）（2）〕研究成果報告書，2004年。

・�論文：「医療・福祉領域における権利擁護制度の検討（一）」『金沢法学』46巻1号，137-157，2003年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「Universal�and�special�conditions�for�advocating�disability�rights：�from�the�experiences�of�Japan�and�
Korea」会議名：The�5th�Annual�Conference�of�European�Society�for�Disability�research,�Stockholm�
University,�Sweden,�2016.7.1（口頭発表，単独）

・�「Promotion�of�Disabled�People’s�Participation�in�Welfare�Policymaking」会議名：Nordic�Network�on�

高橋　涼子　（タカハシ　リョウコ）　教授
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Disability�Research�13th�Research�Conference,�Radisson�Blu�Royal�Hotel,�Bergen,�Norway,�2015.5.8（口
頭発表，単独）

・�「Increased�Involvement�of�the�Disabled�in�Welfare�Policymaking」会議名：International�Sociological�
Association�18th�World�Congress�of�Sociology,�Pacifico�Yokohama,�Japan,�2014.7.16（口頭発表，単独）

・�「福祉政策におけるNPOのアドボカシー機能について―比較研究の視点から―」会議名：第85回日本社
会学会大会，札幌学院大学，2012年11月4日（口頭発表，単独）

・�「福祉政策とアドボカシー�―フィンランドの事例から―」会議名：第63回関西社会学会大会，皇学館大
学，2012年5月26日（口頭発表，単独）

・�「アドボカシーの社会学序説─障害者の権利擁護NPOに関する研究から─」会議名：第82回日本社会学
会大会，立教大学池袋キャンパス，2009年10月11日（口頭発表，単独）

・�「権利擁護NPOの活動とネットワーク―アメリカ合衆国の事例から―」会議名：第81回日本社会学会大
会，東北大学，2008年11月24日（ポスター発表，単独）

・�「患者のアドヴォカシーの視点から」（シンポジウム：医療現場におけるコミュニケーションの問題　第
1報告）会議名：関西社会学会第57回大会，金沢大学，2006年5月28日（指定報告者，単独）

・�「当事者・専門職・ボランティア―対抗と相補の構図―」シンポジウム指定討論者，会議名：日本社会学
会第77回大会，熊本大学，2004年11月21日（指定討論者）

・�「患者－医師関係の現代的変容と法」（ミニシンポジウム「医療システムと法」指定報告），会議名：日本
法社会学会2001年度学術大会，お茶ノ水大学，2001年5月12日（指定報告者，単独）
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  専門分野 
社会学

  専門分野キーワード 
社会学理論，現代社会論，福祉国家論，社会計画論

  共著，共編著，編著 
・�共著：『公正な社会とは』人文書院，�2012年。（分担：第1章）
・�共著：『社会学ベーシックス別巻�社会学的思考』世界思想社，�2011年。（分担：第9章）
・�共編著：『数学嫌いのための社会統計学』法律文化社，�2010年。（分担：第6章，第9章，第15章）
・�共著：『文化社会学入門』ミネルヴァ書房，�2010年。（分担：126-127頁，172-173頁）
・�共著：『精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー3�社会学�社会理論と社会システム』へるす出版，�
2009年。（分担：第1章Ⅰ）

・�共著：『社会学ベーシックス�2�社会の構造と変動』世界思想社，�2008年。（分担：第22章）
・�共著：『社会学：原典で読む「規格化」と「多様化」』ミネルヴァ書房，2007年。（分担：36頁，356頁）
・�共著：『テキスト社会学』学文社，�2007年。（分担：第3章）
・�共著：『現代社会学のアジェンダ』学文社，�2006年。（分担：第11章）
・�共著：『高齢化社会と生活選択-金沢市・岡崎市調査』多賀出版，�2002年。（分担：第6章，第11章）
・�共著：『現代社会学のパースペクティブ』学文社，�2000年。（分担：第10章）
・�共著：『地域社会計画の研究』学文社，�1996年。（分担：第5章，第7章）
・�共著：『日本人の公正観』中央大学社会科学研究所，1996年。（分担：第6章，第7章）
・�共著：『文化の社会学』有信堂高文社，1995年。（分担：第1章）
・�共著：『多摩地域の総合的研究（3）』中央大学社会科学研究所，1990年。（分担：237-269頁）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「スウェーデンにおける発達障害の人びとのための社会的支援：マルモ調査報告」『子ども
のこころと脳の発達』7巻1号，2016年。（査読有）

・�論文（共著）：「個人情報保護に対応する社会調査の技法-全国自治体調査から」『社会と調査』�1�巻，�2008
年。（査読有）

・�論文：「学説研究の可能性-Jeffery�C.�AlexanderとCharles�Camicの論争から」『金沢大学文学部論集行動
科学・哲学篇』28号，2008年。（査読無）

・�論文：「公的年金制度の社会学的研究-人々の意識の分析から」『金沢大学文学部論集行動科学・哲学篇』
26号，2006年。（査読無）

・�論文：「第三の道」の可能性-市場・国家・市民社会の新たな関係」『金沢大学文学部論集行動科学・哲学篇』
23号，2003年。（査読無）

  その他 
・�「いま，なぜ，地域の『居場所』か？」金沢大学人間社会研究域附属地域政策研究センター『ニューズレター
CURES』第99号，2013年。（学術エッセイ）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「地方都市における市民の発達障害認識-金沢市，白山市調査のデータ分析から」（共著）会議名：第85回
日本社会学会大会（2012年，11月3日，札幌学院大学）

田邊　浩　（タナベ　ヒロシ）　教授
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・�「大学生の自閉症認識と社会観-『大学生の障害と病に関する意識調査』より」会議名：第62回関西社会学
会大会（2011年，5月28日，甲南女子大学）

・�「地域社会調査の可能性と課題-災害時要援護者リスト作成と抽出台帳の閲覧」（共著）会議名：第81回日
本社会学会大会（2008年，11月24日，東北大学）（ポスター発表）

・�「大規模災害と避難支援-災害時要援護者リストの現状と課題」（共著）会議名：第59回関西社会学会大会
（2008年，5月24日，松山大学）
・�「計画行政の現状とその課題-全国自治体調査から」会議名：第33回地域社会学会大会（2008年，5月10
日，東京学芸大学）

・�「地方自治体による住民意識調査の諸問題-全国自治体調査の分析」（共著）会議名：第80回日本社会学会
大会（2007年，11月17日，関東学院大学）

・�「社会学理論の二つの読み方-J.�C.�AlexanderとC.�Camicの論争について」（共著）会議名：第57回関西社
会学会大会（2006年，5月27日，金沢大学）

・�「構造化理論と調査研究」会議名：第76回日本社会学会大会（2003年，10月12日，中央大学）
・�「公的年金の負担感」会議名：第73回日本社会学会大会（2000年，11月12日，広島国際学院大学）
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  専門分野 
社会学

  専門分野キーワード 
社会意識，社会階層，社会調査法

  共著，共編著，編著 
・�共著：『社会意識からみた日本―階層意識の新次元』数土直紀編，有斐閣，2015年。（分担：コラム「SSP-W
調査について」）

・�共著：『社会調査事典』，一般社団法人社会調査協会編，丸善出版，2014年。（分担：100-103ページ）
・�共著：『無印都市の社会学』，近森高明・工藤保則編，法律文化社，2013年。（分担：コラム「都市はアイ
ドルを育て，そして消費する」）

・�共著：『階層意識と政治意識』佐藤嘉倫（監修），（社会階層調査研究資料集―2005年SSM調査報告書―，
第4巻），日本図書センター，2013年。（分担：227-248ページ）

・�共編著：『入門・社会調査法』（第2版），轟亮・杉野勇編著，法律文化社，2013年。（分担：第1章，第3章，
第8章）

・�共著：『現代の社会階層3　流動化の中の社会意識』，斎藤友里子・三隅一人編，東京大学出版会，2011
年。（分担：第6章）

・�共著：『社会学ベーシックス9　政治・権力・公共性』，井上俊・伊藤公雄編，世界思想社，2011年。（分担：
第23章）

・�共著：『社会学事典』，日本社会学会社会学事典刊行委員会編，丸善出版，2010年。（分担：404-405ページ）
・�共編著：『入門・社会調査法』，轟亮・杉野勇編著，法律文化社，2010年。（分担：第1章，第3章，第8章）
・�共著：『社会学ベーシックス2　社会の構造と変動』，井上俊・伊藤公雄編，世界思想社，2008年。（分担：
第12章）

・�共著：『学歴社会・受験競争』（リーディングス日本の教育と社会　第2巻），本田由紀・平沢和司編，日
本図書センター，2007年。（分担：第13章）

・�共著：『階層意識と政治意識』（現代日本社会調査研究資料―1995年SSM調査報告書―，第2巻），盛山
和夫・原純輔（監修），日本図書センター，2006年。（分担：329-351ページ）

・�共著：『現代高校生の計量社会学』，尾嶋史章編，ミネルヴァ書房，2001年。（分担：第5章）
・�共著：『日本の階層システム2　公平感と政治意識』，海野道郎編，東京大学出版会，2000年。（分担：第9章）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「モード比較研究の解くべき課題」，『理論と方法』58号，2015年。（査読有）
・�論文（共著）：「予備調査としてのインターネット調査の可能性」，『社会と調査』12号，2014年。（査読有）
・�論文：「若年層の職業能力開発に関する意識」，『日本版総合的社会調査共同研究拠点�研究論文集』10号，
2010年。（査読無）

・�論文（共著）：「オーストラリアにおける社会調査の実施状況―今後の社会調査法を展望するために」，『理
論と方法』47号，2009年。（査読有）

・�調査レポート（共著）：「個人情報保護に対応する社会調査の技法―全国自治体調査から―」『社会と調査』
創刊号，2008年。（査読有）

・�論文（共著）：「中範囲の社会調査の可能性と実践的諸課題―卒業生調査（2005）を事例として―」，『金
沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』28号，2008年。（査読無）

・�論文（共著）：「金沢大学文学部学生における大学進学動機と進路意識」『人間社会環境研究』18号，2008
年。（査読有）

・�論文：「社会調査データからみた制度改革への態度」，『金沢大学文学部論集　行動科学・哲学編』26号，

轟　亮　（トドロキ　マコト）　教授
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2006年。（査読無）
・�論文（共著）：「大学・学部運営への個人貢献度評価についての検討（2）―委員会職務に対する心理的評
定値分析を中心として」，『信州大学人文学部人文科学論集<人間情報学科編>』38号，2004年。（査読無）

・�論文：「地域調査における郵送法実査の現状と可能性―回収率の分析を通して」，『内陸文化研究』3号，
2004年。（査読無）

・�論文（共著）：「大学・学部運営への個人貢献度評価についての検討」，『信州大学人文学部人文科学論集<
人間情報学科編>』37号，2003年。（査読無）

  その他 
・�「友枝敏雄編『リスク社会を生きる若者たち―高校生の意識調査から』」，『フォーラム現代社会学』15号，
2016年。（書評）

・�「日野愛郎・田中愛治編『世論調査の新しい地平―CASI方式世論調査』」，『理論と方法』30-1号，2015年。
（書評）
・�『SSP-�W2013-2ndコード・ブックおよび基礎集計表』，SSPプロジェクト，2015年。（調査報告書）
・�『SSP-W2013-1stコード・ブックおよび基礎集計表』，SSPプロジェクト，2015年。（調査報告書）
・�『日本の若者の文化行動と生活意識に関する社会学的研究―2013年若者の趣味活動と人間関係に関す
る調査』，2015年。（調査報告書）

・�『SSP-W2012コード・ブックおよび基礎集計表』，SSPプロジェクト，2013年。（調査報告書）
・�「調査倫理」ほか12項目『現代社会学事典』弘文堂，2012年。
・�「復興支援・被災者ニーズ調査のための社会調査基盤の整備」，『過疎・超高齢化地域での震災に関する
総合的調査研究―金沢大学平成19年度能登半島地震学術調査報告書』（金沢大学能登半島地震学術調査
部会），2008年。（調査報告書・共著）

・�「社会学教育を考える」，『ソシオロジ』第51巻2号，2006年。（学術エッセイ）
・�「地方都市住民の社会意識調査データからみた郵便局・郵便貯金事業の役割」，『郵便貯金に関する委託
研究書』（日本郵政公社北陸支社貯金事業部），2006年。（調査報告書）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「変数間関連の比較に基づく公募モニター方式のインターネット調査データの評価」会議名：第67回関
西社会学会大会（2016年，5月28日，大阪大学）（口頭発表・共同）

・�「ICT支援型モード比較調査（3）：回答時間」会議名：第88回日本社会学会大会（2015年，9月19日，早
稲田大学）（口頭発表・単独）

・�「若年層の生活満足度の推移と学校教育―「若者の幸福化」命題の検討―」会議名：第66回関西社会学会
大会（2015年，5月23日，立命館大学）（口頭発表・単独）

・�「投稿論文の審査過程で生まれた知の帰属に関する一考察」会議名：第86回日本社会学会大会（2013年，
10月12日，慶應義塾大学）（口頭発表・共同）

・�「変数間関連からみたSSP-W2012データの特徴―SSP-I2010との比較から」会議名：統計数理研究所共
同利用研究公開研究会（2012年，12月25日，統計数理研究所）（口頭発表・共同）

・�「多様に実施される社会調査の比較（2）」会議名：第85回日本社会学会大会（2012年，11月3日，札幌
学院大学（口頭発表・共同）

・�「高校生の進路希望と生活・社会意識の変容―30年の軌跡―」，会議名：日本教育社会学会第64回大会
（2012年，10月27日，同志社大学）（口頭発表・共同）
・�「現代の若年男性の職業意識―web�調査データの分析から―」会議名：日本教育社会学会第63回大会
（2011年，9月24日お茶の水女子大学）（口頭発表・共同）
・�「社会調査データとデータ・アーカイブ」会議名：第62回関西社会学会大会（2011年，5月29日，甲南
女子大学）（大会シンポジウムオーガナイザー・司会・共同）

・�「サーベイ・リサーチの倫理についての教育」会議名：第82回日本社会学会大会（2010年，11月6日，
名古屋大学）（口頭発表・単独）
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  専門分野 
社会福祉学

  専門分野キーワード 
対人援助，介護（care）政策，重症心身障害，東京都政

  共著，共編著，編著 
2000年以降�主なものを記載
・�共著：『利用者のこころとからだの理解』日本労働者協同組合連合会　2014（分担：第9部第3章第1節「家
族への支援」�284頁-292頁）

・�共著：『障害の理解』メヂカルフレンド社　2013（分担：「障害者をもつ家族への支援」315頁-323頁）
・�共著：『ソーシャルワーク実践のための88事例』中央法規　2013（分担：「障害をもつ子どもの就学に対
する支援」102頁-103頁）

・�共著：『東京をどうするか福祉と環境の都市構想』岩波書店　2011（分担：第2章第3節�「福祉・医療改革」
による変化，第4節�福祉の民営化の実態，第7節�都民とつくりあげる医療へ58頁-79頁，83頁-89頁）

・�共著：『介護サービスのための基礎知識』日本労働者協同組合連合会2009（分担：第2章第2節4障害者（児）
等の生活と行動心理）

・�編著：『図説東京の福祉実態�2009年度版』萌文社�2009（総頁数105頁�執筆頁数21頁）
・�共著：『社会資源の活用・調整とホームヘルプ』萌文社2009（分担：第3章�手づくりの社会資源をつくり
だす�81頁-108頁）

・�共著：『ホームヘルパーのためのリス�クマネジメント』萌文社2008（分担：第1章�社会福祉とリスクマ
ネジメント�7頁-26頁）

・�共著：『地域福祉の基本体系』勁草書房2006（分担：第10章�地域福祉と保健医療サービス121頁-130頁）

  論文・研究ノート 
2000年以降記載
・�論文（単著）「遠山潮徳の生涯と業績」『立正社会福祉研究』第16巻1号2014（査読有）
・�論文（共著）「フィンランドにおける外国人介護人材の教育・訓練に関する一考察－社会的包摂を視点に
した移民者政策－」『白梅学園大学・短期大学紀要』第50号2014（査読有）

・�論文（単著）「我が国における介護人材養成の現状と課題－人権のにない�手としての対人援助職の育成�
とは－」『人権としての社会保障』法律文化社2013（査読有）

・�実践報告（共著）「SD法を用いた介護福祉学生における介護福祉士イメージの日韓比較」『立正社会福祉
研究』第13巻1号2011（査読有）

・�論文（単著）「戦前期における我が国の肢体不自由児施策と高木憲次の影響」『福祉図書文献研究』第9号
2010（査読有）

・�論文（共著）「韓国における老人長期療養保険制度の動向」『医療・福祉研究』第19号2010
・�論文（共著）「医療費相談から見た函館市の生活困窮の現状」『医療と福祉』Vol42-No12008（査読有）
・�論文（単著）「美濃部都政下における都立病院政策と白木構想の影響」『人文論究』第75号2006（査読有）
・�論文（単著）「東京都における重症心身障害児政策」『人文論究』第74号2005（査読有）
・�論文（単著）「東京都における保健・医療・福祉政策－重症心身障害児施策の成立過程についての考察－」
『人文論究』第73号2004（査読有）
・�論文（単著）「介護保険は介護の現場にどう変化をもたらしたのか－政策及び利用者・援助者への影響，
問題と課題－」『介護保険を告発する』萌文社2001

森山　治　（モリヤマ　オサム）　教授
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  その他 
2010年以降記載
・�単著　「東京都における地域医療構想の策定と今後の課題」『月刊東京』375号2016
・�単著　「公共交通政策と社会福祉政策（フィンランドを参考に）」『地域政策研究年報』2016
・�共著　「グローバル化時代における高齢者介護の質とローカル言語に関する研究－外国人介護人材の導
入をめぐる日本・韓国・フィンランド比較－『地域ケアリング』7月号2015

・�単著　「東京都における介護保険サービスの利用状況」『月刊東京』371号2014
・�単著　「介護職に求められる専門性」『月刊福祉』11月号2013
・�単著　「東京都区市における福祉事務所現業員一人あたりの被保護世帯数」『月刊東京』347号2013
・�単著　「老人長期療養保険（韓国）の動向」『医療・福祉研究』第22号2013
・�単著　「東京都区市における介護給付費準備基金保有額の推移」『月刊東京』341号2013
・�単著　「社会保障・福祉サービスを縮小・解体してきた13年と東京のこれから」『月刊東京』340号2012
・�単著　「東京都における介護保険サービスの利用状況」『月刊東京』332号2012
・�単著　「東京都における生活保護受給者の現状」『月刊東京』326号2011
・�単著　「東京都におけるシルバーパスの発行状況」『月刊東京』321号2011
・�共著　「子どもの「貧困」克服に向けての一考察〜地域における教育と福祉の両視点からの提起〜」『金沢
星稜大学総合研究所年報』2011

・�単著　「情報技術導入に関するリスク」『認知症高齢者介護と情報技術』国立大学法人北陸先端科学技術
大学院大学2011

・�事典『あったか介護・看護のための用語集』照林社2010（分担：12項目）

  口頭発表・ポスター発表 
2010年以降記載
・�「アジアにおける介護人材の教育制度に関する研究」第24回日本介護福祉学会（長野大学）2016年9月4
日

・�「認知症グループホームの介護職における介護行動に関する虐待の認識とストレスの実態」日本在宅医
学会（東京ビックサイトTFTビル）2016年7月16日

・�「認知症介護支援システム開発・評価の研究に関する諸相」第60回システム制御情報学会研究発表講演
会（京都テルサ）2016年5月

・�「在日コリアンと日本人がともに暮らす高齢者施設における包摂的な介護実践－大阪・神戸・京都の3
施設の共通性と地域による相違性－」第21回日本介護福祉学会�（熊本学園大学）2013年10月20日

・�「外国人介護労働者の導入における人材育成の現状と課題－フィンランドの事前教育との比較において
－」第61回日本社会福祉学会秋季大会（北星学園大学）

・�「介護福祉学生の介護福祉士イメージ�SD法による日韓比較」第18回日本介護福祉学会�（岡山県立大学）�
平成2010年9月19日
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  専門分野 
社会学，ジェンダー学

  専門分野キーワード 
社会階層，教育，セクシュアル・マイノリティ（LGBT）

  共著，共編著，編著 
・�共著：『にじ色の本棚』原ミナ汰・土肥いつき編，三一書房，2016年。（分担：p.146-147.）
・�共著：『社会階層の構造と過程』盛山和夫監修.�日本図書センター，2007年。（分担：p.331-364.）
・�共著：『学歴社会と機会格差（現代日本社会階層調査研究資料集　第3巻）』盛山和夫・原純輔監修�日本図
書センター，2006年。（分担：p.59-71）

・�共著：『豊かさとライフスタイルの不平等（現代日本社会階層調査研究資料集　第5巻）』，盛山和夫・原
純輔監修�日本図書センター，2006年。（分担：p.159-171.）

・�共著：『高齢化社会と生活選択�：�金沢市・岡崎市調査』高齢者のライフスタイルと余暇活動��
2002年　橋本和幸・碓井崧・三上勝也・交野正芳編�多賀出版，（分担：第12章）

・�共著：『社会学の理論』碓井崧・丸山哲央・大野道邦・橋本和幸編，有斐閣，2000年。（分担：第16章）
・�共著：『日本の階層システム6�：�階層社会から新しい市民社会へ』高坂健次編，東京大学出版会，2000年。
（分担：p.73-93.）
・�共著：『大学入試データの解析�：�理論と応用』1999年，柳井晴夫・前川眞一（編）�現代数学社，（分担：第
Ⅰ部第1章）

・�共著：『現代の社会システム』白倉幸男編，学術図書出版�1991年。（分担：第13章）
・�共著：『考える社会学』小林淳一・木村邦博編，ミネルヴァ書房，1991年。（分担：第5章，第17章）
・�共著：『金沢�：�伝統・再生・アメニティ』二宮哲雄編�御茶の水書房，1991年。（分担：第5章）
・�共著：『社会階層の構造と過程（現代日本の階層構造�1）』直井優・盛山和夫編東京大学出版会，1990年。
（分担：第6章）（第1回福武直賞受賞：分担執筆者として）

  翻訳 
・�共訳：G.W.�ボーンシュテット&D.�ノーキ『社会統計学―社会調査のためのデータ分析入門』，ハーベス
ト社，1992年。（分担：第3章）

  論文・研究ノート 
・�調査報告（共著）：「LGBT当事者アンケート調査：2600人の声から」http：//www.nhk.or.jp/d-navi/link/
lgbt/　2015年。（査読無）

・�論文：「大学ランキングへのメタ評価の必要性：不適切なランキング事例の分析から」『大学論集』第41
集，2010年。（査読有）

・�論文：「『応用倫理』としての『研究倫理』・『調査倫理』：組織と教育の視点から」轟亮編�『現代的社会環境
に対応する地域社会調査の実践的方法論の開発』p.11-16，2010年。（査読無）

・�書評：「安藤寿康・安藤典明�（編）『事例に学ぶ心理学研究者のための研究倫理』『理論と方法』�21（2）�，
2006年。（依頼論文）（査読無）

・�論文：「データベース構築の経緯と従来からのデータ収集の方法について」板倉達文編『社会学文献情報
の蓄積システムの構築のための試験研究』p.3-19，2005年。（査読無）

・�論文：「家庭環境と進学」片岡栄美編�『階層文化とライフスタイルの社会学的研究』�p.149-156，2000年。
（査読無）

岩本　健良　（イワモト　タケヨシ）　准教授
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・�論文：「高齢者のライフスタイルと余暇活動」橋本和幸編�『高齢化社会と生活選択に関する総合的研究�：�
北陸地域と東海地域の比較』�p.175-181，2000年。（査読無）

  その他 
・�「同性カップルも家族です！同性カップルの国勢調査における誤記扱いについて解説」Yahoo!　ニュー
ス　http：//bylines.news.yahoo.co.jp/akechikaito/20141217-00041567/　2014年12月17日。（イン
タビュー記事）

・�「メリトクラシー」『社会学事典』丸善，2010年。
・�「社会調査の方法」金沢大学人文学類編�『人文学序説』�新訂第2版�p.32-38.2010年。
・�「チャンスが開かれた社会をめざして」�金沢大学人文学類編『人文学序説』新訂第2版�p.130.2010年。
・�「研究倫理綱領案の策定について（答申）」�（共著），（日本教育社会学会研究倫理にかんするワーキング・
グループ）�30p.�http：//www.gakkai.ne.jp/jses/download/ethics_wg_20010702.rtf，2001年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「自治体行政の総合的視点から－教員採用試験適性検査の見直しの必要性を中心に」，会議名：日本学
術会議公開シンポジウム「教育におけるLGBTIの権利保障―現状と課題」，（2016年5月21日，日本学
術会議講堂）（口頭発表）（招待講演）

・�「計量調査によるセクシュアル・マイノリティの現状把握への期待と課題――NHK「LGBT当事者アン
ケート」と「国勢調査」から見えてくるもの」会議名：第68回日本人口学会大会，（2016年6月12日，麗
澤大学）（口頭発表）

・�「『テスト�・スタンダード』からみた採用試験適性検査へのMMPI使用の問題点」会議名：GID学会第18回
大会（2016年3月20日.日本教育会館）（口頭発表）

・�「『テスト�・スタンダード』からみた教員・公務員・警察官採用試験適正検査の問題─心理テストMMPI利
用をめぐって─」会議名：日本行動計量学会第43回大会（2015年9月3日，首都大学東京）（口頭発表）

・�「同性婚カップルを社会調査はどう扱うべきか？�――2010年国勢調査における�LGBT�団体等からの
「見える化」運動から考える」会議名：第87回日本社会学会大会，（2014年11月23日，神戸大学）（口頭
発表）

・�「教員・公務員採用試験適性検査における人権と司法・心理学」会議名：日本教育社会学会第65回大会　
（2013年9月21日，埼玉大学）（口頭発表）
・�‘Parallelism�between�Ethnic�Minority�and�Sexual�Minority　―Seen�from�a�primitive�theory�of�social�
structure―‘（共同報告），会議名；The�6th�Asian�Forum�（2012年12月2日，中央民族大学（中国））　（口
頭発表）

・�「社会学関連学会の研究倫理宣言策定の経緯から」会議名：金沢大学大学院第2回合同FD研究集会公開
シンポジウム「大学における研究者倫理の構築に向けて」，（2007年10月，金沢大学）（招待講演）
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  専門分野 
社会政策

  専門分野キーワード 
最低生活保障，就労支援，フランス

  共著，共編著，編著 
・�共著：『フランス―経済・社会・文化の位相』宮本悟編，中央大学出版部，2016年（分担：第3章）
・�共著：『未来を創る教育制度論』，川口洋誉，中山弘之編，北樹出版，2013年（分担：124ページ，126ペー
ジ，129ページ）

・�共著：『フランス―経済・社会・文化の諸相』佐藤清編，中央大学出版部，2010年（分担：第11章）

  翻訳 
・�共訳：フランソワ・ドゥノール，アントワーヌ・シュワルツ『欧州統合と新自由主義』，2012年（分担：
11〜17，18〜29，131〜195ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「社会扶助受給者と労働市場―RSAがもたらしたもの」『社会政策』通巻第24号，2016年。（依頼論
文／査読無）

・�論文：「フランスにおける就労困難者への雇用政策―「経済的活動による参入」制度を中心に―」『金沢大
学経済論集』第36巻第1号，2015年。（査読無）

・�論文：「フランスにおける労働年齢層の最低生活保障の現状と課題－RMI制度からRSA制度への変遷過
程と運用実態の分析－」2015年。（博士論文）

・�論文：「RSA受給者の社会参加と行政の役割－パリの参入支援機関を事例として－」2013年9月『中央大
学経済研究所年報』第44号，2013年。（査読無）

・�論文：「RSA（エレサ）改革を通じたフランスワークフェア政策の転換－権利・義務関係の再構築－」『経
済学論纂』第51巻第1・2号，2011年。（査読無）

・�論文：「フランスにおけるワークフェア－1990年代末以降のRMI（エレミ）制度改革－」『季刊経済理論』
第46巻第2号，2009年。（査読有）

・�論文：「最低限所得保障制度における雇用支援政策－RMI（エレミ）制度を中心に－」『日仏経営学会誌』第
24号，2007年。（査読無）

・�報告：「経済的困窮者に対する就労支援体制構築への視座ーフランスににおける「中間的就労」の現状と
可能性（中間報告）」『地域ケアリング』12月臨時増刊号，2016年。（依頼原稿／査読無）

・�書評：「伍賀一道著『非正規大国日本』」『医療・福祉研究』第24号，2015年。（依頼原稿／査読無）
・�書評：「都留民子著『失業しても幸せでいられる国－フランスが教えてくれること―』」『総合社会福祉研
究』第38号，2011年。（依頼原稿／査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「社会扶助受給者と労働市場」第131回社会政策学会全国大会，2015年10月，西南学院大学（学会報告）
・�「RSA制度を支える連携体制の構築－パリ参入支援機関の事例から」第126回社会政策学会全国大会，
2013年5月，青山大学（学会報告）

・�「RSA制度における参入支援政策の実態－パリを事例として－」第123回社会政策学会全国大会，2011
年10月，京都大学（学会報告）

・�「フランスにおける稼働年齢層の貧困と公的扶助」第56回経済理論学会全国大会，2008年10月，九州
大学（学会報告）

・�「フランスの公的扶助制度について」第47回日仏経営学会全国大会，2006年5月，大東文化大学（学会
報告）

小澤　裕香　（オザワ　ユカ）　准教授
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  専門分野 
社会学

  専門分野キーワード 
社会階層論，社会調査法，社会意識論

  共著，共編著，編著 
・�共著：『後期近代と価値意識の変容：�日本人の意識�1973-2008』太郎丸博編，2016年，東京大学出版会。
（分担執筆：4章）
・�共著：『計量社会学入門：社会をデータでよむ』筒井他編，世界思想社。（分担執筆：3章「論文例」）
・�共著：『経済社会学キーワード集』富永健一監修経済社会学会編，2015年，ミネルヴァ書房。（分担執筆：
「機能主義」）
・�共著：『社会意識からみた日本--階層意識の新次元』数土直紀編，有斐閣，2015年。（分担執筆：第3章）
・�共編：『SSMの基礎分析と社会調査の諸問題（社会階層調査研究資料集�第1巻）』日本図書センター，
2013年。（共編者：三輪哲・小林大祐・前田忠彦．�佐藤嘉倫監修，全347頁）

・�共著：『入門・社会調査法（第2版）：2ステップで基礎から学ぶ』轟亮・杉野勇編，2013年，法律文化社。（分
担執筆：5章，10章）

・�共著：『現代の階層社会3：流動化の中の社会意識』斎藤友里子・三隅一人編，2011年，東京大学出版会。
（分担執筆：第7章「雇用流動化社会における働き方と階層帰属意識」）
・�共著：Deciphering�Stratification�and�Inequality：�Japan�and�beyond，ed.Sato,�Yoshimichi,�2007年，
Trans�Pacific�Press.（分担執筆：chapter�6）．

・�共著：『フリーターとニートの社会学』太郎丸博編，2006年，世界思想社。（分担執筆：第5章）
・�共著：『ワールドカップのメディア学』牛木素吉郎・黒田勇編，2003年，大修館書店。（分担執筆：第5章，
共著者：尾嶋史章）．

  論文・研究ノート 
・�論文：「コンピュータ支援調査におけるモード効果の検証：実験的デザインにもとづくPAPI，CAPI，
CASI�の比較」『理論と方法』30（2），2015年。（共著者：歸山亜紀，小林大祐，平沢和司，依頼論文）

・�論文：「階層帰属意識における調査員効果について�：�個別面接法と郵送法の比較から」『社会学評論』66
（1），2015年。（査読有）
・�論文：「若年非正規雇用層における出身階層の影響に関する一考察」『経済社会学会年報』33号，2011年。
（査読有）
・�論文：「『フリーター』のタイプと出身階層」『理論と方法』，数理社会学会� 26巻2号，2011年。（査読有）
・�論文：「階層帰属意識に対する地域特性の効果：準拠集団か認識空間か｣『社会学評論』第55巻3号，
2004年。（査読有）

・�論文：｢消費社会論における差異と稀少性｣『経済社会学会年報』24号，2002年。（査読有）
・�論文：｢消費社会の記号化過程について：�名前における変化から｣『経済社会学会年報』22号，2000年。（査
読有）

  その他 
・�『現代社会学事典』，2012年，弘文堂。（項目執筆：「潜在変数」「パイロットサーベイ」「回答者報告用質問」
「行動コーディング」「認知面接」「フォーカス・グループ」「マイクロデータ／マクロデータ」「面接者・回
答者交互作用分析」）

小林　大祐　（コバヤシ　ダイスケ）　准教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�Social�Desirability�as�interviewer�effect�between�CAPI�and�CASI�in�Japan,'�会議名：6th�Conference�
of�the�European�Survey�Research�Association,�（共同報告者：Sugino,�Isamu,�Daisuke�Kobayashi,�Aki�
Kaeriyama,�and�Yosuke�Tatsuno,�2015年7月15日，レイキャビク（アイスランド））.（口頭発表）

・�「非正規雇用のなかの格差：若年層における不本意型非正規に注目して」会議名：第87回日本社会学会
大会，2014年，神戸大学。（口頭発表）

・�「SSP-P2010,�SSP-I2010を用いた階層帰属意識項目の調査モード間比較」�会議名：公開研究報告会「社
会調査関連資源の利活用：階層意識の調査などをめぐって」，（2012年12月，統計数理研究所）（招待有）

・�「多様に実施される社会調査の比較（1）：SSP-P2010，SSP-I2010を用いた意識項目の調査モード間比較」
会議名：第85回日本社会学会大会，（2012年11月，札幌学院大学）（口頭発表）

・�「階層意識項目設計における課題と可能性：2005年SSM調査を中心に」　会議名：特別シンポジウム『格
差社会における階層意識の現状と課題』，（2009年12月，組織的な大学院教育改革推進プログラム「人
間科学データによる包括的専門教育」主催の特別シンポジウム，大阪大学）（招待）

・�「若年非正規雇用に対する出身階層の効果について：フリーター理由に着目して」会議名：第46回経済
社会学会大会，（2010年9月，日本大学商学部）（口頭発表）

・�「階層意識に対する『失業』と『フリーター』の効果について」会議名：第44回数理社会学会大会（2007年
9月，広島修道大学）（口頭発表）

・�「階層意識に対する従業上の地位の効果について：2005SSM�調査データによる分析」会議名：第58回関
西社会学会大会，（2007年5月，同志社大学）（口頭発表）

・�「『郊外』における意識特性への計量的アプローチ：階層帰属意識をもちいて」会議名：第77回日本社会
学会大会，（2004年11月，熊本大学）（口頭発表）

・�「地域特性が階層帰属意識の規定構造にもたらす効果について」会議名：第76回日本社会学会大会，
（2003年10月，中央大学）（口頭発表）
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  専門分野 
地域社会学

  専門分野キーワード 
地域コミュニティ,�まちづくり，地域福祉

  共著，共編著，編著 
・�共著：「社会的ネットワーク分析」『新版キーワード地域社会学』ハーベスト社，2011年．（分担：40-41頁）
・�共著：「地域社会の再編と地域婦人会の変容」『現代地域問題の研究』ミネルヴァ書房,�2009年．（分担：第
7章187-203頁）

・�共著：「データ分析」『社会調査の基礎理論――仮説づくりの詳細なガイドライン――』川島書店，2005
年．（分担：第6章209-225頁）

  翻訳 
・�共訳：ストリンガー『アクション・リサーチ』星雲社，2012年．総頁数255頁．（分担：第4章75-108頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：「地域福祉活動における住民の位置づけー金沢市小地域福祉活動の事例からー（特集：市民生活に
おける「新たな支え合い」の検証—地域福祉の機能を問う-）」公益財団法人鉄道弘済会『社会福祉研究』第
123号，36-43頁，2015年．（依頼論文）

・�論文：「再びの『善隣館ルネッサンス』に向けて」『NHKテキスト社会福祉セミナー』第27巻通巻第91号，
110-113頁，2014年．（依頼論文）

・�論文：「石川県小松市の市民意識調査による幸福度指標作成の試み」地域公共政策学会『地域公共政策研
究』第23号，31-36頁，2014年．（査読無）

・�論文：「地域の担い手となりうるのは誰かー石川県K市の市民意識調査の結果からー」『地域コミュニ
ティの統合原理—社会・文化的要因の分析—』平成25年度北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部協働
研究費助成研究成果報告書，2014年．（査読無）

・�論文：「コミュニティ再考」日本社会学史学会『社会学史研究』　第32号，いなほ書房，29-40頁，2010年．
（査読有）
・�論文：「市町村合併と地域婦人会――鹿児島県の事例から――」金沢大学法学部『金沢法学』48巻1号，
171-198頁，2005年．（査読無）

・�論文：「地域社会論における『地域婦人会』研究の可能性」広島国際学院大学現代社会学部『現代社会学』
第4号，55-65頁，2003年．（査読有）

・�論文：「地域コミュニティにおけるNPO（民間非営利組織）の機能」広島国際学院大学現代社会学部『現代
社会学』第3号，19-32頁，2002年．（査読有）

・�論文：「結節機関とミクロ-マクロ・ネットワークの形成」広島国際学院大学現代社会学部『現代社会学』
第1号，25-37頁，2000年．（査読有）

・�研究ノート：「金沢市のコミュニティ――校下と町会――」金沢大学法学部『金沢法学』50巻2号，29-55
頁，2008年．（査読無）

・�書評：野邊政雄著『高齢女性のパーソナル・ネットワーク』『社会学評論』日本社会学会�58（3）381-382頁，
2007年．（依頼論文／査読有）

眞鍋　知子　（マナベ　トモコ）　准教授
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  その他 
・�「第39回眞鍋知子の街を元気に：これからのまちづくりへ　高校生よ，地域に目向けて」『毎日新聞』，
北陸版，2016年8月5日．

・�「第38回眞鍋知子の街を元気に：目標に向かう組織づくり　仲間と支え合い成長を」『毎日新聞』，北陸
版，2016年7月1日．

・�「第37回眞鍋知子の街を元気に：2年前まいた種から芽　中大連携「知の技法」伝達」『毎日新聞』，北陸版，
2016年6月3日．

・�「第36回眞鍋知子の街を元気に：学生との関わりの中で　経験から学び成長，実感」『毎日新聞』，北陸版，
2016年5月10日．

・�「第35回眞鍋知子の街を元気に：取り組み急務な国公立大学　障がい持つ学生，どう支援」『毎日新聞』，
北陸版，2016年4月8日．

・�「第34回眞鍋知子の街を元気に：ドイツ流の「場のしつらえ」�「居心地良さ」でおもてなし」『毎日新聞』，
北陸版，2016年3月5日．

・�「第33回眞鍋知子の街を元気に：ツエーゲン金沢，目指せJ1�スポーツで地域活性化」『毎日新聞』，北陸
版，2016年2月5日．

・�「第32回眞鍋知子の街を元気に：金沢市民のコミュニティー意識�小学校区，つながり希薄に」『毎日新
聞』，北陸版，2015年12月4日．

・�「第31回眞鍋知子の街を元気に：バスケ部の顧問デビュー�「斜めの関係」からの気づき」『毎日新聞』，北
陸版，2015年11月6日．

・�「第30回眞鍋知子の街を元気に：病院の小さな変化から�求められる問題発見力」『毎日新聞』，北陸版，
2015年10月2日．

  口頭発表・ポスター発表 
・�「コミュニティ意識の変容と市民協働〜金沢市市民意識調査の結果から〜」金沢大学地域政策研究セン
ター研究シンポジウム『都市・農村コミュニティの現代的再生を探る』（2016年9月16日，金沢市）．

・�「中・大連携による山村地域の将来シナリオ構築とその文化的活用」第4回　金沢大学・石川県立大学
ワークショップ（2016年5月23日，金沢市）．

・�「大学を拠点とする地域の居場所づくり」社会情報学会（SSI）九州・沖縄支部研究会（2014年11月，佐賀
県武雄市）．

・�「石川県小松市の市民意識調査による幸福度指標作成の試み」北陸地域政策研究フォーラム（2014年2
月，金沢市）

・�「善隣館の新たな可能性を探る」日本福祉教育・ボランティア学習学会第19回いしかわ大会（2013年11
月，白山市）（招待講演）

・�「幸せへの「道しるべ」研究プロジェクト」小松市・金沢大学連携協定1周年記念シンポジウム（2013年2
月，小松市）

・�「活力あふれる魅力的な地域社会の創造」第9回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム（2012年9
月，神奈川県相模原市）

・�「高齢期における住まいの支援�〜地域コミュニティの共助から〜」いしかわの高齢者の住まいシンポジ
ウム（石川居住研究会）（2012年3月，金沢市）

・�「いまコミュニティとは何をさすのか――パットナムを素材として――」第49回日本社会学史学会大会
シンポジウム（慶應義塾大学）「コミュニタリアニズムの再検討――個人化に抗する社会学」（2009年6
月，東京）（招待講演）
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  専門分野 
公益企業論，非営利組織論，交通政策論

  専門分野キーワード 
NPO，観光，空港，公共交通

  共著，共編著，編著 
・�塩見英治・小熊�仁（2016）『国際航空輸送の制度的展開』文眞堂。
・�塩見英治・小熊�仁（2016）「首都圏空港の容量制約解消に向けた政策的課題〜発着枠の運用と首都圏第
三空港整備の可能性をめぐって」中央大学学術シンポジウム研究叢書編集委員会編『東京・多摩地域の
総合的研究』,中央大学出版部,446-475ページ。

・�塩見英治・小熊�仁（2015）�「LCCのハイブリッド化とパラダイム変化」佐久間英俊・木立真直編『流通・
都市の理論と動態』,中央大学出版部,141-183ページ。

・�小熊�仁（2014）「東日本大震災被災地における交通施策指針の策定と支援体制に関する考察〜復興過程
における地域住民のモビリティ確保をめぐって〜」塩見英治・谷口洋志編�『現代リスク社会と3.11複合
災害の経済分析』,中央大学出版部,177-199ページ。

・�小熊�仁（2014）「財源調達」（一財）関西空港調査会監修�加藤一誠・引頭雄一・山内芳樹編著『空港経営と
地域〜航空・空港政策のフロンティア〜』,成山堂書店�2014年8月,150-161ページ。

・�小熊�仁（2011）「わが国における空港の選択的投資・整備と運営方策，制度改革の課題」塩見英治・山崎
朗編著『人口減少下の制度改革と地域政策』,第13章,中央大学出版部,317-325ページ。

・�小熊�仁（2011）「非営利組織・社会的企業と公共サービス」塩見英治編『現代公益企業論』,第16章,有斐
閣,341-362ページ。

・�塩見英治・小熊�仁（2010）「社会資本整備・運営の展開と課題〜空港社会資本と特別会計制度を中心と
して〜」,石崎忠司監修　建部正義・高橋由明・梅原秀継・田中廣滋（編）『失われた10年〜バブル崩壊か
らの脱却と発展〜』,中央大学出版部,�61-90ページ。

  翻訳 
・�Peter�S.�Morrel（著）木谷直俊・塩見英治（総監訳）『航空貨物輸送〜MOVING�BOXES�BY�AIR〜』成山堂書
店,259-281頁（第13章「航空貨物と環境」担当）

  論文・研究ノート 
・�H.,Oguma,�T.�Yokoyama,�S.�Nishimura,�O.�Moriyama＆H.�Kamiya（2016）,“Assessing�the�option�value�
of�public�transport�：�Case�study�for�rural�bus�service�in�Japan”,Transportation�Research�Procedia,�
Conference�Papers�on�the�16th�World�Conference�on�Transportation�Research【査読あり】。

・�H.,Oguma＆Shiomi,E.（2016）,“Evaluating�the�efficiency�of�air�transport�in�Japanese　remoter　islands　
and�operational�performance”,�Conference�Papers�on�the�20th�ATRS�World�Conference【査読あり】.

・�小熊�仁・塩見英治（2015）「ASEANの航空自由化とLCCの展開による市場構造の変化」『東アジア経済経
営学会誌』,東アジア経済経営学会,第8号,1-10ページ【査読あり】。

・�塩見英治・小熊�仁（2015）「わが国における離島航空輸送の制度改革に向けた論点整理と政策的課題」
『経済研究所年報』,中央大学経済研究所,第47号,93-110ページ。
・�小熊�仁・横山壽一・西村�茂・森山�治・神谷浩夫（2015）「過疎地域における乗合バスの住民評価と政策
的課題〜北陸鉄道奥能登バス三崎線に対するコンジョイント分析〜」『運輸と経済』,第75巻第8号,一般
財団法人運輸調査局,�57-71ページ【査読有り】。

小熊　仁　（オグマ　ヒトシ）　助教
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・�小熊�仁・塩見英治（2015）「日本における離島航空輸送の効率性評価と要因分析」,Proceeding�of�The�
30thInternational�Conference�on�Korea-Japanese�Economy�and�Management,pp.318-325【査読無し】。

・�小熊�仁（2015）「地方空港の“地域経営”とは何か〜能登空港開港12年目の姿からみる地域の支えと空港
活用術〜」『ていくおふ』,第138号,株式会社ANA総合研究所,�40-48ページ【査読無し】。

・�小熊�仁（2015）「欧州における航空自由化と航空政策の共通化に向けた課題」『運輸と経済』,第75巻第5
号,一般財団法人運輸調査局,�54-63ページ【査読無し】。

・�小熊�仁（2014）「欧州におけるチャーター航空会社の構造変化とツアー・オペレーターの対応」『ていく
おふ』,第135号,株式会社ANA総合研究所,�20-27ページ【査読無し】。

・�塩見英治・小熊�仁（2014）「首都圏空港の容量制約と横田基地の軍民共用化に関する検討」『都市問題』,
第105巻第5号,�（公財）後藤・安田記念東京都市研究所,�20-35ページ【査読無し】。

・�武田公子・小熊�仁・西村�茂・横山壽一（2014）「過疎地域を内包する自治体における公共交通体系の選択」
『金沢大学経済論集』第34巻第2号,金沢大学経済学経営学系,155-188ページ【査読無し】。
・�小熊�仁（2014）「欧州におけるツアーオペレーター・航空会社間の関係変化と競争システムの検討」『交
通学研究』,�2013年度研究年報,�日本交通学会,　129-136ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2013）「わが国の観光まちづくりにおける非営利組織の役割と課題」『地域公共政策研究』,地域
公共政策学会,第22号,51-66ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2013）「観光分野における公民間コラボレーションの理論〜非営利組織の果たす役割」『非営利
法人研究』,第15号,非営利法人研究学会,99-122ページ【査読有り】。

・�小熊�仁・塩見英治（2013）「日本における空港制度改革と空港運営の課題」『東アジア経済経営学会誌』,
第6号,東アジア経済経営学会,1-15ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2012）「EUの航空分野における公共サービス輸送義務（Public�Service�Obligation）の展開と課
題」『国際公共経済研究』,No.24,�国際公共経済学会,133-153ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2012）「EUにおける空港会社-空港の関係変化と非航空系収入の役割」『2011年度研究助成論
文』,�航空政策研究会,1-26ページ【査読無し】。

・�小熊�仁（2012）「EUの航空分野における公共サービス輸送義務（Public�Service�Obligation）と空港運営
に対する効果」『運輸と経済』,第72巻第4号,財団法人運輸調査局,�58-68ページ【査読無し】。

・�小熊�仁（2011）「EUにおける空港間競争とグローバルオペレータによる海外事業展開」『公益事業研究』,
第63巻第2号,公益事業学会,41-51ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2011）「EUにおける航空会社-空港の垂直的統合と競争政策上の課題」『交通学研究』,2010年度
研究年報,�日本交通学会,175-184ページ【査読有り】。

・�Kato,K.,T.,Uemura,Y.,Yindo,A.,Okada,K.,Tanabe,S.,Saito,H.,Oguma,H.,Yamauchi,E.,Shiomi,M.,Saegusa
＆Migita,K.（2011）,�“Current�Accounts�of�Japanese�Airports”,�Journal�of�Air�Transport�Management,�
Vol.17,�Issue2,�pp.88-93【査読有り】。

・�小熊�仁（2009）「規制緩和下のバスサービスにおける非営利組織の役割と課題」『国際公共経済研究』,-
No.20,国際公共経済学会,28-52ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2009）「非営利組織によるクラブ財の供給と維持可能性」『公益事業研究』,第61巻第1�号,公益事
業学会,79-90ページ【査読有り】

・�小熊�仁（2009）「非営利組織による自発的な財・サービスの供給と維持可能性」『経済研究所年報』,�第39
号,�中央大学経済研究所,371-396ページ【査読無し】。

・�小熊�仁（2007）「英国の社会的企業における中間支援組織の役割と課題〜ロンドン社会的企業（Social�
Enterprise�London）のケース〜」『公益事業研究』,第59巻第1号,公益事業学会,11-27ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2006）「英国民間非営利組織の役割と課題〜社会的企業（Social�Enterprise）による交通サービ
スを中心に〜」『国際公共経済研究』,No.17,�国際公共経済学会,77-90ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2006）「ルーラル地域における非営利組織交通サービスの維持可能性と課題〜英国コミュニ
ティー・トランスポートとデボン県の事例を中心として〜」『交通学研究』,�2005年度研究年報,�日本交
通学会,51-60ページ【査読有り】。
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・�小熊�仁（2005）「地方自治体のバス政策と住民・非営利組織の役割〜規制緩和下の日英比較〜」『経済研
究所年報』,第36号,中央大学経済研究所,353-405ページ【査読無し】。

・�小熊�仁（2005）「社会的排除とクラブ制によるバスサービス〜英国デボン県の事例を中心に〜」『国際公
共経済研究』,No.16,�国際公共経済学会,108-121ページ【査読有り】。

・�小熊�仁（2004）「地方バス維持に関する一考察〜弘南バス深谷線の事例〜」『大学院研究年報（経済学研
究科編）』,第33号,中央大学大学院,191-208ページ【査読無し】

  その他 
（報告書）
・�横山壽一・西村茂・武田公子・森山治・小熊�仁（2014）『珠洲市における多角的体系的な公共交通政策の
調査分析〜地域福祉の視点からとらえた交通ネットワークの形成に向けて』金沢大学受託研究報告書。

・�JTB総合研究所自主研究調査レポート（2013）『JTBグループにおける空港・航空関係ビジネスの可能性
について』（主査：小熊�仁,�JTB総合研究所　,PWC�Japan,との共同執筆

・�航空政策研究会（2009）『今後の空港整備のあり方について報告書』第2章「空港整備特別会計と空港整
備の課題」,第3章「空港ターミナルビルと経営の課題」担当（第2章は小熊�仁・右田和義の共同執筆）

  口頭発表・ポスター発表 
・�ネットワークDEAを用いた空港運営の効率性評価と要因分析（会議名：日本交通学会第75回研究報告
会

・�Assessing�the�option�value�of�public�transport�：�Case�study�for�rural�bus�service�in�Japan（会議名：The�
14th�World�Conference�on�Transport�Research,�Shanghai�China（H.,Oguma,T.�Yokoyama,�S.�Nishimura,�
O.�Moriyama,�H.�Kamiya）

・�Evaluating�the�efficiency�of�air�transport�in�Japanese�remoter�islands�and�operational�performance�（会
議名：The�20th�ATRS�World�Conference,�Rhodes,�Greece（H.,Oguma＆Shiomi,E.）

・�ASEANにおける航空自由化とLCCの展開による市場構造の変化（会議名：第29回日韓経済経営国際学
術会議（The�29th�International�Conference�on�Korea-Japanese�Economy�and�Management,Seoul,Ko-
rea（小熊仁・塩見英治）

・�欧州におけるツアーオペレーター・航空会社間の関係変化と競争システムの検討（会議名：日本交通学
会第72回研究報告会）

・�日本におけるLCCの成立条件と競争政策上の示唆〜欧州との比較検討をふまえて〜（会議名：公正取引
委員会競争政策研究センターBBLミーティング）

・�わが国の観光分野における公民間コラボレーションの検討と非営利組織の役割（会議名：非営利法人研
究学会）

・�EUの地方航空路線における公共輸送サービス義務（Public�Service�Obligation：PSO）の展開と空港運営
に与える影響（会議名：国際公共経済学会第26回研究大会）

・�EUにおける空港間競争とグローバル・オペレーターによる海外事業展開（会議名：公益事業学会第61
回大会）

・�規制緩和下のバスサービスにおける非営利組織の役割と課題（会議名：国際公共経済学会第23回研究
大会）
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  専門分野 
青年心理学

  専門分野キーワード 
青年期　自己　対人関係

  著書 
・�2010年2月　青年期の友人関係と自己：現代青年の友人認知と自己の発達　世界思想社
・�2007年10月　現代青年の心理学：若者の心の虚像と実像　世界思想社

  共著，共編著，編著 
・�2014年1月　新・青年心理学ハンドブック（第24章「友人関係」�pp.315-325�担当）日本青年心理学会（編）
福村出版.

・�2013年3月　パーソナリティ心理学ハンドブック　（第5節　「友人関係の個人差」　pp.567-572�担当）
日本パーソナリティ心理学会（企画）二宮克美・浮谷秀一・堀毛一也・安藤寿康・藤田主一・小塩真司・渡
邊芳之（編）�福村出版�.

・�2011年11月　発達科学ハンドブック　第2巻　研究法と尺度（第3章　「質問紙調査法の基礎」pp.40-
47担当）　日本発達心理学会（編）新曜社

・�2011年9月　自己愛の心理学――概念・測定・パーソナリティ・対人関係（分担執筆　担当　第12章「自
己愛と現代青年の友人関係」pp.184-200　）金子書房

・�2011年1月　現代のエスプリ522　自己愛の時代：現代社会の病理の解明に向けて（分担執筆　担当「現
代青年は自己愛的なのか？－友だちづきあいの特徴から見えてくるもの」pp.29-40）（山崎久美子（編））　
ぎょうせい

・�2010年11月　社会化の心理学／ハンドブック：人間形成への多様な接近　（分担執筆　担当　第12章
「友人関係の変質」pp.167-182）川島書店
・�2010年10月　朝倉実践心理学講座第8巻　対人関係と恋愛・友情の心理学（分担執筆　担当　第7章「友
人関係は希薄になったか」pp.90-104）海部博之（監修）朝倉書店

・�2008年12月　自己心理学�5　パーソナリティ心理学へのアプローチ　（分担執筆　担当　「パーソナ
リティ心理学における自己心理学の展開」pp.1-3，「ふれ合い恐怖と青年期の友人関係」pp.112-129）（岡
田努・榎本博明（編）榎本博明・岡田努・下斗米淳（監修）金子書房

・�2008年10月　自己心理学�1　自己心理学の研究の歴史と方法　（分担執筆　担当　「自己心理学にお
ける量的研究と質的研究の現状」pp.49-53）榎本博明・岡田努（編）金子書房

・�2006年1月　よくわかる青年心理学　（分担執筆　担当　第V章　5「青年期の友人関係の特徴」，6「現
代青年の友人関係は変わったか」，7「自己開示」，8「孤独感」　pp.84-91）（白井利明（編）　ミネルヴァ
書房

・�2005年1月　現代心理学への招待（分担執筆　担当「性格の理解」「性格の測定」pp.116-129，「青年期の
発達」pp.159-171.担当）　樹村房

・�2004年9月　さまよえる青少年の心－アイデンティティの病理－（分担執筆　担当　第2章5節「親密
性の病理」pp.60-67）（谷冬彦・宮下一博（編著）北大路書房

・�2004年3月　放送大学�教材新訂人格心理学（分担執筆　担当　[5]「親子関係とパーソナリティの発達」
pp.72-85，�[6]「友人関係とパーソナリティの発達」pp.86-101）放送大学教育振興会

・�2002年9月　認知心理学者　新しい学びを語る（分担執筆　担当　「＜自分さがし＞と＜自分づくり＞」
pp.124-133）森敏昭（編著）　北大路書房

・�2002年8月　シリーズ「臨床発達心理学」第3巻　社会・情動発達とその支援　（分担執筆　担当　7章
2節　「同一性の危機と関係の病理」pp.148-152）　ミネルヴァ書房

・�2001年4月　図で読む心理学（発達）（分担執筆　担当　第12章「その人らしさの発達：人格と自我の発
達」pp.142-149）（川島一夫（編著）　福村出版

・�2000年6月� 子どもの発達と学校（分担執筆　担当　第7章　「青年期前期」pp.77-90）（宮川充司・大野

岡田　努　（オカダ　ツトム）　教授
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久・大野木裕明（編）　宮川充司・大野�久・大野木裕明・水野里恵・中西由里・林�昭志・塚本伸一・小林�真・
岡田�努・前田基成・遠山孝司・太田伸幸・塘利枝子・﨑浜秀行・小田侯朗著）ナカニシヤ出版

・�1997年10月　発達を考えた児童理解・生徒指導（分担執筆　担当　第9章「いじめへの児童理解・生徒
指導からの理論」pp.153-176�）（川島一夫（編著）丹羽洋子・本間恵美子・勝倉孝治・松田君彦・瀧野揚三・
神村栄一・小林　真・岡田　努・塚野州一�著）福村出版

・�1997年5月�人間関係学トピックス100（分担執筆　担当　第6章　「人間関係の発達と病理」pp.154-
181）（斎藤勇（編）�片山美由紀・笹山郁生・上野行良・古澤照幸・青木智子・岡田努・川野健治・斉藤勇著）
誠信書房

・�1994年5月　こころの科学（分担執筆　担当　「Ⅳ適応の科学」pp.173-204）（塚本伸一（編著）　ソフィ
ア

・�1992年5月　出会いと関係の心理学（分担執筆　担当　「甘え」pp.39-43）（詫摩武俊（編）　新曜社
・�1992年3月　対人心理学の最前線（分担執筆　担当　第2章「友人とかかわる」pp.22-26）サイエンス社

  翻訳 
・�2014年3月　子安増生・二宮克美（監訳）青年期百科事典編集委員会（編）　青年期発達百科事典（第2巻　
人間・社会・文化「仲間関係」担当�pp.�327-333）　丸善出版（Dijkslra,J.K.,�&�Veenstra,R.（2011）.Peer�re-
lations.�In�Encyclopedia�of�Adolescence�Volume�2�London�：�Elsevier�pp.255-259.）

・�2005年1月　J.クロガー著　榎本博明（編訳）　アイデンティティの発達　青年期から成人期　（第5章　
青年期におけるアイデンティティ問題の特異な例�pp.95-112　Selected�identity�issues�of�adolescence�
担当）榎本博明編訳　北大路書房（Kroger,J.�2000�Identity�Development：Adolescence�Through�Adult-
hood.Sage�Publications,.thousand�Oaks,California�297p）

  論文・研究ノート 
論文
・�2016年6月　共著（Akira�Kanai,�Sachiko�Kiyama,�Hiroshi�Goto,�Hidehito�Tomita,�Ayuko�Tanaka,�Mit-
sunobu�Kunimi,�Tsutomu�Okada�and�Toshiharu�Nakai）Use�of�the�sit-to-stand�task�to�evaluate�motor�
function�of�older�adults�using�telemetry.BMC�Geriatrics,16：121　査読あり.

・�2014年2月　単著　青年期の友人関係における「共有」の意味について－池田幸恭・葉山大地・高坂安
雄・佐藤有耕　『大学生の友人関係における親密さと共有意識の関係』への意見論文―　青年心理学研
究　25,155-158　査読あり

・�2012年3月　単著　現代青年の友人関係に関する新たな尺度の作成�：�傷つけ合うことを回避する傾
向を中心として　金沢大学人間科学系研究紀要　第04号　19-34.　査読なし（電子版で発行）http：//
dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/handle/2297/30410

・�2011年9月　単著　現代青年の友人関係と自尊感情の関連について　パーソナリティ研究,第20巻
（1）,11-20.　査読あり
・�2008年3月�共著（三保紀裕・岡田努・轟亮）金沢大学文学部学生における大学進学動機と進路意識　人
間社会環境研究　15,19-29.金沢大学大学院人間社会環境研究科　査読あり

・�2008年6月　共著（中野光子・今井壽正・岡田努）　Parkinson病の認知機能障害：Wisconsin�Card�Sort-
ing�TestとWAISによる成績の比較検討　神経心理学�24,161-168.日本神経心理学会　査読あり

・�2007年3月　単著　現代青年の友人関係と自己像・親友像についての発達的研究�金沢大学文学部論集
（行動科学・哲学篇），第27号,17-34.　査読なし
・�2007年2月　単著　白石尚大・岡本祐子　論文「大学生の意欲低下傾向とアイデンティティ発達，家族
機能の関連性」についての意見論文　青年心理学研究，第18巻，63-66.�査読あり

・�2007年1月　単著　大学生における友人関係の類型と，適応及び自己の諸側面の発達の関連について　
パーソナリティ研究，第15巻（2）,135-148.�査読あり

・�2005年3月　単著　自己の発達と共感性の関係についての探索的研究�自己心理学�第2巻，14-25.自己
心理学研究会　査読なし

・�2005年3月　単著　現代青年の友人関係・ライフイベントと自己の発達に関する研究　金沢大学文学
部論集（行動科学・哲学篇）,第25号,15-32.　査読なし

・�2002年3月　単著　現代大学生の「ふれ合い恐怖的心性」と友人関係の関連についての考察　性格心理
学研究,第10巻（2）,69-84.　査読あり
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・�2002年3月　単著　青年期・成人期・老年期の発達研究の動向について　教育心理学年報,第41巻,63-72.
日本教育心理学会　査読なし

・�2002年3月　単著　友人関係の現代的特徴と適応感及び自己像・友人像の関連についての発達的研究�
金沢大学文学部論集（行動科学・哲学篇）,第22号,1-38.金沢大学文学部　査読なし

・�2000年3月　単著　現代青年の自己概念の発達に関する試論　立教大学教職研究,第10号,31-40.立教
大学教職課程研究室　査読なし

報告書等
・�2007年3月　個別の対人関係場面での葛藤解決の実際　青少年に対する意識調査の結果を通して　グ
ローバル化時代における市民性の教育　論文集（1）123-133�日本学術振興会　人文・社会科学振興プ
ロジェクト研究

・�2005年3月　平成13年度〜平成16年度　科学研究費補助金　基盤（C）（2）　一般�研究成果報告書�青
年期危機が人格的発達に及ぼす効果に関する研究（課題番号　13610123）

・�2000年12月　青少年の逸脱行動と欲求不満耐性，価値観との関連について�総務庁青少年対策本部　
「低年齢少年の価値観等に関する調査」232-247

  その他 
・�2015年5月20日　単著　現代青年のトモダチ事情　大学時報64,34-37　日本私立大学連盟.�（学術エッ
セイ）

・�2014年8月　単著　“自分”のとらえかた（自己概念）とレジリエンス　児童心理　第68巻（11）,917-922�
金子書房.�（学術エッセイ）

・�2014年1月　単著　現代の青年の特質を高校生に授業する　心理学ワールド,64号,30-31�日本心理学
会.�（学術エッセイ）

・�2013年12月　最新�心理学事典　平凡社（p.75「家庭環境」pp.567-568「仲間関係」担当）平凡社
・�2013年6月　発達心理学事典　（「対人関係の希薄化」　pp.254-255担当）丸善出版
・�2009年6月　社会心理学事典（「親密な対人関係」pp.186-187担当）丸善
・�2006年6月　心理学総合事典　（3.2　調査法�pp.36-42�担当）朝倉書店
・�2000年11月　青年心理学事典（「対人恐怖的心性」179,「ギャング集団」257,「群れ志向」278,「やさしさ
志向」285担当）　福村出版

  口頭発表・ポスター発表 
・�2016.9.18�「ふれ合い恐怖的心性」の対人関係について（3）高校生調査から�日本社会心理学会第57回大
会発表論文集,236.�（ポスター発表）

・�2016.7.27�Is�“Emerging�Adulthood”�available�in�Japan?�The�31th�international�congress�of�psychology
（Yokohama,Japan）.PS27P-06-315.�（ポスター発表）
・�2015年9月　青年が自分を大人である・ないと考える理由　日本心理学会第79回大会発表論文集,44.�
（ポスター発表）
・�2014年10月　日本パーソナリティ心理学会第23回大会　経常的交流委員会企画シンポジウムA　現
代青年における友人・異性との関係はどのようなものか：行動の背後にある動機に着目して（指定討論
者）

・�2014年7月「ふれ合い恐怖的心性」の対人関係について（2）：インターネット調査との比較　日本社会
心理学会第55回大会発表論文集,320（ポスター発表）

・�2013年11月「ふれあい恐怖的心性」の対人関係について：インターネット調査による試み　日本社会心
理学会第54回大会発表論文集,303.（ポスター発表）

・�2012年11�月　青年期の「ふれ合い恐怖的心性」と「傷つけ合うことを回避する」傾向の関連について�日
本教育心理学会第54回総会発表論文集,606.�（ポスター発表）

・�2012年11月�現代青年の友人関係のあり方と「ランチメイト症候群」傾向の関連�日本社会心理学会第
53回大会発表論文集,253.�（ポスター発表）

・�2012年9月�日本心理学会第76回大会ワークショップ（WS034）　現代青年の成熟とは何か�（企画者・
話題提供者）

・�2011年7月�現代青年の友人関係とふれ合い恐怖的心性�再考�日本教育心理学会第53回総会発表論文
集,222.（ポスター発表）
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  専門分野 
実験心理学，視覚科学，認知科学，脳科学

  専門分野キーワード 
感覚，知覚，認知，視覚，錯覚，意識，脳神経機能

  共著，共編著，編著 
・�共著：「基礎から学ぶ認知心理学：人間の認識の不思議」服部雅史，小島治幸，北神慎司　著.　有斐閣.　
2015年（全232頁）

・�共著：「基礎心理学」須藤昇・田山忠行共編.�培風館,�2012年（分担：第2章　感覚）.
・�共著：「心・理・学」松川順子（編著）,�ナカニシヤ出版,�2009年（分担p134-146脳の働きから心をみる—神
経心理学．）.

  論文・研究ノート 
・�（共著論文）Yoshimura,�Y.,�Kikuchi,�M.,�Hiraishi,�H.,�Hasegawa,�C.,�Takahashi,�T.,�Remijn,�G.�B.,�...�&�Ko-
jima,�H.�（2015）.�Atypical�development�of�the�central�auditory�system�in�young�children�with�Autism�
spectrum�disorder.�Autism�Research�（in�press）.�（DOI：�10.1002/aur.1604�）（査読有）

・�（共著論文）Vannucci,�M.,Gori,�S.�&�Kojima,�H.�（2014）.�The�spatial�frequencies�influence�the�aesthetic�Judgment�
of�buildings�transculturally.�Cognitive�Neuroscience,�5（3-4）,�143-149.�（DOI：�10.1080/17588928.2014.976188.）�

（査読有）
・�（共著論文）西田浩聡，吉澤達也，小島治幸，福田一帆，内川恵二�（2014）.�2色覚者と3色覚者間での
カテゴリカル色応答時の皮質活動の比較.�視覚の科学，35（1）,13-21.�（査読有）

・�（共著論文）Remijn�Gerard�B,�Mitsuru�Kikuchi,�Kiyomi�Shitamichi,�Sanae�Ueno,�Yuko�Yoshimura,�Kikuko�
Nagao,�Tsunehisa�Tsubokawa,�Haruyuki�Kojima,�Haruhiro�Higashida,�Yoshio�Minabe（2014）�Somato-
sensory�evoked�field�in�response�to�visuotactile�stimulation�in�3-�to�4-year-old�children.�Frontiers�in�
Human�Neuroscience.�01/2014;�8：170.�DOI：10.3389/fnhum.2014.00170（査読有）

・�（共著論文）Kunimi,�M.�&�Kojima,�H.,�（2014）.�The�effects�of�processing�speed�and�memory�span�on�
working�memory.�Journal�of�Gerontopsychology�and�Geriatric�Psychiatry,�27（3）,�109-114.�（査読有）

・�（共著論文）Kojima�H.�and�Kunimi�M.�（2013）.�The�Effect�of�Horticultural�Activity�on�the�Cognitive�Per-
formance�of�Healthy�Elderly�Individuals.�Journal�of�Therapeutic�Horticulture,��Vol.13（2）,�pp.5-17.�（査
読有）

・�（共著論文）Kojima,�H.�&�Kawabata,�Y.�（2012）�Perceived�duration�of�chromatic�and�achromatic�light.�
Vision�Research.53（1）,�21-29.�（査読有）

・�（共著論文）小島治幸・三浦宏予�（2012）�照明光の色彩が認知作業に及ぼす効果の検討.�照明学会誌,�96
（2）,�95-99.�（Journal�of�the�Illuminating�Engineering�Institute�of�Japan,�96（2）�2012）�（査読有）
・�（共著論文）G�Remijn;�M�Kikuchi;�Y�Yoshimura;�K�Shitamichi;�S�Ueno;�K�Nagao;�T�Munesue;�H�Kojima�
Y�Minabe　（2011）�Hemodynamic�responses�to�visual�stimuli�in�cortex�of�adults�and�3-�to�4-year-old�
children.　Brain�Research,�1383,�242-251.�（6,April,�2011）�（査読有）

・�（単著論文）小島治幸　2011視覚対象処理における大脳半球活動差：近赤外分光法による測定.�映像情
報メディア学会技術報告（ITE�Technical�Report,�HI2011-82）,�35（51）,33-36.（査読無）

・�（共著論文）西田浩聡・福田一帆・内川恵二・吉澤達也・小島治幸　2011　2色覚者と3色覚者のカラーネー
ミング時の脳活動.�映像情報メディア学会技術報告（ITE�Technical�Report,�HI2011-82）,�35（51）,29-32.�
（査読無）

小島　治幸　（コジマ　ハルユキ）　教授
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・�（共著論文）Kojima�H.,�Suzuki�T.（2010）�Hemodynamic�change�in�occipital�lobe�during�visual�search：�
Visual�attention�allocation�measured�with�NIRS.�Neurosychologia,�48（1）,�349-352.�（査読有）

・�（共著論文）Remijn�G.B.,�Kojima�H.�（2010）�Active�versus�passive�listening�to�auditory�streaming�stimu-
li：�a�near-infrared�spectroscopy�study.�Journal�of�Biomedical�Optics,�2010�May-Jun;15（3）：�037006.�
（査読有）
・�（共著論文）Karim,�A.K.M.R.�and�Kojima,�H.�（2010）�Configurational�asymmetry�in�vernier�offset�detec-
tion.�Advances�in�Cognitive�Psychology,�6,�66-78.�（査読有）

・�（共著論文）Karim,�A.K.M.R.�and�Kojima,�H.�（2010）�The�"what"�and�"why"�of�perceptual�asymmetries�in�
the�visual�domain.�Advances�in�Cognitive�Psychology,�6,�103-115.�（査読有）

・�（共著論文）Karim,�A.K.M.R.�and�Kojima,�H.�（2010）�Perceptual�asymmetry�in�vernier�offset�discrimina-
tion：�a�similar�trend�between�the�cardinal�and�oblique�orientations.�Japanese�Journal�of�Psychonomic�
Science,�29（1）,�1-16.�（査読有）

・�（共著研究報告）Kojima,�H.,�Asakura,�N.�&�Tzeng,�A.（2010）�Efficiency�of�Lexical�Access�in�Japanese�
Native�Speakers�for�expressing�actions�and�objects.金沢工業大学学術フロンティア研究報告書.�（査読
無）

・�（単著研究報告）小島治幸�（2010）�2次元視覚パターンに対する視覚皮質の脳血流変化：�近赤外分光法
（Near�Infrared�Spectroscopy：NIRS）による脳活動の計測.�2010年　金沢工業大学学術フロンティア研
究報告書.�（査読無）

・�（共著論文）Taya,�S.,�Maehara,�G.,�&�Kojima,�H.�（2009）�Hemodynamic�changes�in�response�to�the�stim-
ulated�visual�quadrants：�a�study�with�24-channel�near-infrared�spectroscopy.�The�Japanese�Journal�of�
Psychonomic�Science,�28（1）,�35-43..�（査読有）

・�（共著論文）Maehara,�G.,�Taya,�S.,�&�Kojima,�H.�（2007）.�Changes�in�hemoglobin�concentration�in�the�
lateral�occipital�regions�during�shape�recognition：�A�near-infrared�spectroscopy�study. 　Journal�of�
Biomedical�Optics.　12（6）,�D62109.�（査読有）

・�（共著論文）小島治幸，前原吾朗，田谷修一郎，宮地弘一郎，片桐和雄�（2006）�近赤外分光法（NIRS）に
よる視覚関連脳機能測定．臨床脳波,vol.48,�no.4,�pp195-205.�（査読有）

・�（共著論文）前原吾朗,�田谷修一郎,�小島治幸�（2006）�近赤外分光分析による形状マッチング課題遂行中
の脳活動の計測．電子情報通信学会信学技報,�HIP2006-54,�53-56.�（査読無）

・�（共著論文）田谷�修一郎,�前原�吾朗,�小島�治幸�（2006）�刺激呈示視野に対応した後頭部の血行動態反応
－24チャンネルNIRSによる測定－．電子情報通信学会信学技報,�HIP2006-53,�49-52.�（査読無）

・�（共著論文）工藤治奈,�小島治幸�（2005）�Bimodalな表情の感情判断�－顔と音声による曖昧表情の2次元
布置化－.�映像情報メディア学会技術報告，29（60）,�37-40.�（査読無）

・�（単著論文）小島治幸（2002）.�視覚の結合問題と時相関仮説　--神経の同期的発火現象と統合的知覚の
因果関係をめぐって--．心理学評論，vol.45（4）,�451-465.�（査読有）

・�（共著論文）Lappin,�J.�S.,�Donnelly,�M.�&�Kojima,�H.�（2001）.�Coherence�of�early�motion�signals.�Vision�
Research,�41,�1631-1644.�（査読有）

・�（共著論文）Landy,�M.�and�Kojima,�H.�（2001）.�Ideal�cue�combination�for�localizing�texture-defined�edg-
es.�Journal�of�Optical�Society�of�America,�18（9）,�2307-20.�（査読有）

  その他 
・�「スマホ依存で頭が悪くなる？」月刊北國『アクタス』第28巻第5号p47，2016年4月20日。（月刊誌掲
載解説）

・�「スマホ副作用賢く撃退」『北陸中日新聞』2013年3月2日11面。（新聞掲載Q&A）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「Blue�color�enhances�the�performance�in�creativity�tasks」（共著）.�Perception（Supplement）,�44,�p.20.�
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（ECVP,�Liverpool,�UK,�Aug.�23rd-27th,�2015）　doi：10.1177/0301006615598674
・�「Differences�between�Autisms�and�Typically�Developed�People�in�Cortical�Activation�during�Global/
Local�Tasks：�a�NIRS�study」（共著）.�Perception,�43,�Supplement�ECVP�Abstract,�p.147.�（ECVP,�Belgrade,�
Serbia�24-28,�Aug.�2014.）

・�「NIRSによる視覚野の活動計測」�視覚科学技術コンソーシアム（Vision�Science�&�Technology�Consor-
tium）,�金沢，2012年11月22日（招待講演）

・�「Red�color�enhances�memory�performance」（単著）.�35th�European�Conference�on�Visual�Perception,�
Alghero,�Italy.�Sep.1st-Sep.6,�2012.�Perception�（Suppl）,�vol.41,�pp.85.

・�「左向きの顔におけるMcGurk効果の優位性」（共著）.�2011日本心理学会第75回大会（日本大学，東京）
・�「Context�information�on�the�McGurk�effect」（共著）.�12th�INTERNATIONAL　MULTISENSORY　RE-
SEARCH　FORUM,�Sendai,�Japan：�June�4-8,�2011.

・�「Architectural�ranking�and�aesthetic�perception：�Cross-cultural�differences�between�Western�and�East-
ern�culture」（共著）.�34th�European�Conference�on�Visual�Perception,�Toulouse,�France,�Aug.28-Sep.1st,�
2011.,�Perception�（Suppl）,�vol.40,�pp.219.

・�「Hemispheric�activation�difference�in�occipital�lobe�depending�on�visual�object�properties」（共著）.�34th�
European�Conference�on�Visual�Perception,�Toulouse,�France,�Aug.28-Sep.1st,�2011.�Perception�（Sup-
pl）,�vol.40,�pp.77.

・�「こころの環境適応：拡張された視知覚系の可塑性」（単著）．日本心理学会ワークショップ．2008年　
日本心理学会第72回大会発表論文集,�WS（13）.

・�「注意・非注意時の変化知覚に伴う脳血流」（共著）．Japanese�journal�of�cognitive�neuroscience,�9
（2）,154.�（認知神経科学会第12回大会,�福岡,�2007年7月21-22）
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  専門分野 
学習心理学，比較心理学

  専門分野キーワード 
学習，比較認知，行動分析，概念学習，条件づけ，動機づけ

  共著，共編著，編著 
・�共著　藤田和生（編）日本動物心理学会（監修）「動物たちは何を考えている？―動物心理学の挑戦」　技
術評論社，2015年，ISBN978-4774172583（分担執筆：7項目31頁）

・�共著　松川順子（編）心・理・学　ナカニシヤ出版，2009年，ISBN978-4779503542，（分担執筆：第5章，
第8章）

  論文・研究ノート 
・�1.�Taniuchi,�T.,�Sugihara,�J.,�Wakashima,�M.,�&�Kamijo,�M.�（2016）.�Abstract�numerical�discrimination�
learning�in�rats.�Learning�and�Behavior,�44,�122-136.�（論文，査読有，DOI：�10.3758/s13420-016-
0209-2）

・�2.�上野糧正・谷内通�（2016）�ブタにおけるオペラント条件づけを用いたノーズポーク反応の持続訓練　
行動分析学研究,�30,�127-136.�（論文，査読有）

・�3.�Kamijo,�M.�&�Taniuchi,�T.�（2015）�Acquisition�and�limited�transfer�of�numerical�discrimination�of�ob-
ject�stimuli�in�rats.�The�Psychological�Record,�65,�289-300.（論文，査読有，DOI：�10.1007/s40732-
014-0105-0）

・�4.�谷内通（2015）世界について考え，意味を認める心の起源―ワーキングメモリ過程と概念学習の比
較心理学―　行動科学,�53,�1-18.�（講演論文，査読有）

・�5.�谷内通・平野友理（2014）キンギョの放射状迷路遂行におよぼすアーム特性の効果　心理学の諸領域,�
3,�13-20.�（論文，査読有）

・�6.�上野糧正・谷内通（2014）セルフスタート法を用いたブタの視覚弁別実験　日本畜産学会報,�85,�321-
327.（論文，査読有）

・�7.�Taniuchi,�T.�（2014）�Persistent�memory�retention�of�reward�events�and�proactive�interference�in�re-
ward�series�learning�by�mice.�International�Journal�of�Comparative�Psychology,�27,�143-159.（論文，
査読有）

・�8.�谷内通（2014）ラットの報酬系列パタン学習における走行間手がかりの操作による分節化効果　基
礎心理学研究,�32,�207-212.（研究ノート，査読有）

・�9.�谷内通（2014）日本基礎心理学会第32回大会特別企画講演「つばきとひきつり」から情報処理へ�―現
代連合学習理論の50年―」企画の趣旨　基礎心理学研究,�32,�p.35.（依頼原稿，査読有，DOI：�http：//
dx.doi.org/10.14947/psychono.33.5）

・�10.�木村誠・谷内通（2013）アカハライモリにおける同時視覚弁別学習に関する動機づけ操作の検討　
心理学の諸領域,�2,�21-29.�（論文，査読有）

・�11.�上條槙子・下川萌未・谷内通（2013）ラットにおける同異弁別学習の予備的証拠　心理学の諸領域,�2,�
11-20.�（論文，査読有）

・�12.�谷内通・矢萩隼人（2013）放射状迷路を用いたラットの認知資源配分型実験における指示忘却効果
の不在　心理学の諸領域,�2,�1-9.�（論文，査読有）

・�13.�木村誠・上野糧正・谷内通（2013）アカハライモリ（Cynops�pyrrhogaster）における水強化を用いた
同時視覚弁別学習　動物心理学研究,�63,�87-93.（論文，査読有）

谷内　通　（タニウチ　トオル）　教授



−315−

・�14.�谷内通・鷲塚清貴・上野糧正（2013）キンギョ（Carassius�auratus）の放射状迷路遂行における迷路
内手がかりと迷路外手がかりの効果　動物心理学研究,�63,�79-85.�（論文，査読有）

・�15.�谷内通・上野糧正（2013）ラットの系列学習における系列外手がかりによる項目間連合の隠蔽と般
化減少　基礎心理学研究,�31,�156-160.�（研究ノート，査読有，日本基礎心理学会2012年度優秀論文賞）

・�16.�谷内通・坂田富希子・上野糧正（2013）ラットの放射状迷路遂行における指示忘却　基礎心理学研究,�
31,�113-122.�（論文，査読有）

・�17.�Siddik,�M.�A.�B.,�&�Taniuchi,�T.�（2012）�Conditional�discrimination�learning�of�two-object-pairs�by�
rats.�Bulletin�of�Hokuriku�Psychological�Society�of�Japan,�1,�35-43.�（論文，査読有）

・�18.�上條槙子・谷内通（2012）ラットにおける物体刺激の数的弁別学習　心理学の諸領域,�1,�2-9.（論文，
査読有）

・�19.�谷内通・石坂憲寿・木村誠・上野糧正（2012）改良型Hill迷路におけるラット（Rattus�norvegicus）の
系列位置学習　動物心理学研究,�62,�11-19.�（論文，査読有）

・�20.�谷内通・山田祐輔（2012）大型の放射状迷路におけるキンギョのwin-stay課題とwin-shift課題の遂行　
金沢大学人間社会研究域人間科学系紀要,4,1-18.（論文，査読無）

・�21.�岩﨑純衣・上野糧正・谷内通（2010）ラット（Rattus�norvegicus）の推移的推論課題における推移反
応と象徴距離効果　動物心理学研究,�60,�129-138.�（論文，査読有）

・�22.�谷内通・鷲塚清貴（2010）放射状迷路におけるコイの遂行　金沢大学人間社会研究域人間科学系紀
要,�2,�1-18.（論文，査読無）

・�23.�木村誠・石坂憲寿・谷内通（2009）同時連鎖法を用いた系列学習研究の動向　人間社会環境研究,�17,�
51-67.�（論文，査読無）

・�24.�鷲塚清貴・谷内通（2007）ゼブラフィッシュの放射状迷路遂行における順向性干渉　動物心理学研
究,�57,�73-79.�（論文，査読有）

・�25.�上野糧正・谷内通（2006）オペラント条件づけによるブタ（Sus�scrofa）のレバー押し事態における
まとめ押し行動の規定因　動物心理学研究,�56,�91-99.�（論文，査読有）

・�26.�鷲塚清貴・谷内通（2006）キンギョにおける放射状迷路課題の習得　動物心理学研究,�56,�27-33.�（論
文，査読有）

・�27.�谷内通（2006）マウスの報酬系列学習における隣接連合と遠隔連合の形成およびリスト学習の不成
立　基礎心理学研究,�24,�171-180.�（論文，査読有）

・�28.�谷内通（2006）オープンフィールドにおけるラットのホームケージ帰巣の学習　金沢大学文学部論
集　行動科学・哲学篇,�26,�1-10.�（論文，査読無）

・�29.�上野糧正・谷内通（2006）ブタのレバー押し行動のオペラント条件づけにおけるモデル観察の効果　
社会環境研究,�12,�201-209.�（論文，査読無）

・�30.�上野糧正・谷内通（2006）産業的な飼育条件下のブタにおける報酬提示量の変動がレバー押し反応
のセッション内減少に与える効果　社会環境研究,�11,�141-148.�（論文，査読無）

・�31.�上野糧正・谷内通（2005）産業的な飼育条件下におけるブタのレバー押し反応のセッション内減少　
動物心理学研究,�55,�65-69.�（論文，査読有）

・�32.�木村誠・谷内通（2005）改良型Hill迷路を用いたワイルドカードテストによるラットの系列学習過程
の検討　心理学研究,�76,�276-281.�（論文，査読有）

・�33.�近藤佐和・谷内通・近藤保彦（2005）馴化－脱馴化法を用いたメスラットによるオスの性的匂い弁
別　動物心理学研究,�55,�11-16.�（論文，査読有）

・�34.�Blizard,�D.A.,�Wada,�Y.,�Onuki,�Y.,�Kato,�K.,�Mori,�T.,�Taniuchi,�T.,�Hosokawa,�H.,�Otobe,�T.,�Takahashi,�
A.,�Shisa,�H.,�Hiai,�H.,�Makino,�J.�（2005）�Use�of�a�standard�strain�for�external�calibration�in�behavioral�
phenotyping.�Behavior�Genetics,�35,�323-332.�（論文，査読有）

・�35.�上野糧正・谷内通（2004）産業的な飼育条件下におけるブタのレバー押し反応の形成，獲得，消去
および自発的回復　動物心理学研究,�54,�87-97.�（論文，査読有）

・�36.�木村誠・谷内通（2004）ラットによる改良型Hill迷路を用いた3項目系列の習得　動物心理学研究,�
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54,�99-103.�（論文，査読有）
・�37.�谷内通（2004）動物心理学の応用を考える：家畜動物の管理を中心に　基礎心理学研究,�23,�90-94.�
（講演論文：論文，査読有）
・�38.�谷内通（2004）ラットの報酬系列学習における系列外手がかりによる項目間連合の隠蔽　動物心理
学研究,�54,�19-28.�（論文，査読有）

・�39.�谷内通（2004）行動が変わるしくみ：人間行動への学習理論の応用　金沢大学大学教育開放センター
紀要,�24,�10-21.�（論文，査読無）

・�40.�谷内通（2004）ラットの放射状迷路課題における順向性干渉に及ぼす報酬刺激の質的移行の効果　
金沢大学文学部論集　行動科学・哲学篇,�24,�15-26.�（論文，査読無）

・�41.�谷内通（2000）直線走路を用いたラットの報酬系列学習における走行間間隔移行の効果　心理学研
究,�71,179-186.�（論文，査読有）

・�42.�Taniuchi,�T.（ 2000 ）Relative�memory�load�as�a�determinant�of�learning�process�in�reward�serial�
learning�by�rats.�Japanese�Journal�of�Animal�Psychology,�50,�41-48.�（論文，査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�1.�Taniuchi,�T.�（2016）.�Numerical�discrimination�of�object�stimuli�in�rats.�Symposium�“Timing,�count-
ing,�and�navigation�learning�in�rats”,�18th�Biennial�Scientific�Meeting�of�The�International�Society�for�
Comparative�Psychology.�University�of�Sydney,�Sydney,�Australia.�July�16,�2016.�（査読有，口頭発表）

・�2.�Taniuchi,�T.�&�Noda,�K.�（2016）.�Appetitive�classical�conditioning�in�tortoise.�The�31st�International�
Congress�of�Psychology.�Pacifico�Yokohama,�Yokohama,�Japan,�July�27,�2016.�（査読有，ポスター発表）

・�3.�Taniuchi,�T.�（2016）.�Examination�on�associative�mechanism�of�appetitive�classical�conditioning�in�
Japanese�fire�belly�newts.�18th�Biennial�Scientific�Meeting�of�The�International�Society�for�Comparative�
Psychology.�University�of�Sydney,�Sydney,�Australia.�July�14,�2016.�（査読有，ポスター発表）

・�4.�Taniuchi,�T.�（2015）.�Memory-based�performance�in�radial�maze�learning�in�tortoises�（Agrionemys�
horsfieldii）.�49th�Congress�of�the�International�Society�for�Applied�Ethology.�September�16,�2015.�Hok-
kaido�University,�Sapporo,�Japan.�（査読有，ポスター発表）

・�5.�Taniuchi,�T.�（ 2015）.�Appetitive�Pavlovian�conditioning�in�Japanese�fire�belly�newts.�The�22nd�In-
ternational�Conference�on�Comparative�Cognition.�April�16,�2015.�Radisson�Oceanfront�Hotel,�Mel-
bourne,�FL,�USA.�（査読有，ポスター発表）

・�6.�谷内通（2014）世界について考え，意味を認める心の起源―ワーキングメモリ過程と概念学習の比
較心理学―　日本行動科学学会第22回大会　2014年9月9日　京都橘大学　（招待講演）

・�7.�Taniuchi,�T.�（2012）�Radial�maze�learning�in�tortoises�（Agrionemys�horsfieldii）.�16th�Biennial�Scien-
tific�Meeting�of�The�International�Society�for�Comparative�Psychology.�University�of�Jaen,�Jaen,�Spain.�
September�13,�2012.�（査読有，ポスター発表）

・�8.�Taniuchi,�T.�&�Kamijo,�M.�（2010）�Counting�of�objects�by�rats.�15th�Biennial�Scientific�Meeting�of�
The�International�Society�for�Comparative�Psychology.�Awaji�Yumebutai�International�Conference�
Center,�Hyogo,�Japan.�May�20,�2010.�（査読有，ポスター発表）

・�9.�谷内通（2008）心理学における動物研究：学習・認知・応用　日本動物行動学会第27回大会　2008
年9月25日　金沢大学（招待講演）

・�10.�谷内通（2005）ラットの弁別学習におけるメタ学習　日本認知科学会シンポジウム「メタ学習：脳の
汎用的な問題解決能力の基盤の理解にむけて」2005年12月3日　産業技術総合研究所臨海副都心セン
ター（口頭発表）
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  専門分野 
発達心理学，幼児心理学

  専門分野キーワード 
認知発達，幼児，身体性

  共著，共編著，編著 
・�共著：浅川淳司�（2015）.�第6講　身体機能と運動機能の発達.�杉村伸一郎・白川佳子・清水益治（編）保
育の心理学Ⅰ（pp.62-72）中央法規出版

・�共著：浅川淳司�（2013）.�「2-1.�身体能力・身体機能の発達」および「3-1.�読み書きの力と計算力」　岡本
祐子・深瀬裕子（編）エピソードで学ぶ生涯発達心理学（pp.48-51,�pp70-73）�ミネルヴァ書房

  翻訳 
・�共訳：浅川淳司�（2015）.�ワーキングメモリの階層モデルと健康な高齢者のその変化.�湯澤正通・湯澤美
紀（監訳）ワーキングメモリと日常ー人生を切り拓く新しい知性ー（pp.78-99）北大路書房

  論文・研究ノート 
・�論文：浅川淳司・山田真世�（2015）.�教員を目指す大学生と看護学生が持つ発達イメージの比較.�金沢大
学人間社会学域学校教育学類紀要,�7,�83-89.

・�論文：水口啓吾・湯澤正通・浅川淳司・蔵永　瞳・渡辺大介�（2014）.�児童を中心とした話し合い型算数
授業におけるワーキングメモリの小さい児童の授業態度と教師のリヴォイシング.�科学教育研究,�38，
97-106.�査読有

・�論文：Asakawa,�A.,�&�Sugimura,�S.�（2014）.�Developmental�trajectory�in�the�relationship�between�cal-
culation�skill�and�finger�dexterity：�A�longitudinal�study.�Japanese�Psychological�Research,�56,�189-200.
査読有

・�論文：宮崎理恵・湯澤正通・蔵永瞳・前田一誠・坂田行平・宮谷真人・中條和光・森田愛子・水口啓吾・浅
川淳司�（2014）.�ワーキングメモリの小さい子どもに対する学習支援―小学校5年による授業の困難場
面の話し合いと共有―.�広島大学学部・附属学校共同研究機構研究紀要,�42,�237-242.

・�論文：湯澤正通・宮谷真人・中條和光・杉村伸一郎・森田愛子・蔵永瞳・浅川淳司・水口啓吾�（2014）.�ワー
キングメモリ理論に基づいた授業のユニバーサルデザインの研究.�広島大学大学院教育学研究科共同
研究プロジェクト報告書,�12,�155-168.

・�論文：浅川淳司･杉村伸一郎�（2011）.�幼児期における計算能力と手指の巧緻性の特異的関係.�発達心理
学研究,�22,�130-139.�査読有

・�論文：浅川淳司・杉村伸一郎・岡花祈一郎・牧亮太・鄭暁琳�（2011）.�幼児期の模倣における創造の萌芽.�
幼年教育研究年報,�33,�105-113.

・�論文：岡花祈一郎・牧亮太・佐藤裕樹・浅川淳司・杉村伸一郎�（2011）.�5歳児の遊びにおける模倣の役割.�
幼年教育研究年報,�33,�73-78.

・�論文：杉村伸一郎･浅川淳司･岡花祈一郎･牧亮太･松本信吾･日切慶子・菅田直江・林よし恵･落合さゆり・
久原有貴・佐藤裕樹・鄭暁琳�（2011）.�保育場面における幼児の模倣─�感覚・感情的側面からの検討�―.�
学部･附属学校共同研究紀要,�39,�303-308

・�論文：杉村伸一郎･岡花祈一郎･浅川淳司･財満由美子･松本信吾･林よし恵･上松由美子･落合さゆり�
（2010）.�幼児期の発達における運動の役割.�学部･附属学校共同研究紀要,�38,�295-300.
・�論文：浅川淳司･杉村伸一郎�（2009）.�幼児における手指の巧緻性と計算能力の関係.�発達心理学研究,�

浅川　淳司　（アサカワ　アツシ）　准教授
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20,�243-250.�査読有（発達心理学会優秀論文賞）
・�論文：浅川淳司･杉村伸一郎�（2009）.�幼児における足し算時の指の利用方略－短期記憶，手指の巧緻性，
たし算成績との関係－.�幼年教育研究年報,�31,�103-111.

・�論文：杉村伸一郎･岡花祈一郎･浅川淳司･財満由美子･松本信吾･林よし恵･上松由美子･落合さゆり�
（2009）.�自然体験を通した幼児の｢育ち｣と｢学び｣に関する検討.�学部･附属学校共同研究紀要,�37,�239-
246.

・�論文：岡花祈一郎･多田幸子･浅川淳司･杉村伸一郎�（2009）.�保育における最近接発達領域に関する検討.�
幼年教育研究年報,�31,�131-137.

・�論文：浅川潔司･八尋義晴･浅川淳司�（2008）.�児童期の愛他行動と共感性に関する発達的研究.�兵庫教育
大学研究紀要,�33,�31-38.

  口頭発表・ポスター発表 
・�Yamada,�M.,�Asakawa,�A.,�&�Igarashi,�A.�（2016）.�The�effect�of�imitation�on�drawing�in�young�children.�
The�26th�European�Early�Childhood�Education�Research�Association,�300.�（ポスター発表）

・�Asakawa,�A.,�&�Yamada,�M.�（2015）.�Finger�counting�habit�in�the�Japanese.�The�14th�European�Con-
gress�of�Psychology,�68.（ポスター発表）

・�Asakawa,�A.,�&�Yamada,�M.�（2015）.　The�image�of�development�in�university�student�and�nursing�
student.�The�13th�Annual�Hawaii�International�Conference�on�Education,�76.�（ポスター発表）

・�浅川淳司・村上太郎・杉村伸一郎�（2014）.�算数成績に及ぼす手指の巧緻性の訓練の効果　日本発達心
理学会第25回大会論文集,�488.�（ポスター発表）

・�Asakawa,�A.,�&�Sugimura,�S.�（2013）.�Mediation�process�between�their�numerical�abilities�and�finger�
dexterity�of�young�children.�The�16th�European�Conference�on�Developmental�Psychology.�（ポスター
発表）

・�Asakawa,�K.,�&�Asakawa,�A.�（2013）.�Relation�between�the�empathy�and�the�radiation�anxiety�in�Japa-
nese�school�teachers.�The�11th�Annual�Hawaii�International�Conference�on�Education,�27.�（ポスター
発表）

・�浅川淳司・杉村伸一郎�（2013）.�幼児における手指の巧緻性と計算能力の媒介過程　日本発達心理学会
第24回大会発表論文集,�140.�（ポスター発表）

・�浅川淳司・杉村伸一郎�（2012）.�幼児における計算能力と手指の巧緻性の関係-手指の巧緻性の構成要素
と足し算課題の提示方法の検討-.�日本発達心理学会第23回大会発表論文集,�461.�（ポスター発表）

・�Asakawa,�A.,�&�Sugimura,�S.�（2011）.�Predicting�Arithmetical�Achievement�from�Finger�Dexterity�of�
Young�Children.�The�12th�European�Congress�of�Psychology,�931.�（ポスター発表）

・�浅川淳司・杉村伸一郎�（2011）.�幼児期の計算能力に対する手指の巧緻性の予測力に関する縦断研究.�日
本赤ちゃん学会第11回学術集会プログラム・抄録集,�66.�（ポスター発表,�優秀発表賞）
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  専門分野 
臨床心理学，健康心理学，ポジティブ心理学

  専門分野キーワード 
メンタルヘルス，無力感，認知行動療法

  共著，共編著，編著 
・�共著：『自己心理学3�健康心理学・臨床心理学へのアプローチ』塩崎万里・岡田努（編）金子書房　2009.2　
（分担執筆「第8章　青年期における悲観・楽観主義」，p.135-151
・�共著：『心・理・学』　松川順子（編）ナカニシヤ出版�2009.5　（分担執筆「第11章　燃え尽き症候群と学
習性無力感―臨床心理学」，p.182-194.）

・�共著：『無気力な青少年の心』　大芦治・鎌原雅彦（編）北大路出版�2005（分担執筆「無気力の文化差」，
p.43）

  論文・研究ノート 
・�菅原大地・荒木友希子・杉江征�2015�覚醒度の異なるポジティブ感情がストレス抑制効果に与える影響　
心理学の諸領域,�4,�11-20.�（査読有）

・�荒木友希子・砂川佳子�2015�達成目標が失敗経験後の課題遂行および感情に与える影響について　心
理学の諸領域,�4,�43-51.�（査読有）

・�荒木友希子　2014　障害のある子が育つということ　ー幼児期に人工内耳埋め込み手術を施行した聴
覚障害児の事例から考えるー　子育て研究,�4,�20-31.�（査読有）

・�荒木友希子・山口瞳　2013�数学に対する苦手意識が計算問題における学習性無力感現象の生起に与え
る影響　心理学の諸領域,�2,�29-37.�（査読有）

・�荒木友希子�2012　学習性無力感パラダイムを用いた防衛的悲観主義に関する実験的検討,�健康心理学
研究,�25,�104-113.�（査読有）

・�畠山孝男・大橋智樹・荒木友希子�2008�中学生における大域・局所処理と思考の柔軟性の関連－複合数
字抹消検査（CDCT）による検討－　山形大学紀要（教育科学）,�4,�187-195.　（査読無）

・�荒木友希子�2008�日本人大学生を対象とした学業達成場面における防衛的悲観主義の検討　心理学研
究,�79,�9-17.�（査読有）

・�荒木友希子�2007�非随伴的フィードバックが知覚学習課題の遂行に与える影響　金沢大学文学部論集　
行動科学・哲学篇,�27,�35-46.�（査読無）

・�吉村晋平・荒木友希子・松川順子・鈴木伸一　2004　抑うつと感情一致効果に関する研究　広島大学
大学院心理臨床教育研究センター紀要,�3,�40-49．6.�（査読無）

・�荒木友希子�2003　改訂学習性無力感理論における社会文化的要因が帰属因概念の解釈に与える影響　
ソーシャルモチベーション研究,�2,�45-51.�（査読有）

・�荒木友希子�2003　学習性無力感における社会的文脈の諸問題�心理学評論,�46,�141-157.
・�Araki,�Y.　2002�Testing�the�validity�of�reformulated�learned�helplessness�theory：�do�the�theoretical�
classifications�of�causes�for�failure�match�subjects’�perceptions?　Studies�and�Essays：�Behavioral�Sci-
ences�and�Philosophy�（Kanazawa�University）,�22,�39-48.�（査読無）

・�荒木友希子　2001　大学進学率に差のある高等学校の間に見られる原因帰属過程の違い　社会環境研
究,�6,�13-22.�（査読無）

・�荒木友希子　2000�原因帰属に関する諸問題　社会環境研究,�5,�139-151.�（査読無）

荒木　友希子　（アラキ　ユキコ）　准教授
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  その他 
・�保育士会だより　2016年3月1日　第271号　「保育士のコミュニケーション・スキルを高めるために」
（学術エッセイ）
・�北國新聞社　アクタス　2012年3月号　高校受験の心構え
・�産学官連携研究室レポート　研究室訪問GUIDE　p.5-6　財団法人石川県産業創出支援機構　2001年
・�日経BPムック「変革する大学」シリーズ　金沢大学人間社会研究域2010-2011年版　p.72-73.

  口頭発表・ポスター発表 
・�朱治・宮内良太・荒木友希子・鵜木祐史　2016　雑音駆動音声の感情知覚と振幅包絡線情報の関係に
する検討　日本音響学会聴覚研究会資料,�46（2），73-76.

・�Araki,�Y.�2016�Effects�of�trait�positive�emotions�on�visual�attention�at�global-local�cognitive�tasks.�The�
31st�International�Congress�of�Psychology,�Yokohama.

・�荒木友希子　2016　防衛的悲観主義者のメタ認知に関する検討　日本教育心理学会第58回大会発表
論文集，inPress

・�荒木友希子・新井瑠夏　2016　小さな子どもに人工内耳手術を受けさせた母親の思いとは　日本特殊
教育学会第54回大会発表論文集.

・�Z.�Zhu,�R.�Miyauchi,�Y.�Araki,�and�M.�Unoki,　Modulation�spectral�features�for�predicting�vocal�emotion�
recognition.　INTERSPEECH2016,�pp.�262–266,�September�2016.

・�Z.�Zhu,�R.�Miyauchi,�Y.�Araki,�and�M.�Unoki,　Recognition�of�vocal�emotion�in�noise-vocoded�speech�
by�normal�hearing�and�cochlear�implant�listeners.　5th�Joint�Meeting�Acoustical�Society�of�America�
and�Acoustical�Society�of�Japan,�December�2016.

・�荒木友希子　2016　特性としてのポジティブ感情が認知に与える影響について　第5回日本ポジティ
ブサイコロジー医学会学術集会プログラム抄録集.

・�荒木友希子・新井瑠夏　2015　人工内耳装用児のアイデンティティ形成に関する事例研究�日本特殊教
育学会第53回大会発表論文集.

・�荒木友希子・森井しづか　2015　ポストレングス・カードを用いた介入が大学生の精神的健康に与え
る影響　第4回日本ポジティブサイコロジー医学会学術集会プログラム抄録集，25.

・�荒木友希子・矢野智美　2015　好みの音楽聴取が悲しみに及ぼす影響について　北陸心理学会第50
回大会発表論文集，69.
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  専門分野 
臨床心理学

  専門分野キーワード 
スクールカウンセリング，教育相談，不登校，いじめ，発達障害

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆　「第2章2節（1）授業をたくさん履修しすぎて単位を落としたノリオ」「第2章2節（6）養護実
習で戸惑ってしまったマキ」『こころの発達支援シリーズ6　大学生　大学生活の適応が気になる学生
を支える』（監修）松本真理子・永田雅子・野邑健二，（編著）鈴木健一・安田道子，明石書店，2016年

・�分担執筆　「第9章　精神の健康」『学校保健ハンドブック・第5次改定』（編）養成系大学保健協議会，ぎょ
うせい，2009年

・�分担執筆　「コラム9　不登校児を集めたグループ活動」『心理学マニュアル・面接法』（編著）保坂亨・中
沢潤・大野木裕明，北大路書房，2000年

  論文・研究ノート 
・�情報モラル教育の現状把握と今後のあり方についての検討－小学校を対象にしたアンケート調査から－　
原田克巳・花木陸郎　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要　7号　91-104頁　2015/03　（査読無）

・�ピア・サポートにおけるふりかえりの重要性の検討－社会的スキルの変容の観点から－　椿原健太・原
田克巳　日本ピア・サポート学会研究紀要　11号　29-38頁　2015/02　（査読有）

・�養護教諭による健康相談とチームによる教育相談活動の評価―保健室頻回来室者と教育相談対象者の
卒後状況と意識調査から―　辻のどか・�盛加代子・�原田克巳　高校教育研究（金沢大学附属高等学校研
究紀要）　66号　49-64頁　2015/02　（査読無）

・�「豊かな心をはぐくむために」〜これからの情報教育はどうあるべきか〜　原田克巳　石川自治と教育　
686号　2-13頁　2014/12　（査読無）

・�「豊かな心をはぐくむために」〜これからの情報教育はどうあるべきか〜　原田克巳　石川教育展望　
66号　8-17頁　2014/11　（査読無）

・�教育臨床部門に関わる活動報告（2）－平成21年度から平成25年度までの取組－　原田克巳　教育実践
研究　40号　69-77頁　2014/10　（査読無）

・�シンポジウム「気になる子」のためにできること〜家庭・学校・医療の課題と連携を考える〜　原田克巳　
いしかわ精神保健　55号　22-42頁　2014/06　（査読無）

・�居場所概念の再構成と居場所尺度の作成　原田克巳・滝脇裕哉　金沢大学人間社会学域学校教育学類
紀要　6巻　119-134頁　2014/02　（査読無）

・�学校適応尺度の作成　原田克巳・竹本伸一　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要　5巻　73-83頁　
2013/02　（査読無）

・�アサーションと対人感情・対人欲求との関連　原田克巳・青山智恵　金沢大学人間社会学域学校教育学
類紀要　3巻　15-30頁　2011/02　（査読無）

・�学級の荒れを未然防止するための多面的支援－小学校でのチームサポート－　原田克巳・坂口直子　
教育実践研究　36巻　75-86頁　2010/09　（査読無）

・�学校適応モデルの作成　原田克巳・竹本伸一　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要　2巻　11-22
頁　2010/02　（査読無）

・�教育臨床部門に関わる活動報告－平成15年度から平成20年度までの取組－　原田克巳　教育実践研
究　35号　71-77頁　2009/09　（査読無）

原田　克巳　（ハラダ　カツミ）　准教授
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・�学校適応の定義－児童・生徒が学校に適応するということ－　原田克巳・竹本伸一　金沢大学人間社会
学域学校教育学類紀要　1巻　1-9頁　2009/02　（査読無）

・�小学校におけるシステム・サポートの実践－不登校0への学校作り－　原田克巳・坂口直子　教育実践
研究　34巻　65-74頁　2008/09　（査読無）

・�より強く社会的自立を目指した学校教育へ－スクールカウンセラーの視点から－　原田克巳　栄養教
諭　13巻　30-37頁　2008/09　（査読無）

・�賞賛獲得欲求・拒否回避欲求が援助要請行動とその抑制要因に与える影響　原田克巳・出雲麻佑　金沢
大学教育学部紀要　57巻　45-56頁　2008/02　（査読無）

・�通常学級における軽度発達障害のある児童生徒への支援についての事例研究　原田克巳・熊谷有紀子　
2006/03　（査読無）

・�スクールカウンセラーと教師との関係をつなぐもの-同時期に勤務した3中学校における活動実例から-　
原田克巳　金沢大学教育学部紀要,�教育科学編　53巻　149-160頁　2004/02　（査読無）

・�不登校生徒に対するグループ・アプローチのプロセスに関するスタッフとしての関与体験を軸とした
考察（2）　原田克巳・白井聖子・林美千子・中島義実　心理臨床（名古屋大学教育学部心理教育相談室紀
要）　14巻　45-61頁　1999/03　（査読無）

・�不登校生徒に対するグループ・アプローチのプロセスに関するスタッフとしての関与体験を軸とした
考察（1）　中島義実・白井聖子・林美千子・原田克巳　心理臨床（名古屋大学教育学部心理教育相談室紀
要）　14巻　33-43頁　1999/03　（査読無）

・�不登校生徒に対するグループ・アプローチの5年間―活動の枠組みと展望の外観―　中島義実・白井
聖子・林美千子・原田克巳・池田豊應　心理臨床（名古屋大学教育学部心理教育相談室紀要）　13巻　
43-51頁　1998/03　（査読無）

・�義務教育現場における教員の期待するスクールカウンセラー像　中島義実・原田克巳・草野香苗・太田
宣子・佐々木栄子・金井篤子・蔭山英順　心理臨床学研究　15巻　5号　536-546頁　1997/12　（査
読有）

・�スクールカウンセラーの役割とその養成のためのカリキュラムの検討―義務教育現場の期待から―　
中島義実・原田克己・草野香苗・太田宣子・佐々木栄子・金井篤子・蔭山英順　名古屋大学平成7年度教
育研究特別経費プロジェクト研究分担課題報告書　1996/03　（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�Predicting�school�maladjustment�of�junior�high�school�student：�A�longitudinal�study�during�the�transi-
tion�from�elementary�to�junior�high�school.�Katsumi�Harada,�Yoshimi�Nakashima,　Ayako�Onishi�（31st�
International�Congress�of�Psychology）（2016/07/28）（ポスター発表）

・�Predicting�friendship�quality�of�junior�high�school：�A�longitudinal�study�during�the�transition�from�ele-
mentary�to�junior�high�school.�Ayako�Onishi,�Yoshimi�Nakashima,�Katsumi�Harada�（31st�International�
Congress�of�Psychology）（2016/07/27）�（ポスター発表）

・�タブレット端末を用いた心的数直線の測定　石川健介・原田克巳・伊丸岡俊秀（日本発達心理学会第27
回大会）（2016/04/29）�（ポスター発表）

・�中学生の健康生活における自己管理能力向上に対する支援Ⅰ－「生活のふり返りシート」の有用性の検
討　澤田有香・河田史宝・原田克巳（日本健康相談活動学会第12回学術集会）（2016/03/06）（口頭発表）

・�中学生・高校生向けネット依存傾向尺度の作成および信頼性・妥当性の検討－SNS利用による日常生活
への影響とネガティブな情動的反応に着目して　海沼亮・原田克巳（会議名：日本教育心理学会第57回総
会）（2015/08/27）�（ポスター発表）

・�中学校への進学時不適応の予防に必要な能力（4）－登校状況に着目して－　原田克巳・大西彩子・中島
義実（日本教育心理学会第57回総会）（2015/08/26）�（ポスター発表）

・�A�longitudinal�examination�of�the�effects�of�self-efficacy�on�preventing�problem�of�peer�relationship：�
transition�from�elementary�to�junior�high�school.�Ayako�Onishi,�Yoshimi�Nakashima,�Katsumi�Harada�
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（14th�European�Congress�of�Psychology）（2015/07/09）�（ポスター発表）
・�中学校への進学時不適応の予防に必要な能力（3）－尺度項目の検討－　中島義実・原田克巳・大西彩子
（日本教育心理学会第56回総会）（2014/11/08）�（ポスター発表）
・�中学校への進学時不適応の予防に必要な能力（2）－友人不適応に着目して－　大西彩子・中島義実・原
田克巳（日本教育心理学会第56回総会）（2014/11/08）�（ポスター発表）

・�中学校への進学時不適応の予防に必要な能力（1）－学校不適応に着目して－　原田克巳・大西彩子・中
島義実（日本教育心理学会第56回総会）（2014/11/08）�（ポスター発表）

・�不登校期に起こる心理的・行動的変容－不登校の子を持つ母親のインタビューから－　中村泉・原田克
巳（日本教育心理学会第56回総会）（2014/11/09）�（ポスター発表）

・�小学生における数の推定の発達　石川健介・井口彰子・原田克巳（日本教育心理学会第56回総会）
（2014/11/07）�（ポスター発表）
・�ピア・サポートにおけるふり返りの重要性の検討－社会的スキルの変容の観点から－　椿原健太・原田
克巳（日本ピア・サポート学会第12回総会・研究大会）（2013/10/13）（口頭発表）

・�居場所尺度の作成　滝脇裕哉・原田克巳（日本教育心理学会第54回総会）（2012/11/23）�（ポスター発表）
・�ピア・サポートにおけるふりかえりの重要性の検討－インタビューと授業プリントから見える社会的
スキルの変容　椿原健太・原田克巳（日本ピア・サポート学会第11回総会・研究大会）（2012/10/05）（口
頭発表）

・�仮想的有能感と自尊感情との関連〜優越承認欲求と劣等感の観点から〜　臍島奈緖子・原田克巳（日本
青年心理学会第19回大会）（2011/11/26）（口頭発表）

・�スクールカウンセラーの役割に関する研究　草野香苗・太田宣子・佐々木栄子・中島義実・原田克己・金
井篤子・蔭山英順（日本教育心理学会第38回総会）（1996/11/02）�（ポスター発表）

・�スクールカウンセラーの役割に関する調査　太田宣子・草野香苗・佐々木栄子・原田克己・中島義実・金
井篤子・蔭山英順（東海心理学会第45回大会）（1996/05/12）（口頭発表）
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  専門分野 
特別支援教育，コミュニケーション障害学

  専門分野キーワード 
発達障害，コミュニケーション，語用論

  共著，共編著，編著 
・�Ito,�&�Oi�(2016)�Japanese:�Devising�the�J-LARSP.�in�Fletcher,�Ball�&�Crystal�(Eds.)Profiling�grammar：
More�languages�of�LARSP．Multilingual�Matters.Bristol．198-215　

・�Oi,M.and�Tanaka,S.�in�press�Revisiting�autistic�language:�“Literalness”�and�“non-literalness”�in�Japa-
nese�children�with�autism.�In�Handbook�of�Applied�Japanese�Linguistics,�Minam,M�(Ed)�Mouton�pub-
lishers,Hague,�The�Netherlands.

・�大井　学　（2016）生活のステージごとにみるコミュニケーションの諸問題．藤野博編．発達障害のあ
る子の社会性とコミュニケーションの支援．74-81　金子書房

  翻訳 
・�Bishop,D.V.M.�（日本語版製作　大井学・藤野博・槻舘尚武・神尾陽子・権藤恵子・松井智子）2016　日本
版CCC-2�子どものコミュニケーション・チェックリスト　日本文化科学社

  論文・研究ノート 
・�大井　学　(2015)隠喩，皮肉，間接依頼：自閉症における言語の字義性について．コミュニケーショ
ン障害学,32,1,1-10.

・�槻舘尚武・大井学・権藤桂子ほか（2015）Children's�Communication�Checklist-2日本語版の標準化の試
み：標準化得点の検討．コミュニケーション障害学，32,2，99－108

・�熊谷有紀子・棟居俊夫・大井学（2015）中学校生活に不適応を示す生徒の発言内容から作成した友人関
係質問紙の検討．心理学の諸領域，4,1,33-42

・�Konda,Y.,Miura,Y.,&�Oi,M.,(2015)Causes�of�academic�and�behavioral�difficulties�among�Japanese-Bra-
zilian�students:�cognitive,�linguistic�and�parental�education�factors,�Journal:�Multilingual�Education,�
DOI:�10.1186/s13616-015-0022-9

・�Huang,S.,Oi,M.,&�Taguchi,A.�I(2015)Comprehension�of�figurative�language�in�Taiwanese�children�with�
autism:�The�role�of�theory�of�mind�and�receptive�vocabulary�Clinical�Linguistics�&�Phonetics,�2015;�
Early�Online:�1–12�DOI:�10.3109/02699206.2015.1027833

  口頭発表・ポスター発表 
・�Oi,M.(2016)�Applying�the�principle�of�conversational�analysis�to�the�intervention�in�children�with�
high-functioning�autism�spectrum�disorders.�International�Clinical�Phonetics�&�Linguistics�Association.�
Halifax.

・�大井学・田中早苗・藤野博・菊知充・吉村優子・長谷川千秋（2016）コミュニケーションから見た自閉ス
ペクトラム症のサブタイプ：子どものコミュニケーション・チェックリスト（CCC-2)の成績のクラス
ター分析．日本発達心理学会第27回大会　札幌

大井　学　（オオイ　マナブ）　教授
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  専門分野 
国語科教育

  専門分野キーワード 
読むこと領域の指導，学力評価

  共著，共編著，編著 
・�共著：『新たな時代を拓く小学校国語科教育研究』全国大学国語教育学会編，学芸図書，2009年。（分担：
第Ⅳ章5「文字・表記」）

・�共著：『各教科における言語活動の充実－その方策と実践事例』教育開発研究所，2008年。（分担：第3
章「言語活動としての『まとめ・発表』」）

・�共著：『中学校国語科教育CD-ROM授業実践資料集　第4巻』　考えや見方を広げる「読むこと」の指導
計画と学習指導』ニチブン，2004年。（分担：第8章「説明的な文章の授業における指導と評価の一体化
の具体」）

  論文・研究ノート 
・�論文：「小学校国語科における読解指導のポイントと絵本の活用」『金沢星稜大学人間科学研究』，第9巻，
第2号，2016年。（依頼論文）

・�論文：「中等教育の読解指導におけるブックトークの活用」『教育実践研究』，第41号，2015年。（査読無）
・�論文：「書くこと領域の学習において想定した読み手が学習者にもたらすもの－読み手として年少者を
想定した場合と年長者を想定した場合－」『言語表現研究』，第30号，2014年。（査読有）

・�論文：「辞書の活用指導について考える」『月刊国語教育研究』,第495号，2013年。（依頼論文）
・�論文：「他教科等における言語活動の充実を目的とした『G-Pack』の活用」『言語表現研究』，第28号，
2012年。（査読有）

・�論文：「小学校国語科書写において�いわゆる『手本』の価値を理解することの重要性」『書写書道教育研
究』第25号，2011年。（査読有）

・�論文：「『説明』『報告』の具体的な様相理解と実践」『教育科学国語教育（臨刊）』第712号，2009年。（依頼
論文）

・�論文：「教育実習において身につけさせる授業実践力－『書くこと』領域の教育実習における実習生への
指導－」『日本語学』，第28巻第5号，2009年。（依頼論文）

・�論文：「思考・判断・表現等の力の育成は，『批判的思考を促す』『自己判断を求める』『日常的に記述させる』
で鍛えられる」『総合教育技術』，第63巻第11号，2008年。（依頼論文）

・�論文：「多様な情報を関連づけて収集･整理する力を育てる中学校ノート指導」『教育科学国語教育』，第
695号，2008年。（依頼論文）

・�論文：「国語科『書くこと』領域の学習指導における学習者自立支援」『解釈』，第54巻(第5･6号)，2008年。
（査読有）
・�論文：「『伝え合う力を高める授業』実現のための基礎作業－先行文献における〈実現のポイント〉の分
類－」金沢大学教育学部紀要，第57号，教育科学編，2008年。（査読無）

・�論文：「『酌む』『察する』を重視したコミュニケーションの指導」『金沢大学語学文学研究』，第35号，
2007年。（査読無）

・�論文：「文学的文章教材の学習指導におけるイラストレーションの活用」『教育工学・実践研究』，第33号，
2007年。（査読無）

・�論文：「子どものコミュニケーション不全と想像力の低下」『金沢大学語学文学研究』，第34号，2006年。

折川　司　（オリカワ　ツカサ）　教授
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（査読無）
・�論文：「学習者による『学びとふり返りの一体化』を重視した国語科学習指導」『言語表現研究』，第22号，
2006年。（査読有）

・�論文：「読みの伝え合いを重視した小学校文学教材の学習指導－消極的な学習者への思考再構成の支援
の有効性について－」金沢大学教育学部紀要，第55号，教育科学編，2006年。（査読無）

・�論文：「学びとふり返りの一体化を重視した国語科カリキュラム」金沢大学教育学部紀要，第55号，教
育科学編，2006年。（査読無）

・�論文：「二つの方向性を内包する文学教育」『月刊国語教育』，第303号，2005年。（依頼論文）
・�論文：「『学びのふり返り』を活用した効率化」『月刊国語教育』，第283号，2004年。（依頼論文）
・�論文：「学習者一人ひとりの読みを尊重した文学教材の学習指導－同化の読みを伝え合うことによって
異化の読みを引き出し，さらに深い同化へと導く文学教材の授業－」『国語教育攷』，第17号，2002年。
（査読無）
・�論文：「学習者が情報を評価し活用する『情報読み』の学習指導－説明的文章のリライト学習活動を中心
に－」『言語表現研究』，第18号，2002年。（査読有）

・�論文：「伝え合いを活用した小学校説明文教材の学習指導－情報読みの授業において伝え合いを用いる
ことの四つの効用－」『凱風』，第13集，2001年。（査読無）

  その他 
・�「習得したものに『習熟』して別の局面において活用する」東書Eネット，2014年。（学術エッセイ）
・�「堀江祐爾編著『書く力がぐんぐん伸びる！「言葉のワザ」活用ワーク』」『教育科学国語教育』，第734号，
2011年。（新刊紹介）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「The�Outline�of�the�Education�in�JAPAN」会議名：ハノイ師範大学附属学校教員研修会（2016年，2月，
ハノイ師範大学附属中等学校）

・�「日本の教育事情」会議名：モスクワ学校教員研修会（2015年，10月，モスクワ市No.460学校）
・�「学びとふり返りの一体化を重視した国語科学習指導」会議名：第111回全国大学国語教育学会（2006年，
9月，宮崎観光ホテル）（口頭発表）

・�「生徒による学習計画の立案と修正を重視した国語科授業」会議名：第105回全国大学国語教育学会
（2003年，10月，沖縄県女性総合センター「てぃるる」）（口頭発表）
・�「伝え合いによって読みを拡げ深める小学校国語科学習指導」会議名：第99回全国大学国語教育学会
（2000年，10月，山形大学）（口頭発表）
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  専門分野 
教育学

  専門分野キーワード 
養護実践学，健康教育，健康相談，ピア・サポート，性に関する指導

  共著，共編著，編著 
・�共編著：『養護教諭のための現代の教育ニーズに対応した養護学概論：理論と実践』岡田加奈子，河田史
宝編著，東山書房（京都），2016年。（共著：12-14，111-118，分担：15-17，18-29）

・�共著：『教師のための教育保健学：子どもの健康を守り育てる実践と理論』日本教育保健学会編，東山書
房（京都）2016年。（分担：Ⅲ部2章92-96）

・�共同監修：『新版・養護教諭執務のてびき　第9版（第2刷）』植田誠治・河田史宝監，東山書房（京都），
2016。

・�共同監修：『新版・養護教諭執務のてびき　第9版』植田誠治・河田史宝監，東山書房（京都），2014.
・�共著：『公衆衛生看護学テキスト4　公衆衛生看護活動Ⅱ　学校保健・産業保健』荒木田美香子編，医歯
薬出版株式会社（東京）,�2014。（分担：第1章1-16）

・�共同監修：『新版・養護教諭執務のてびき　第8版』植田誠治・河田史宝監，東山書房（京都），2013。
・�共著：『改訂－保健室経営マニュアル－その基本と実際－』三木とみ子監，ぎょうせい（東京），2013。（分
担：第5章81-83）

・�共著：『養護教諭，看護師，保健師の学校看護－学校環境と身体的支援を中心に－』岡田加奈子，遠藤伸子，
池添志乃編，東山書房（京都），2012。（分担：第4章188-192　第5章202-206）

・�共著：『保健室で役立つステップアップフィジカルアセスメント』山内豊明監，三村由香里，岡田加奈
子編，東山書房（京都），2013。（分担：第3章142-151，169-173　第4章255-268）

・�共著：『健康スポーツの科学　改訂版』茨城大学健康スポーツ教育専門部会編，大修館書店（東京），
2009。（分担：第1章30-31，38-39）

・�共著：『新版・養護教諭執務のてびき　第6版』植田誠治監，石川県養護教育研究会編（代表河田史宝），
東山書房（京都），2007。（分担：18-21，24，29-30，99-111，150，157-159，163，194-195，
197-200，242-246，270-279，390-392，394-395）

・�共著：『学校でのピア・サポートのすべて－理論・実践・運営・トレーニング－』，ほんの森出版（東京），
2002。（分担：66-77）

・�共著：『総合的な学習をつくる』日本文教出版（大阪），1999。（分担：178-190）
・�共著：『中学校体育・スポーツ教育実践講座　第14巻　健康に生きる力を育てる保健の授業』中学校体
育・スポーツ教育実践講座刊行会（編）ニチブン（東京），1998。（分担：140-145）

  論文・研究ノート 
・�論文：「ランチルームでの給食を参観して得た学びの内容：養護教諭特別別科において」『教育実践研究』
42，1-9，2016。（査読有）

・�論文（共著）：�「月経痛のある女子中学生の対処行動とコントロール感：鎮痛剤使用に焦点を当てて」『日
本教育保健学会年報』32，33-43�2016。（査読有）

・�論文（共著）：�「養護教諭養成大学における養護実習の現状と課題」『学校保健研究』158（2）�75-83，
2016。（査読有）

・�学会活動報告（共著）：「現代の養護教諭に必要な資質能力の検討-教育職員免許法における養護教諭免
許取得科目との関連」『日本養護教諭教育学会誌』20（1），91-98，2016。（査読無）

河田　史宝　（カワタ　ヒトミ）　教授
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・�論文：「養護教諭特別別科の学生が行った性教育授業に対する生徒の受け止め方：高校1年生対象に」『教
育実践研究』41，43-45，2015。（査読有）

・�論文：「公立小中学校における健康診断演習での既習知識の活用：養護教諭特別別科において」『教育実
践研究』41，55-66，2015。（査読有）

・�報告（共著）：「養護教諭の行う「健康相談活動」と「健康相談」の検討委員会活動報告」『日本健康相談活動
学会』7，90-105，2015。（査読無）

・�巻頭言：「改めて保健室を考える」『日本健康相談活動学会誌』10（1），1，2015。
・�論文：「学生が健康診断演習から得る学びの検討：養護教諭特別別科において」『教育実践研究』40，61-
68，2014。（査読有）

・�論文（共著）：「保健だよりに対する学生の意識と講義後の意識」『教育実践研究』40，49-58，2014。（査
読有）

・�論文：「保健室ボランティアにより養成される力量」『教育実践研究』39，33-44，2014。（査読有）
・�論文（共著）：「養護教諭養成モデル・コア・カリキュラム「養護に関する科目」における原稿カリキュラム
の開講状況-領域別の教育内容に視点を当てて－」『学校保健研究』55（3），244-253，2013。（査読有）

・�論文（共著）：「養護教諭養成モデル・コア・カリキュラムに関する研究－「養護に関する科目」における科
目区分の検討―」『学校保健研究』55（3），228-243，2013。（査読有）

・�論文（共著）：「知的障がいのある児童生徒に対する性教育－教職員と保護者に対する調査から－」『金沢
大学人間社会学域学校教育学類紀要』4,15-30,2012。（査読無）

・�論文（共著）：「養護活動に対する理解と活動の行いやすさに対する養護教諭の受け止め方」『金沢大学人
間社会学域学校教育学類紀要』4,31-42,2012。（査読無）

・�研究資料（共著）「養護教諭の実践評価の在り方」『日本教育保健学会年報』第19巻，59-76，2012。
・�特集：「養護教諭からみた職種連携の課題」『SNEジャーナル』16（1），51-67，2010。（査読無）
・�論文（共著）：「養護実習における学生の経験と不安内容-教育系養護教諭養成課程に着目して-」『茨城大
学教育実践研究』29，165-178，2010（査読無）

・�論文（共著）：「アナフィラキシー症状を呈する児童に対する校内支援」『茨城大学教育実践研究』29，
179-186，2010（査読無）

・�論文（共著）：「学校管理下における高校生のけがの特徴と20年間の推移－事故防止の視点について－」
『茨城大学教育実践研究』29，187-200，2010。（査読無）
・�論文：「教育学部養護教諭養成課程における看護技術習得の基礎的研究」『茨城大学教育学部紀要』58，
248-256，2009。（査読無）

・�論文（共著）：「養護教諭不在時救急処置の改善のために必要な研修の方向性について－骨折を疑う場面
での一般教員の困惑を左右する要因に焦点をあてて－」『茨城大学教育実践研究』28，79-87，2009。（査
読無）

・�論文（共著）：「養護実習における救急処置に関する学生の不安内容-教育系養護教諭養成課程に着目し
て-」『茨城大学教育実践研究』28，149-164，2009。（査読無）

・�論文（共著）：「テレビドラマにおける養護教諭の姿と保健室」『茨城大学教育実践研究』28，89-103，
2009。（査読無）

・�論文（共著）：「性に関する悩みと今後の性教育の在り方Ⅰ－大学生男女の性に関する悩みと解決方法
－）」『茨城大学教育学部紀要（教育科学）』58，257-273，2009。（査読無）

・�論文（共著）：「教育学部養護教諭養成課程における看護技術習得の基礎的研究」『茨城大学教育学部紀要
（教育科学）』58，247-256，2009。（査読無）
・�論文：「授業形態の検討－主題別ゼミ－」『茨城大学大学教育センター年報』第13号，167-172，2009。（査
読無）

・�社会の動向：「中央教育審議会答申－養護教諭の職務の明確化－」『日本健康相談活動学会誌』3（1），
91-93，2008。（査読無）

・�社会の動向：「教育三法の改正」『日本健康相談活動学会誌』3（1），94-96，2008。（査読無）
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・�研究資料（共著）「通常の学校で学ぶ病気や障害のある子どもへの支援に関する研究　最終報告」『日本教
育保健学会年報』第15巻，87-117，2008。（査読無）

・�研究資料（共著）「通常の学級で学ぶ病気や障害のある子どもの支援に関する研究，中間報告―予備調査
の結果―」『日本教育保健学会年報』第13巻，53-67，2006。（査読無）

・�論文（共著）：「臨床経験や年齢が看護の自己評価に及ぼす影響について（Ⅱ）－自己イメージから－」『日
本看護研究学会雑誌』25（2），29-35，2002。（査読有）

・�論文（共著）：「臨床経験や年齢が看護の自己評価に及ぼす影響について（Ⅰ）－自己能力評価から－」『日
本看護研究学会雑誌』25（1），69-76，2002。（査読有）

・�論文（共著）：「子育て支援セミナー受講前後における母親と保育士の子供に対する意識の変化」『金沢大
学医学部保健学科紀要』24（2），141-150，2001。（査読有）

・�論文：「ピア・カウンセリグの手法を活用した生徒同士の相談活動－紙上相談を中心に，その導入方法
の検討－」『健康な子ども』7，22-25，2001。（査読無）

  その他 
・�「掲示物の教育的意義を再確認してみよう」『健康教室』（2011年10月臨時増刊号）2011年，10月25日。
・�「「自殺の実態と防止」〜自殺対策基本法の制定を受けて〜金沢でのピア・サポート活動実践－附属中で
の10年間実践からの提案－」『石川精神保健』48，21-22，2007。

・�論文（共著）：「中学校と高等学校を関連付けた“心の健康”指導の検討」『金沢二水高紀要』14，10-17，
2005。（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「養護教諭養成大学における「看護学」領域のカリキュラムに関する検討」（共著），会議名：日本養護教
諭教育学会第25回学術集会（2016年10月09日，江別市北翔大学）（ポスター発表）

・�「中学生の健康生活における自己管理能力向上に対する支援Ⅰ－「生活のふり返りシート」の有用性の検
討‐」（共著），会議名：第12回日本健康相談活動学会（2016年3月6日，東京都東京学芸大学）（口頭発表）

・�「月経痛のある女子中高生の対処行動とコントロール感－鎮痛剤使用に焦点を当ててー」（共著），会議
名：第12回日本教育保健学会（2015年3月22日，半田市日本福祉大学・半田キャンパス）（口頭発表）

・�「教員のメンタルヘルスにおける養護教諭の役割の検討」（共著）会議名：第12回日本教育保健学会（2015
年3月22日，半田市日本福祉大学・半田キャンパス）（口頭発表）

・�「ケースメソッド教授法の授業検討」（共著），会議名：第61回日本学校保健学会学術大会（2014年11月
15日，金沢市　金沢市文化ホール）（口頭発表）

・�「からだから心をみる」，会議名：日本健康相談活動学会第7回学術集会（2011年2月19日，金沢市金
沢大学）（学会長講演）

・�「「看護実習」授業前後における技術に対する自信－教育学部系養護教諭養成課程2年次学生を対象とし
て－」会議名：第56回日本学校保健学会（2009.11.28.那覇）（口頭発表）

・�「実習における学生の養護観の変化」（共著）会議名：第56回日本学校保健学会（2009.11.28.那覇）（ポス
ター発表）

・�「大学生の対児感情及び将来の親像」（共著）会議名：第23回日本思春期学会総会学術集会，（2004年8
月9日，つくば市つくば国際会議場）（口頭発表）

・�「学生の幼少期のAttachmentからInternal�Working�Modelへのタイプの移行について」（共著）会議名：第
21回日本思春期学会総会学術集会，（2002年8月，金沢市観光会館）（口頭発表）
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  専門分野 
特別支援教育，言語障害教育

  専門分野キーワード 
発声発語障害，吃音，通級指導教室

  著書 
・�『学齢期吃音の指導・支援　ICFに基づいたアセスメントプログラム�改訂第2版』　学苑社，2014年

  共著，共編著，編著 
・�共著:�『吃音・難聴・読み書き障害の子へのＩＣＦに基づく個別指導�(特別支援教育ONEテーマブック)』
学事出版，2015年（小林葉子氏と共著）

・�共著:�『小児吃音臨床のエッセンス　初回面接のテクニック』学苑社，2015年（分担:�第9章）
・�共著:�『標準言語聴覚士障害学�発声発語障害学�第2版』　医学書院，2015年（分担:�第3章3）
・�共著:�『ナラティブ研究の最前線－人は語ることで何をなすのか』ひつじ書房，2013年（分担:『語りにみ
る吃音アイデンティティ交渉�セルフヘルプ・グループの談話から』（渡辺義和氏との共著））

・�共編著:�『シリーズ�きこえとことばの発達と支援　特別支援教育における吃音・流暢性障害のある子ど
もの理解と支援』学苑社，2013（川合紀宗氏との共編著）

  翻訳 
・�共訳:�『吃音の基礎と臨床�統合的アプローチ』学苑社，2007年（分担:�第10章）

  論文・研究ノート 
・�論文:�「「吃音」に対する，心理面も含めた理解と学校現場における対応」『月刊実践障害児教育』　499巻，
20-23頁，2015年（依頼論文）

・�論文:�「学齢期吃音に対する多面的・包括的アプローチ�:�わが国への適応を視野に入れて」『特殊教育学
研究』，49巻，305-315頁，2011年（査読あり）

・�論文（共著）:�「吃音臨床に関する実態調査--1次調査・2次調査」『言語聴覚研究』6巻，166-171頁，2009
年（査読あり）

・�論文:�「セルフヘルプグループによる吃音がある人への支援の現状と展望�:�言友会を中心に」『コミュニ
ケーション障害学』25巻，164-171頁，2008年（査読あり）

・�論文（共著）:�「幼児の非流暢性発話に対する鑑別診断および母親の聴覚判定」『コミュニケーション障害
学』，22巻，73-82頁，2005年（査読あり）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「吃音のある小学生の学校生活に関する実態調査（2）」会議名:�第60回日本音声言語医学会（2015年10
月，愛知県産業労働センター�ウインクあいち）（口頭発表）

・�「吃音のある小学生の学校生活に関する実態調査（1）」会議名:第53回日本特殊教育学会（2015年9月，
東北大学）（ポスター発表）

・�「ニーズとライフスタイルを踏まえた吃音のある中高生の教育・支援方法の開発　『吃音のある中高生
の夜間のつどい』の試み」会議名:第52回日本特殊教育学会（2014年9月，高知大学）（ポスター発表）

・�「吃音のある成人の小学校生活に関する実態調査」会議名:日本吃音・流暢性障害学会第2回大会（2014
年8月，目白大学）（口頭発表）

・�「通級指導教室における教育についての提案」会議名:第43回全国難聴・言語教育研究協議会全国大会石
川大会（2014年8月，金沢ニューグランドホテル）（招待講演）

・�「吃音のある子どものグループ指導プログラム作成の試み（2）『吃音のある子どものつどい』指導経過の
分析に基づく検討」会議名:第51回日本特殊教育学会（2013年9月，明星大学）（ポスター発表）

・�「ICFに基づく小児吃音臨床の提案」会議名:「子供の言語障害�－吃音について－」第24回日本小児口腔外
科学会シンポジウム（2012年11月，愛知学院大学）（招待講演）

・�「吃音がある幼児の言語症状・心理面の状況と言語・認知・運動発達，情緒・情動に関する追跡調査.」会
議名:�第39回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（2013年7月，上智大学）（口頭発表）

小林　宏明　（コバヤシ　ヒロアキ）　教授
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  専門分野 
教育学，教科教育学，音楽教育学，音楽科教育

  専門分野キーワード 
音楽科教育，音楽科指導法，授業研究，授業設計，教授行為，授業システム，形成的評価

  著書 
・�単著『子どもが動く音楽授業づくり』日本書籍，1994年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』教育芸術社　2011年。（分担：第4章，第9章）
・�共著：『最新　中等科音楽教育法』音楽之友社　2011年。（分担：第3章）
・�共著：『新　音楽の授業づくり』教育芸術社　2010年。（分担：第二部　第2章）
・�共著：『新編　音楽科教育法』音楽教育研究協会　2009年。（分担：第一部　第5章）
・�共著：『セレーノ　音楽科教育実践講座』ニチブン　2004年。（分担：理論編　第2章）
・�共著：『中学校　選択教科の展開』教育開発研究所　2002年。（分担：第Ⅲ章）
・�共著：『幼児と音・音楽－幼児の音楽教育』有限会社ディスク・コンプ　1998年。（分担：第3章）
・�共著：『教科と子どもとことば　言語で探る教科教育』東京書籍　1993年。（分担：第Ⅱ部）
・�共著：『小規模校の音楽指導－複式・複々式を中心に』ぎょうせい　1992年。（野村公氏，畠澤郎氏と共
同執筆）

・�共著：『音楽指導クリニック100のコツ－楽しい音楽の授業づくり』学事出版　1990年。（分担：第9章）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「就学前の音楽活動について－大阪府高石市での保育所（園）・幼稚園へのアンケートをも
とにした考察」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第7号，2015年。（査読有）

・�論文（共著）：「松本民之助の音楽鑑賞教育思想」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第2号，
2010年。（査読有）

・�論文（共著）：「諸井三郎の音楽鑑賞教育思想－聴衆教育のための〈鑑賞〉－」『金沢大学人間社会学域学校
教育学類紀要』第2号，2010年。（査読有）

・�論文（共著）：「受け継がれなかった音楽鑑賞教材：井上武士による昭和26年度学習指導要領の選曲」『金
沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター教育実践研究』第35号，2009年。（査読有）

・�論文（共著）：「日本におけるアメリカン・ポピュラーミュージックの鑑賞教材化とその変遷」『金沢大学
人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター教育実践研究』第35号，2009年。（査読有）

・�論文（共著）：「音楽科の教科交流における教師の支援についての一考察（Ⅱ）－子ども同士のかかわりに
焦点を当てて」『金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター教育実践研究』第34号，
2008年。（査読有）

・�論文（共著）：「音楽科の教科交流における教師の支援についての一考察－小学校特殊学級の児童が参加
している授業を対象として－」『金沢大学教育学部附属教育実践総合センター教育工学・実践研究』第33
号，2007年。（査読有）

・�論文：「音楽授業づくりと教師の子どもへの働きかけ－教授行為研究の役割と課題－」　『音楽鑑賞教
育』，2007年6月号，（依頼論文）

・�論文：「教師の子どもへの働きかけ－効果的な指導言と音楽授業づくり－」　『音楽鑑賞教育』，2006年
10月号，（依頼論文）

篠原　秀夫　（シノハラ　ヒデオ）　教授
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・�論文（共著）：「音楽（音）を楽しむ音楽活動の実践計画－創造的音楽学習を取り入れて－」『金沢大学教育
学部附属教育実践総合センター教育工学・実践研究』第28号，2002年。（査読有）

・�論文：「教育改革と『総合的な学習』－音楽科がかかわる『総合的な学習』の取り組み－」『金沢大学教育学
部紀要　教育科学編』第50号，2001年。（査読有）

・�論文：「音楽授業における教授行為に関する研究－教授行為研究の役割と課題を中心に－」『音楽教育学
研究2　音楽教育の実践研究』，2000年。（査読有）

  その他 
・�「教授行為」ほか10項目『日本音楽教育事典』音楽之友社，2004年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「快適な睡眠と音楽のある暮らし」（会議名：平成24年度北陸4大学連携まちなかセミナー），（2012年
11月18日　福井大学）

・�「音楽科における評価のあり方について」（会議名：富山県高等学校教育研究発表大会音楽部会）（2005
年10月7日　富山県立富山高校学校）

・�「『総合的な学習の時間』の取り組みに関する研究（Ⅲ）－音楽科がかかわる『総合的な学習の時間』の取り
組みを通して－」（会議名：日本音楽教育学会第34回大会）（2003年10月18日　神戸大学）

・�「『総合的な学習の時間』の取り組みに関する研究（Ⅱ）－音楽科がかかわる『総合的な学習の時間』の取り
組みを通して－」（会議名：日本音楽教育学会第32回大会）（2001年10月28日　琉球大学）

・�「『総合的な学習の時間』の取り組みに関する研究－音楽科がかかわる『総合的な学習の時間』の取り組み
を通して－」（会議名：日本音楽教育学会第31回大会）（2000年10月14日　宮城教育大学）
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  専門分野 
聴覚障害教育

  専門分野キーワード 
聴覚障害　手話　ろう学校　言語獲得

  共著，共編著，編著 
・�共著：『手話の心理学入門』長南浩人（編著），東峰書房，2005年。（分担：第3章・第7章，49-75ページ，
177-197ページ）

・�共著：『The�reality�of�research�with�children�and�young�people』Lewis,�V.,�Kellett,�M.,�Robinson,�C.,�Fra-
ser,�S.,�and�Ding,�Sharon.�(eds.)�,�SAGE�Publications,�Inc.,�2004年。（分担：39-43ページ）

・�共著：『Educating�the�hearing�impaired�–Principles�and�Methodologies-』Kusanagi,S.,�Capulong,�Y.T.�and�
Arevalo,�E.F.(Eds.),　Maeda�Printing�Co.,�Ltd.,�1997年。（分担：106-109ページ）

・�共著：『聴覚障害児の教育と方法』草薙進郎・四日市章�(編)コレール社，1996年。（分担：第4章，60-78ペー
ジ）

  翻訳 
・�共訳：マーク・マーシャーク・パトリシア・エリザベス・スペンサー『オックスフォード・ハンドブック　
デフ・スタディーズ　ろう者の研究・言語・教育』明石書店，2015年。（分担：545-594ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：武居　渡（2016）聴覚障害児教育をめぐる環境の変化とろう学校の課題�(特集�特別支援学校にお
ける現状と教育要求).�障害者問題研究,�44(1),�26-31.（依頼論文・査読有）

・�論文（共著）：江尻桂子・武居　渡・松澤明美（2015）心理・教育・看護の研究実践から考える障がいのあ
る子どもの家族への支援�:�家族を中心とした今後の支援を目指して.�茨城キリスト教大学紀要.�2,�社会・
自然科学�(49),�285-299.（査読無）

・�論文：武居　渡（2014）ろう学校のテキスト.�手話・言語・コミュニケーション,�1,�32-57.（依頼論文・査
読無）

・�論文（共著）：Fukushima�K,�Kasai�N,�Omori�K,�Sugaya�A,�Fujiyoshi�A,�Taguchi�T,�Konishi�T,�Sugishita�S,�
Takei�W,�Fujino�H,�Ojima�T,�Nishizaki�K.（2012）Assessment�package�for�language�development�in�Jap-
anese�hearing-impaired�children�(ALADJIN)�as�a�test�battery�for�the�development�of�practical�commu-
nication.�Ann�Otol.�Rhinol.�Laryngol.�Suppl.,�202,�3-15.（査読有）

・�論文：武居　渡（2012）言語を作り出す力－ホームサイン研究・手話研究を通じて見えてくるもの－.�
ENERGEIA,�37,�1-15.�（査読有）

・�論文（共著）：武居　渡・土田昌作（2011）聴覚障害教育からみる特別支援教育の批判的検討.�コミュニ
ケーション障害学,�28(2),�85-92.（査読有）

・�論文：武居　渡（2009）手話獲得の心理学－手話処理過程・手話と認知発達・手話評価－.�月刊言語,�
38(8),�32-39.月刊言語,�38(8),�32-39.（査読無）

・�論文：武居　渡（2008）手話研究の現状と展望－手話研究が言語獲得研究に貢献できること－.�認知科
学,�15(2),�289-301.（査読有）

・�論文：武居　渡（2006）言語の写像性は言語獲得を促進させるか：手話獲得研究からの知見.�コミュニ
ケーション障害学,�23(2),�143-151.（査読有）

・�論文（共著）：江尻桂子・武居　渡（2006）言語獲得期における指さしと発声の関係：聴覚障害児の母子
コミュニケーションの分析から.�茨城キリスト教大学言語文化研究所紀要,�11-12,�57-68.（査読無）

・�論文（共著）：阿蘇ふみ子・武居　渡（2005）ろう学校幼稚部に在籍するろう児の手話言語獲得過程－聴
者の両親を持つろう児の事例から－.�手話学研究,�16,�1-11.（査読有）

武居　渡　（タケイ　ワタル）　教授
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・�論文（共著）：Sadato�N,�Okada�T,�Honda�M,�Matsuki�K,�Yoshida�M,�Kashikura�K,�Takei�W,�Sato�T,�Kochi-
yama�T,�Yonekura�Y.（2005）Cross-modal�integration�and�plastic�changes�revealed�by�lip�movement,�
random-dot�motion�and�sign�languages�in�the�hearing�and�deaf.�Cereb�Cortex,�15(8),�1113-22.（査読有）

・�論文：武居　渡（2004）手話言語から見た分析的思考とからだ的思考の枠組み－ジェスチャー研究が手
話研究に与える恩恵と問題.�児童心理学の進歩2004年度版.�352-356.（依頼論文・査読無）

・�論文：武居　渡（2003）手話とリテラシー－ろう児の指導法をめぐって－.�教育学研究,�70(4),�66-76.（査
読有）

・�論文：武居　渡（2003）ろう児の第二言語習得.�月刊言語,�32(8),�49-57.（査読無）
・�論文（共著）：TORIGOE,�Takashi�and�TAKEI,�Wataru�(2002)�A�descriptive�analysis�of�pointing�and�oral�
movements�in�a�home�sign�system.�Sign�Language�Studies,�2(3),�281-295.（査読有）

・�論文（共著）：TORIGOE,�Takashi�and�TAKEI,�Wataru�(2001)�A�descriptive�analysis�of�early�word�combi-
nations�in�deaf�children’s�signed�utterances.�Japanese�Psychological�Research,�43(3),�156-161.（査読
有・研究奨励賞受賞）

・�論文（共著）TAKEI,�Wataru�and�TORIGOE,�Takashi�(2001)�The�Role�of�pointing�gestures�in�the�acquisi-
tion�of�Japanese�Sign�Language.�The�Japanese�Journal�of�Special�Education,�38(6),�51-63.（査読有）

・�論文：武居　渡（2001）手話能力評価に必要な尺度に関する文献的考察．金沢大学教育学部紀要教育科
学編，50，1-10.（査読無）

・�論文：�TAKEI�Wataru�(2001)�How�do�deaf�infants�attain�first�signs?�Developmental�Science,�4(1),�71-
78.（査読有）

・�論文（共著）：武居　渡・鳥越隆士�(2000)�聾児の手話言語獲得過程における非指示ジェスチャーの役割.�
発達心理学研究，11(1)，12-22．（査読有・論文賞受賞）

  口頭発表・ポスター発表 
・�ポスター発表：TAKEI,�Wataru（2016）Assessing�Japanese�Sign�Language�vocabulary�development�of�
Deaf�children.�The�12th�Asia�pacific�congress�of�deafness　2016.�（Air�Force�Museum�Crist�Church,�
2016年7月9日）

・�ポスター発表：武居　渡（2016）日本手話語彙理解検査の開発－語彙の写像性と難易度の点数化から－.�
発達心理学会第27回大会.�（北海道大学,�2016年4月29日）

・�ポスター発表：武居　渡（2015）聴覚障害のある子どもを持つ保護者は仕事をやめなければならないの
か－ろう学校幼稚部に対する保護者同伴形態の現状に関する質問紙調査より－.�日本特殊教育学会第
53回大会論文集.�（東北大学,�2015年9月）.

・�ポスター発表：武居　渡・中村佳央理（2014）聴覚障害児が豊かな日本語に接することのできるろう学
校の学校図書館づくり（1）－ろう学校図書館の現状と課題に関する質問紙調査から－.�日本特殊教育学
会第52回大会論文集.�（高知大学,�2014年9月）

・�ポスター発表：武居　渡（2013）ろう児の手話語彙力を評価する（2）-評価課題の作成と評価の観点から
-.�日本特殊教育学会第51回大会論文集.�（明星大学,�2013年8月）

・�基調講演：TAKEI,�Wataru�(2012)�Future�of�Deaf�Education.�The�11th�Asia�Pacific�Congress�on�Deaf-
ness�2012.�（Grand�Copthorne�Waterfront�Hotel�Singapore,�2012年7年28日）（招待講演）

・�基調講演：TAKEI,�Wataru�(2012)�Development�of�teaching�materials�to�facilitate�independence.�The�
11th�Asia�Pacific�Congress�on�Deafness�2012.�（Grand�Copthorne�Waterfront�Hotel�Singapore,�2012
年7月28日）（招待講演））

・�ポスター発表：武居　渡（2012）手話使用状況からみた聴覚障害児の言語力－感覚器障害戦略研究で得
られたデータの分析－.�日本発達心理学会第23回大会論文集,�511.�（名古屋国際会議場,�2012年3月）

・�ポスター発表：武居　渡（2011）ろう児の手話語彙力を評価する（1）－アメリカ手話版CDIの語彙チェッ
クリストを参考にした語彙表作り－.�日本特殊教育学会第49回大会発表論文集,�372.（弘前大学,�2011
年9月）

・�ポスター発表：武居　渡（2010）日本手話文法理解テストの作成（2）－日本手話文法理解テスト改訂版
の完成とその妥当性の検討－.�日本特殊教育学会第48回大会発表論文集,�535.�（長崎大学,�2010年9月）
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  専門分野 
教育行財政学，学校経営学

  専門分野キーワード 
教育改革，学校革新

  共著，共編著，編著 
・�共著：Internationalization�and�education�in�the�context�of�Japan，“�European�ideas�in�the�works�of�
famous�educationalists:�Internationalization,�globalization�and�their� impact�on�education”（2013），
Spoleczna�Akademia�Nauk,�Lodz,�2013．(分担：91－99ページ)

・�共著：‘The�continuing�education�of�teachers�in�Japan，“�Szkola�Tworcza�w�Odtworczym�Swiecie”
（2013），Komisji�Edukacji�Narodowej�w�Krakowie,�2013.�(分担：319－322ページ)

  論文・研究ノート 
・�論文：「金沢大学連携事業の現状（2015年度）」『金沢大学連携研修の成果』紀要第11号，石川県教育セン
ター，2016年。（依頼論文）

・�論文：「金沢大学連携事業の現状（2014年度）」『金沢大学連携研修の成果』紀要第10号，石川県教育セン
ター，2015年。（依頼論文）

・�論文：「金沢大学連携事業の現状（2013年度）」『金沢大学連携研修の成果』紀要第9号，石川県教育セン
ター，2014年。（依頼論文）

  その他 
・�「教育委員会のプレゼンス」『平成27年度教委連研究集録』，石川県市町教育委員会連合会，2016年3月
・�「教育委員会のプレゼンス，新たな段階へ」『時報市町村教委』No.260，全国市町村教育委員会連合会，
2016年1月

・�「教育委員会制度のリノベーション」『時報市町村教委』No.257，全国市町村教育委員会連合会，2015
年7月

・�「教育委員会新制度へ」『平成26年度教委連研究集録』，石川県市町教育委員会連合会，2015年3月
・�「タリスの衝撃」『石川教育展望』66号，石川県教育文化会議，2014年11月
・�「渦中にある教育委員会」『平成25年度教委連研究集録』，石川県市町教育委員会連合会，2014年3月
・�「フィンランドの教育と日本の教育」『石川　自治と教育』674号，石川県自治と教育研究会，2013年
10月

  口頭発表・ポスター発表 
・�「中東における学校運営改善」国際教育フォーラム（2015年3月14日，鳴門教育大学）（招待講演）

田邊　俊治　（タナベ　シュンジ）　教授
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  専門分野 
カリキュラム論，公害・環境教育論

  専門分野キーワード 
福島第一原発事故/四日市公害/総合学習

  共著，共編著，編著 
・�土井妙子「福島県川内村への帰還と教育をめぐる課題－放射能汚染対応・カリキュラム改革・高校選
択－」，除本理史・渡辺淑彦編著『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすのか』ミネルヴァ書房，2015
年，pp.79-99。

・�除本理史・土井妙子「原発避難の開始から帰還政策へ－3・11後の経緯を振り返る」，除本理史・渡辺淑
彦編著『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすのか』ミネルヴァ書房，2015年，pp.21-34。

・�土井妙子「四日市」，環境総合年表編集委員会編(代表・舩橋晴俊　他8名)『環境総合年表－日本と世界－』
2010年，すいれん社，pp.158-159。

  論文・研究ノート 
・�土井妙子「チェルノブイリ事故による避難経験－ベラルーシ共和国での聞き取り調査から－」，「ロシア・
ユーラシアの経済と社会」1004号，pp.37-42，2016年。（研究ノート）

・�土井妙子「福島県川内村への帰還と教育をめぐる課題－放射能汚染対応・カリキュラム改革・高校選
択－」，「金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要」7，2015年，pp.67-81。【査読有】

・�土井妙子「自然エネルギーとジオパーク－学習内容としての地熱発電の可能性－」，「地学教育の再構築
の観点から捉えたジオパーク・世界遺産等の活用」（2012-2014年度科学研究費補助金挑戦的萌芽研究
報告書，研究代表＝藤岡達也，課題番号24650524），2015年，pp.95-104。

・�土井妙子「川内村への帰還と高校進学をめぐる諸課題」，「原子力災害からの生活再建と地域の復興－旧
緊急時避難準備区域の実状を踏まえて－」大阪市立大学WPシリーズNo.201409号，2014年，pp.13-
23。

・�除本理史・尾崎寛直・土井妙子「現地報告�福島県大熊町の原発避難者に対する聞き取り調査」，「環境と
公害」42(3)，2013年，岩波書店，pp.50-54。

・�土井妙子「福島原発事故をめぐる避難情報と避難行動－双葉郡各町村に着目して」，「環境と公害」
42(1)，2012年，岩波書店，pp.34-40。

・�土井妙子「四日市市立塩浜小学校における在日韓国・朝鮮人教育に関する一考察」，金沢大学教育実践
支援センター「教育実践研究」37，2012年，pp.11-27。【査読有】

・�除本理史・土井妙子「福島原発事故による被害構造－避難対象区域の諸類型に留意して－」，大阪市立
大学経営学会「経営研究」62(4)，2012年，pp.19-38。【査読有】

・�除本理史・根本志保子・土井妙子「福島原発事故による避難住民の被害実態�:�福島県浪江町からの避難
者に対する聞き取り調査にもとづいて」，日本環境学会「人間と環境」38(2)，2012年，pp.2-9。【査読有】

・�丹波�史紀・除本�理史・根本�志保子・土井妙子「福島原発事故による双葉郡避難住民の実態調査」，大阪
市立大学経営学会「経営研究」63(2)，2012年，pp.27-41。【査読有】

・�土井妙子・根本志保子「浪江町避難住民からの聞き取り調査報告」，「福島原発事故による避難住民の被
害実態調査報告書」大阪市立大学WPシリーズNo.201201号，2012年，pp.75-102。

・�土井妙子「福島原発事故をめぐる避難情報と避難行動－双葉郡浪江町を中心として－」，「福島原発事
故による避難住民の被害実態調査報告書」大阪市立大学WPシリーズNo.201201号，2012年，pp.102-
120。

土井　妙子　（ドイ　タエコ）　教授
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・�土井妙子「双葉郡各町村の避難経緯」，「福島原発事故による避難住民の被害実態調査報告書」大阪市立
大学WPシリーズNo.201201号，2012年，pp.138-151。

・�土井妙子「四日市反公害・澤井余志郎の思想源流をたどる－訓覇也男との交流に着目して－」，「公害教
育運動の基礎的研究－環境教育史研究の構築－」（2009－2011年度　科学研究費補助金基盤研究（C）
課題番号21530789成果報告書，研究代表＝安藤聡彦），2012年，pp.136-147。

・�土井妙子「四日市市立塩浜小学校における教育実践　1964年〜2010年　－健康教育と在日韓国・朝鮮
人教育に着目して－」，「地域における公害経験の社会的活用に関する比較研究」（2009-2011年度科学
研究費補助金基盤研究（C）中間報告書，研究代表＝藤川賢，課題番号21530559），2011年，pp.54-
77。

  その他 
・�土井妙子「未来を見据えた脱原発と再生可能エネルギー普及」，日本環境学会「人間と環境」38(3)，
2012年，pp.40-42。

  口頭発表・ポスター発表 
・�土井妙子「福島第一原発事故からの『復興のカリキュラム』研究－早期帰還を進める双葉郡川内村の事例
から－」，日本カリキュラム学会第26回大会「発表要旨収録」2015年，pp.121-122。

・�土井妙子「川内村への帰還と高校進学をめぐる諸課題」，「原子力災害からの生活再建と地域の復興」
2014年9月6日，郡山市ビッグアイでのシンポジウム報告（主催：福島県弁護士会）。

・�土井妙子「水俣における公害教育に関する一考察」，日本カリキュラム学会第24回大会「発表要旨集録」
2013年，pp.52-53。
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  専門分野 
教育学・消費環境教育

  専門分野キーワード 
教師教育・高大連携・総合的な学習の時間・消費者市民教育・ESD（持続発展教育）

  共著，共編著，編著 
・�（共著）新版�生活主体を育む　－探究する力をつける家庭科－（「装う」P148〜P158担当）2013.5ドメス
出版

・�（共著）学びを拓く《探究するコミュニティ》第6巻　専門職として学び合う教師たち（学びを拡げ深め合
う福井大学附属中学校と福井大学教職大学院との協働P182〜P191担当）2011.6エクシート

・�（共著）学びを拓く《探究するコミュニティ》第1巻　学び合う学校文化（創造と継承を重ねて育まれる
「学び合う学校文化」，94-99頁担当）2010.6エクシート
・�（共著）学びを拓く《探究するコミュニティ》第4巻　授業のプロセスとデザイン　社会・体育・家庭・保
健編（序Pⅰ・「社会科」の使命と「社会科」への期待P3・協働による教師の学びと「探究するコミュニティ」
が拓く社会科の学び，P64〜P70・コミュニケーション能力の育成をめざした体育の授業開発によせて
P77・「体育科」が担う「探究するコミュニティ」の学びP144〜P148担当）2009.6エクシート

・�（共著）生活主体を育む－未来を拓く家庭科－（「捨て子ポスト」から見える家族・社会P202〜P210担当）
2005.4ドメス出版

・�（共著）主体的に生活をつくる－人間が育つ家庭科－（家族の揺らぎと現代P181〜P194担当）1999.5学
術図書出版社

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「総合的な学習で育まれる学力とカリキュラムⅡ（中・高等学校編）」『日本生活科・総合的学
習教育学会誌』第22号pp22-31，2015（査読有）

・�論文：「大学生・高校生・ベトナム学生による課題探究型協働学習『グローバルコラボレーション』の実
践と省察－大学生と高校生のアクティブラーニングによる高大連携の試み－」『教師教育研究』Vol.8，
pp287-292，2015.6（査読無）

・�論文（共著）：「問題解決リテラシーにかかわる家庭科教員の力量形成―教員免許状更新講習におけるプ
ログラム開発とその検証―」『日本家庭科教育学会誌vol.57-3，pp152-163�，2014.11（査読有）

・�論文：「協働探究型の高大連携実践から拓く大学入試改革への展望」『福井大学高等教推進センタ－年報』
No.4，pp47-60，2014.10（査読無）

・�論文：「「特別活動」・「総合的な学習の時間」を土台とした社会とつながる学校の在り方への提案－高等
学校における実践事例をもとに－」『福井大学教育地域科学部紀要』第4号，pp297-312，2014.1（査読有）

・�論文：「「知識基盤社会」における「総合的な学習の時間」を基軸とした学校改革の必然性　－福井大学教
職大学院2012年度ラウンドテーブルをもとに－」『教師教育研究』Vol.6，pp247-257，2013（査読無）

・�論文：「「消費者市民社会」の構築をめざした「消費者教育」の研究－大学院『消費者教育研究』の授業にお
ける協働をもとに－」『福井大学教育地域科学部紀要』第3号，pp243-257，2013（査読有）

・�論文（共著）：「「社会参加・問題解決型授業」を通した市民性育成に関する研究－2011・2012年度協働実
践研究プロジェクトでの取り組みから」『福井大学教育実践研究』第37号，pp35-42，2013.1（査読有）

・�論文：「「教科横断型授業」の開発研究Ⅱ－2009・2010年度協働実践プロジェクトでの取り組みから－」
『福井大学教育実践研究』第36号，pp35-42，2012.2（査読有）
・�論文：「大学院の授業における「学び合いの場」の創出とその意義」『福井大学教育地域科学部紀』第2号，

松田　淑子　（マツダ　トシコ）　教授
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pp305-317，2012.1（査読有）
・�論文（共著）：「「教科横断型授業」の開発研究Ⅱ－2009・2010年度協働実践プロジェクトでの取り組み
から－」『福井大学教育実践研究』第36号，pp35-42，2012（査読有）

・�論文：「知の創造としての授業をめざして〜授業改革へ向けての一提案〜」『教師教育研究』Vol.3，
pp217-224，2010（査読無）

・�論文：「成熟社会における学校の課題と福井大学教職大学院の取り組み」『教師教育研究』Vol.2，pp279-
297，2009（査読無）

・�論文：「近代成熟期の社会における学びの模索〜授業から見える高校生のリアル〜」『子どもの思考力を
伸ばす』pp122-133，2008.3月（査読無）

・�論文：「福井大学の現場教育へのアプローチに関する一考察〜他県の附属学校教員(元)の視点から〜」
『教師教育研究』Vol.1，pp23-32，2007（査読無）
・�論文（共著）：「自己と社会を見つめる「総合的な学習の時間」の実践と課題」『金城学院大学論集�社会科学
編』第3巻第2号，2007（査読有）

・�論文：「「希望」なき時代における教育の可能性」『高校教育研究』57号，pp117-128，2005（査読無）
・�論文：「現場からの教育改革をめざした『総合的な学習の時間』の意義と課題－「理想の教育を提案しよ
う！」の授業実践を通して－」『高校教育研究』55号，pp85-99，2004（査読無）

・�論文（共著）：「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換（第3報）－高等学校の授業評価－」『金沢大
学教育学部紀要�教育科学編』53号，pp133-139，2004（査読有）�

・�論文（共著）：「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換（第2報）－中学校・高等学校の授業案と中
学校の授業評価－」『金沢大学教育学部紀要�教育科学編』53号，pp123-131，2004（査読有）

・�論文（共著）：「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換（第1報）－研究の枠組みと授業内容の検
討－」『金沢大学教育学部紀要�教育科学編』53号，pp117-121，2004（査読有）�

・�論文（共著）：「まちづくり学習の授業開発（第3報）－開発授業の汎用性とまちづくり授業実施への教師
支援－」『日本家庭科教育学会誌』46巻4号，pp331-339，2004（査読有）�

・�論文（共著）：「まちづくり学習の授業開発（第2報）－学習プロセスを中心とした授業の検討－」『日本家
庭科教育学会誌』46巻1号，pp46-56，2003（査読有）�

・�論文（共著）：「まちづくり学習の授業開発（第1報）－授業展開および授業内容・方法の検討－」『日本家
庭科教育学会誌』46巻1号，pp37-45，2003（査読有）�

・�論文（共著）：「教育の「戦場」からの実践報告－養護教諭（高校）・小学校教諭・家庭科教諭（高校）の立場か
ら－」『金沢大学教育学部紀要�教育科学編』51号，pp73-90，2002�（査読有）�

・�論文（共著）：「栃木県における『まちづくり学習』の可能性に関する一考察」『宇都宮大学教育学部教育実
践総合センター紀要』第24号，pp241-248頁，2001（査読有）

・�論文（共著）：「生徒主体のジェンダー・家族・保育の授業研究　－オンラインディベートと教室ディベー
トを組み合わせた授業展開－」『日本家庭科教育学会誌』44巻3号，pp61-271，2001�（査読有）

  その他 
＊�雑誌等の依頼論文
・�「『高校改革の事例から探る高大接続の在り方』⑤　連携を中心とした高大接続の在り方へ〜福井大学�
高大連携ラウンドテーブルの試み〜」『文部科学教育通信』No.333，pp20-21，2014（依頼論文）

・�「『高校改革の事例から探る高大接続の在り方』④　生徒も教師も「学び合う」学校�〜金沢大学附属高等
学校の取り組みから〜」『文部科学教育通信』No.332，pp20-21，2014（依頼論文）

・�「『高校改革の事例から探る高大接続の在り方』③　地域に根差した「最先端」の高校〜兵庫県立村岡高等
学校・岡山県立林野高等学校の取り組みから〜』『文部科学教育通信』No.330，pp20-21，2013（依頼論文）

・�「『高校改革の事例から探る高大接続の在り方』②　「社会に近い，開かれた高校」市立札幌大通高等学校
の取り組みから」『文部科学教育通信』No.329，pp20-21，2013（依頼論文）

・�「『知の創造』としての授業を目指して－主体的な学びを支える授業改革の展開－」『月刊初等教育資料』
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2013年4月号�No.898，pp66-69，2013（依頼論文）
・�「教育改革と高大接続」（大学は今�連載第4回）『週刊教育資料』2012年6月11日号No.1210，pp28-29，
2012.6（依頼論文）

＊�文部科学省資料
・�（分担執筆）今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開　総合的な学習の時間を核とした課
題発見・解決能力，論理的思考力，コミュニケーション能力等向上に関する指導資料（分担：全体計画
の作成，P72〜P83）2013.7，文部科学省

教科書，及び教科書補助資料等
・�（分担執筆）小学校生活科教科書「わたしとせいかつ」教師用指導書（分担：p122〜125），2016.4，日本
文教出版生活科

・�（分担執筆）高等学校家庭科教科書「新�家庭基礎�21」（分担：序，消費と環境），2013.4，実教出版
・�（分担執筆）高等学校家庭科教科書「家庭総合－ともに生きる－」（分担：ホームプロジェクトと学校家庭
クラブ），2003.4，一橋出版

  口頭発表・ポスター発表 
・�「探究型学習の意義とその効果」会議名：群馬県教育委員会平成28年第1回探究型教育活動検討委員会
（群馬県庁，2016年6月6日）（招聘講演）
・�「ＳＧＨから始めるこれからの教育」会議名：関西大学探究学習研修会（関西大学高等部，2015年7月2日）
（招聘講演）
・�「やろっさ未来へつなぐ消費生活！Ⅱ〜消費者市民社会の実現に向け“センスを磨こう”」会議名：平成
26年度越前市消費者サポーター研修会（越前市福祉健康センター，2015年2月12日）（招聘講演）

・�「SGH事業について」会議名：福井県立高志高等学校SGH連携・検証評価会議（福井県立高志高等学校，
2014年12月1日）（招聘講演）

・�「“ポストゆとり世代”って？〜学生のリアルからこれからの大学教育を考えよう！〜」会議名:2014年度�
富山大学杉谷教養FD（富山大学，2014年9月26日）（招聘講演）

・�「総合的な学習の時間における研修について」会議名：福井県教育庁嶺南教育事務所　総合的な学習の
時間研修講座（福井県教育庁嶺南教育事務所，2014年7月31日）（招聘講演）

・�「総合的な学習の時間を軸とした高大連携への試み」会議名:日本生活科・総合的学習教育学会第23回全
国大会（埼玉大学，2014年6月14日）（研究発表）

・�「主体的な学びへの転換に向けた高大連携への試みとその意義」会議名：大学教育学会第36回大会（名古
屋大学，2014年6月1日）（研究発表）

・�「現代社会における『消費者市民教育』の可能性」会議名：日本教育社会学会第63回大会（お茶の水女子大
学，2011年9月23日）（研究発表）

・�「精神的な学生支援を射程とした教養教育の現代的意義と授業のあり方」大学教育学会第33回大会（桜
美林大学多摩アカデミーヒルズ，2011年6月5日）（研究発表）
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  専門分野 
生活科教育学，総合学習教育学，理科教育学，教師教育

  専門分野キーワード 
生活科教育，理科教育，総合学習

  共著，共編著，編著 
・��共著：『新しい教科書と授業改善』学校教育研究所編，学校図書，2012年（分担：126-129ページ）
・�共著：『新しい学びを拓く理科授業の理論と実践』角屋重樹編著　ミネルグァ書房，2011年（分担：164-
168ページ）

・�共著：『教えることをどう学ぶか』石川英志編著，あいり出版，2011年　（分担：39-48ページ）
・�共著：『(小学校編）今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開』文部科学省，2010年　（分担：
86-99ページ）

・�共著：『(中学校編）今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開』文部科学省，2010年　（分担：
86-99ページ）

・�編著：『新理科活用力を付ける「新教材の研究授業」のつくり方・見方』明治図書　pp202，2010年
・�共著：『生活科教育　－21世紀のための教育創造－』学術図書出版社，2010年（分担：58-68ページ）
・�共著：『小学校教科教育論』富山大学研究会編著，富山大学出版会，2009年（分担：86-119ページ）
・�編著：『自然読解力を育む授業と教材提示』学校図書（分担：1-19ページ）
・�共著：『こころを育む幼児教育　－夢中になって遊ぶ姿を求めて－』富山大学出版会，富山大学人間発
達科学部附属幼稚園編著，2008年（分担：17-38ページ）

・�共著：『板書とカードで見る全単元・全時間の授業の全て　3年』東洋館出版社，日置光久編著，2005年（分
担：96-115ページ，浅野真樹子氏と共同執筆）

・�編著：『新教科書を補う理科補充教材の学習』明治図書，有田和正監修，松本謙一編著pp136，2004年
・�共著：『生活科・総合的学習で高める「学校力」』明治図書，藤井千春・茨城県水戸市立三の丸小学校著，
2004年（分担：11ページ）

・�共著：『中学校理科教育実践講座　理論編3』ニチブン，2003年（分担：152-158ページ）
・�編著：『おや？あれ？なぜ？の科学41』おや？あれ？なぜ？の科学41，2003年
・�編著：『新教科書を補う理科発展教材の学習』明治図書，pp157，2003年
・�共著：『新しい理科教育の理論と実践の方法』現代教育社（奥井智久監修・角屋重樹編著），2003年（分担：
3章2節3，71-76ページ）

・�共著：『個と歩む』堀川小学校著，明治図書，2000年，（分担：第Ⅱ章,106-119ページ，第Ⅲ章,120-127
ページ，第Ⅲ章,146-155ページ）

・�共著：『教育フォーラム』金子書房，人間教育研究協議会編1996年（分担：91-101ページ）
・�共著：『動物の教材開発と指導のアイデア』明治図書，長原好成編著，1996年（分担：15-20ページ）
・�共著：『人間回復をはかる授業』明治図書（霜田一敏・有田一正共編)，1995年（分担：97-110ページ）
・�共著：『自己実現をはかる授業』明治図書，堀川小学校著，1994年（分担：第5章,153-176ページ，第6
章180-183ページ）

・�共著：『小学校理科指導全集　第8巻』日本教育図書センター，1994年（分担：第5章，第3節，247-252
ページ，253-255ページ，荒田修一氏と共同執筆）

・�共著：『発想を育てる理科の授業　第6学年』初教出版(丸本喜一・赤松弥男共編)，1991年（分担149-
166：ページ）

・�共著：『発想を育てる理科の授業　第3学年』初教出版(丸本喜一編著)，1985年（分担：119-132ページ
松本京子氏と共同執筆，164-178ページ藤井順氏・沖田麗子氏・上田宣子氏と共同執筆）

松本　謙一　（マツモト　ケンイチ）　教授
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  論文・研究ノート 
・�論文：理科学習におけるウェビィングの効果に関する一考察　―言葉提示による理科（総合）「電気の
はたらき」の実践から―（査読付）（阿閉令奈・松本謙一・杉林千里）日本初等理科教育研究会研究紀要
No.91，3-14（2016）

・�論文：自然から見いだした問題に対して子どもの見通しを重視した単元設計についてのモデル化の試
み　―第6学年理科「てこのはたらき」の実践から―（安田朋未・松本謙一・宮原美充）富山大学人間発達
科学研究実践総合センター紀要第10号，71-82（2015）

・�論文：自然を探究する学びの様相　―附属中学校第3学年理科｢全体の重さ｣の実践から―　（吉見優子・
松本謙一・玉生貴大）富山大学人間発達科学部紀要第10巻第1号,33-44（2015）

・�論文：入学直後の学級担任の子どもへの対応についての一考察　―富山市立堀川小学校1年S級の入学
後一週間の学級経営から―　（寺井茶妃・松本謙一）富山大学人間発達科学部紀要第9巻第2号,39-60
（2015）
・�論文：成長の実感を促す”年度の壁を越えた”学び（査読付）（故田瑞樹・有島智美・松本謙一）日本初等理
科教育研究会研究紀要No90，11-20(2015)

・�論文：『子どもの育ち』を楽しみ，共に高まろう　―確かな『生きる力』を携えた子どもを育てるために―，
富山教育学窓�Vol.36,3-12（2015）

・�論文：探究を支える協同的な学びとしての｢話合い｣－5年総合｢福野大好きわれら37名＋1プロモーショ
ンビデオを作ろう｣の実践から（査読付）（立野文州・松本謙一）日本生活科・総合的学習教育学会誌　第
22号，74-83（2015）

・�論文：生活科学習における課題についての一考察―2年「ほり川ほいくしょでなかよくなろう」の分析か
ら―（坂本絵茉・松本謙一）生活科・総合的学習研究　第12号　21-36（2014）

・�論文：質問紙調査からみた子どもへの対応の多様性とその考察（査読付）（浦尚也・松本謙一）日本生活科・
総合的学習教育学会誌　第21号，102-111（2014）

・�論文：生活科のねらいに直結した栽培活動の提案　―1年「つくろうわたしのちいさなおにわ」の実践
から―（査読付）（荒田幸平・松本謙一・有島智美）日本生活科・総合的学習教育学会誌　第21号54-63
（2014）（日本生活科・総合的学習教育学会　第12回研究奨励賞　受賞）
・�論文：学級経営からみた総合的な学習の時間存在の意義　―5年総合「古里の道」の実践から―（飛弾直
樹・松本謙一）富山大学人間発達科学部紀要第8巻第2号，11-34（2014）

・�論文：学習の系統性を重視した小3理科「風やゴムの働き」（査読付）（堀友里恵・松本謙一）日本初等理科
教育研究会研究紀要No.89，3-12（2014）

・�論文：入学直後に設定する「遊び単元」の在り方　―1年生活科「ひろばであそぼう　〜さそいあって〜」
の実践を通して―（寺井茶妃・松本謙一・茂貴子）富山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要第8
号，105-116（2014）

・�論文：附属幼稚園「親子栽培活動」の効果と学校教育への可能性（松本ゆめか・松本謙一）富山大学人間発
達科学研究実践総合センター紀要第8号，39-58(2014)

・�論文：ESDの考えに立つ理科新教材の開発（信末かんな・松本謙一）富山大学人間発達科学部紀要第8巻
第1号,63-75(2013)

・�論文：教科内容を中核に据えた総合での子どもの探究の姿ー4年理科（総合）「物があたたまる」の実践か
らー（山口聡子・松本謙一・杉林千里）生活科・総合的学習研究　第11号　31-46�(2013)

・�論文：思考の変換を中核に据えた理科学習の提案（水島正隆・松本謙一）富山大学人間発達科学部紀要第
7巻第2号，25-40�(2013)

・�研究ノート：子どもと共に学び合い授業を楽しむ，群馬大学教育実践年報第2号，19-25�(2013)
・�論文：「生き方」に直結する自己評価とその支援（査読付）（飛弾直樹・松本謙一）日本生活科・総合的学習
教育学会誌第20号，76-83�(2013)（日本生活科・総合的学習教育学会　第11回研究奨励賞　受賞）

・�論文：生活科における気付き（査読付）（朝倉淳・松本謙一・津川裕）日本生活科・総合的学習教育学会誌
第20号，34-41�(2013)

・�論文：学習の系統性を重視した「振り子の運動」の新展開（査読付）（高多利明・松本謙一）日本初等理科教
育研究会研究紀要No.88,11-20�(2013)
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・�論文：観察・実験とシミュレーションの一体化を目指す6年理科「月と太陽」（石野昌太郎・松本謙一）富
山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要第7号，57-70�(2013)

・�論文：先に結論を教えるか？子どもが結論を導き出すか？（臼澤美里・松本謙一）富山大学人間発達科学
部紀要第7巻第1号，27-38(2012)論文：単元の終末における「話し合い」の意義（飛弾直樹・松本謙一）
富山大学人間発達科学部紀要第6巻第2号63-82�(2012)

・�論文：「喜びをクイズで表現することを中核に据えた小学校第一学年生活科『がっこうたんけん』の展開
（森雅美・松本謙一）富山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要第6号　1-16�(2012)
・�論文：B区分第5学年理科｢流水の働き」の現地学習プログラムの提案（査読付）（稲田真弓・松本謙一）日
本初等理科教育研究会研究紀要No.87,31-40�(2012)

・�論文：生活科における話し合いと「くらしのたしかめ」の比較（保井海太郎・松本謙一）富山大学人間発達
科学部紀要第6巻第1号21-38(2011)

・�研究ノート：授業実践者ならではの楽しみ，生活科・総合の実践ブックレット第5号4-17�(2011)
・�論文：課題選択がもたらす学び（伊野昌子・松本謙一）生活科・総合的学習研究第9号，13-20�(2011)
・�論文：総合学習にかかわる学級掲示とその活用（福岡拓真・松本謙一）生活科・総合的学習研究第9号，
1-12(2011)

・�論文：発達や学びの連続を支える研修体制の改善，全国国公立幼稚園長会平成22年度研究集録12-17�
(2011)

・�論文：対象への積極的な働きかけを促す単元展開の工夫とその効果（査読付）（米井和代・松本謙一）日本
初等理科教育研究会研究紀要No.86，23-32�(2011)

・�論文：生活科における無作為なグループ構成による学習展開（査読付）（松永望・松本謙一）日本初等理科
教育研究会研究紀要No.86，13-22�(2011)

・�論文：飛騨外縁帯糸魚川-青海地域の地質と変成作用ー日本列島地質体最古の沈み込み帯型変成作用と
上昇期の加水変成作用ー（査読付）（松本謙一・杉村和子・時田いずみ・椚座圭太郎・丸山茂徳）地学雑誌�
Vol.120,No.1,4-29�(2011)

・�論文：富山市立堀川小学校における部会研修の有り様とOJTとしての意義（大町将史・松本謙一）富山大
学人間発達科学実践総合センター紀要第5号通巻27号39-50�(2011)

・�論文：小学校第3学年理科「身近な自然の観察」の特異性を生かした単元展開（寺澤小織・松本謙一）富山
大学人間発達科学部紀要第5巻第1号1-22(2010)

・�論文：気付きの質を高める話し合いの構想（査読付）（寺澤小織・松本謙一）日本生活科・総合的学習教育
学会誌第17号66-73�(2010)（日本生活科・総合的学習教育学会　第8回研究奨励賞　受賞）

・�研究ノート：全国国公立幼稚園園長会特別事業・東海北陸ブロック研修会の意義，富山県国公立幼稚園
長会平成21年度研究紀要6-9�(2010)

・�論文：仲間理解を核にして考察を楽しむ理科学習の展開（査読付）（中口広乃・松本謙一・佐藤静香）日本
初等理科教育研究会　紀要　第85号　13-22�(2010)

・�論文：総合学習で育つ子どもの可能性　富山市立堀川小学校における子どもの育ちを手がかりに－，『生
活科・総合的学習研究』　第7号　1-14(2009)

・�論文：「生き方」を見直す話し合いを支える教師のはたらき（査読付）（尾島良幸・松本謙一）日本生活科・
総合的学習教育学会誌�第16号　110-117�(2009)

・�論文：再考:子どもの「問題解決」を重視した授業（査読付）（荒田修一・松本謙一）日本初等理科教育研究
会紀要　第84号　29-38�(2009)

・�論文：学びのアシスト活動におけるE-メール活用相談の実践と評価　－大学生による学級担任支援活
動の円滑な推進を目指して（本多信昭・黒羽正見・田尻信壱・松本謙一）富山大学人間発達科学研究実践
総合センター紀要　第3号通巻25号　79-91(2008)

・�論文：総合学習における話し合いはすべての子どもの学びにつながるか　－第6学年「いたち川と環
境」における発言者と非発言者の変容比較から－（玉生貴子・松本謙一）富山大学人間発達科学部　紀要　
第3巻第1号7-24�(2008)

・�論文：総合的な学習の時間における話し合いの構造化の意義（玉生貴子・松本謙一・荒田修一）富山大学
人間発達科学研究実践総合センター紀要　第2号通巻24号　1-15�(2008)
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・�論文：時間枠としての存在意義を生かす『全体による話し合い』（査読付）（北川由美・松本謙一）日本初等
理科教育研究会紀要　第83号　19-28�(2008)

・�論文：中間発表の意義と教師のはたらき―第6学年総合「日本のすてき発見」の実践から―（査読付）（松
本謙一・小林幸美）日本生活科・総合的学習教育学会誌�第14号　94-101(2007)

・�論文：理科と総合の関連を重視した扱いについての一考察－第6学年理科「大地のつくりと変化」と総合
「ザ・地すべり大研究」との並列的な扱いから－（査読付）（有島智美・松本謙一）日本初等理科教育研究会
紀要　第82号　65-75(2007)（平成18年度日本初等理科教育研究会紀要論文　優良賞　受賞）

・�論文：栽培活動における生活科から理科への連続的な移行を促す単元展開－「単元名」と「副題」の関係
に着眼して－（寺澤小織・松本謙一）富山大学人間発達科学実践総合センター紀要　第1号通巻23号　
1-15(2006)

・�論文：人間発達と学校－学部再編を契機にした附属総合学園(仮称)構想－，富山大学人間発達科学部紀
要　第1巻第1号　93-100�(2006)

・�論文：学び方の体得を図る「よていひょう」の段階的活用―生活科6単元における子どもの変容から（査
読付）（松本謙一・長井登志美）(日本生活科・総合的学習教育学会誌�第13号　80-872006)

・�論文：「生き方」の自覚を促す幼－小合同学習　－大学教員，2校園教諭によるトライアングルT・Tを通
して－（松本謙一・廣田仁美・松浦悟）富山大学教育実践総合センター紀要No.6　69-82(2005)

・�論文：田中耕一を育てた一教師の理科実践に関する一考察　－当時の授受行為についての認識比較か
ら－（松本謙一・金田善広）富山大学研究論集No8，75-88�(2005)

・�論文：活動直後の話し合いの構想と教師のはたらき―第2学年生活科「見つけたよ！お店のすてき」の実
践から―（査読付）（松本謙一・若林潤子）日本生活科・総合的学習教育学会誌　第12号，84-91�(2005)

・�論文：古くて新しい価値：常に「自分」を中核に据えた学び－大切にしたい「自分の問題をつかむプロセ
ス」－（査読付）（北川由美・松本謙一）日本生活科・総合的学習教育学会誌　第12号，52-59�(2005)

・�論文：単元名を重視した理科学習の展開－生活科から理科へのスムーズな移行を目指して－（査読付）
（原田郁美・松本謙一）日本初等理科教育研究会　紀要，第80号，1-10�(2005)
・�論文：「総合的な学習の時間」の話し合いにおける自発的な発言を捉える2つの視点－小学校第3学年「ぼ
くらは，呉羽のなし作り調さたい」の実践から－（伊藤貢三子・松本謙一）富山大学教育実践総合センター
紀要　第5号　55-68(2004)

・�論文：単元を通しての�「約束」が織りなす追究の広がりと�深まり（査読付），日本生活科・総合的学習教
育学会誌�第11号.36-43.(2004)（日本生活科・総合的学習教育学会　第2回研究奨励賞　受賞）

・�論文：成長の自覚を促す単元設定についての実践的考察－�小学校1〜2学年生活科�単元「ようこそ！�
新1年生」から�－（松本謙一・原栄子）富山大学教育実践総合センター紀要　第4号，25-34(2003)

・�論文：「生きる力」に直結する総合的な学習の時間の構想－確かな学力をはぐくむために－，教育と時
間研究会研究紀要，第13号　11-21�(2003)

・�論文：「総合的な学習の時間」における活動意欲を高める話し合いの比較�－小学校第6学年単元「地久子
川環境ウオッチング」の2場面から－（鳥内禎久・松本謙一）富山大学教育学部研究論集，第6号59-68�
(2003)

・�論文：生活科における話し合いの意義と構想の具体化（査読付）（福満弘信・松本謙一）日本初等理科教育
研究会　紀要，第78号，3-10�(2003)（平成14年度日本初等理科教育研究会紀要論文　優秀賞　受賞）

・�論文：問い直さなければならない「話し合い観」－「総合的な学習の時間」新設に際しての一考察�－（査読
付），日本生活科・総合的学習教育学会誌，第9号，102-109(2002)

  その他 
・�日本モビリティ・マネジメント会議　JCOMMマネジメント賞　受賞(2015)

  口頭発表・ポスター発表 
・�Case�Study�of�Pedagogical�Leadership�and�the�Cycle�of�'Self�Study'and�'group�Study'of�Horikawa�Ele-
mentary�School，（Tamiko�Terabayasi,Masahiro�Arimoto,�Ken-ichi�Matsumoto），World�Association�of�
Lesson�Stydies�International�Conference�2011�Programbook�169(the�University�of�Tokyo)(2011)
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  専門分野 
教育学（社会科教育）

  専門分野キーワード 
荻原重秀　ニワトリを殺して食べる授業　教育実践

  著書 
・�『勘定奉行荻原重秀の生涯』集英社新書　2007年
・�『脚本家　橋本忍の世界』集英社新書　2005年
・�『「いのち」を食べる私たち』教育史料出版会　2001年
・�『歴史認識と授業改革』教育史料出版会　1997年
・�『学力から意味へ』草土文化　1996年

  共著，共編著，編著 
・�『死から生を考える』北國新聞社　2013年
・�『教師になること，教師であり続けること』勁草書房　2011年
・�『大学破壊』旬報社　2009年
・�『いのちって何だろう』コモンズ2004年
・�『死と生を考える』北國新聞社　2004年
・�『学びのためのカリキュラム論』勁草書房　2000年
・�『性の授業　死の授業』教育史料出版会　1996年
・�『戦後歴史教育を見直す』大月書店　1994年
・�『21世紀の人間と教育』大月書店　1994年

  論文・研究ノート 
・�「コースポートフォリオ作成で,高等教育機関での教育実践を記録し,�共有し,改善しよう!�」『看護教育』
56巻3号　2015年（依頼論文）

・�「大江戸版アベノミクス�見直される元禄の貨幣改鋳�デフレ脱却図った荻原重秀」『エコノミスト』92巻
22号　2014年（依頼論文）

・�「『四大文明』は江上波夫氏が発案した造語だった！」『社会科教育』46巻4号2009年（依頼論文）
・�「日本人のオリジナリティ探訪�貨幣経済の本質を見抜いた勘定奉行--荻原重秀」『Fujitsu飛翔』58号　
2007年　（依頼論文）

・�「生と死のリアルな現場から隔離された子どもたち」『現代教育科学』45巻5号　2002年　（依頼論文）
・�「「ニワトリを育てて食べる授業」の是非を問う--秋田・雄物川町立小学校での屠畜体験学習をめぐって」
『世界』701号　2002年　（依頼論文）
・�「もう一つの「新しい歴史教科書」を提案する--論争を教育現場に引き戻すために，一つの単元でもよい
からモデルをつくろう」『中央公論』116巻9号　2001年　（依頼論文）

・�“Abolir�le�systeme�d'approbation�des�manuels�scolaires”　CAHIERS�DU�JAPON　90号2001年（依頼
論文）

・�“Abolish�the�Textbook�Authorization�System”　JAPAN�ECHO　28巻4号　2001年　（依頼論文）
・�「検定こそがねじれの根源」『世界』689号　2001年　（依頼論文）

村井　淳志　（ムライ　アツシ）　教授
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  その他 
・�「荻原重秀父子の奇怪な死の真相に挑む」（諸田玲子『風聞き草墓標』新刊紹介）『波』新潮社　556号　
2016年　（依頼論文）

・�「「世界のクロサワ」を生み出した共同脚本の秘密」（橋本忍『複眼の映像-私と黒澤明』新刊紹介）『本の話』
文藝春秋　135号　2006年　（依頼論文）
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  専門分野 
教科教育学

  専門分野キーワード 
美術教育，工作・工芸教育

  共著，共編著，編著 
・�共編著　『図画工作科･美術科教育の理論と実践』佐々有生，鷲山靖ほか31名，現代教育社，2000年。（分
担：第1章pp.30-31，第3章pp.68-71，pp.76－77，第5章pp.178－179）

・�共編著　『図画工作・美術科重要用語300』若元澄男，鷲山靖，ほか52名，明治図書出版株式会社，2000年。
（分担：第2章pp.133－135，pp.143－145，p.147，第9章p.293）
・�共著　『キーワードで読む情報教育　表現活動とコンピュータ』中川一史，鷲山靖，他7名，日本文教
出版，2002年。（分担：pp.26-27,pp.34-35）

  論文・研究ノート 
・�論文：「広島高等師範学校附属中学校における手工科教育について（Ⅲ）」美術科教育学会誌『美術教育学』
第37号，2016年。（査読有）

・�論文：「広島高等師範学校附属中学校における手工科教育について（Ⅱ）」美術科教育学会誌『美術教育学』
第31号，2010年。（査読有）

・�論文：「台湾総督府中学校における手工教育（その1）」大学美術教育学会誌，第42号，2010年。（査読有）
・�論文：「子どもマイスタースクールにおけるものづくり教育の考察（Ⅰ）」美術科教育学会誌『美術教育学』
第26号，2005年。（査読有）

・�論文：「美術科教育におけるデジタルワークカードを活用したデジタルポートフォリオ学習・評価方式
の研究」大学美術教育学会誌，第37号，2005年。（査読有）

・�論文：「美術科教育におけるウェブサイトとデジタルワークカードを活用したデジタルポートフォリオ
学習・評価方式の研究」大学美術教育学会誌，第35号，2003年。（査読有）

・�論文：「Webアルバムを活用したデジタルポートフォリオ学習／評価方式の研究」美術科教育学会誌『美
術教育学』，第25号，2004年。（査読有）

・�論文：「金沢大学教育学部における教育実習指導改善の試み」教科教育学研究，第22号，2004年。（査読有）
・�論文：「グループ学習用デジタルポートフォリオによる学習・評価方式の研究」美術科教育学会誌『美術
教育学』，第24号，2003年。（査読有）

・�論文：「図画工作科におけるポートフォリオ評価の導入に関する一考察」金沢大学教育学部紀要,教育科
学編，第51号，2002年。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「「図工の時間」の必要性」会議名：第3回がんばれ！図工の時間フォーラム（2007年，1月，金沢21世紀
美術館　シアター21）（パネリスト）

・�「がんばれ！図工の時間フォーラムのこれまでとこれから」会議名：第5回がんばれ！図工の時間フォー
ラム（2007年，2月，日本科学未来館7ＦみらいCANホール）（パネリスト）

・�「工作領域の独自性とそのゆくえ」会議名：美術教育フォーラムin東京学芸大学（2006年，12月，美術
科教育学会第14回東地区会）（招待講演）

・�「ものづくり教育」会議名：シンポジウム「名人の知を探るー深い感性の情報学を目指して」（2006年，7
月，北陸先端科学技術大学院大学情ゲーム情報学研究センター）（招待講演）

鷲山　靖　（ワシヤマ　ヤスシ）　教授
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・�「美術科教育実習の指導及び評価・評定方法について」会議名：第28回美術科教育学会京都大会（2006年，
3月25日，京都教育大学）（口頭発表）

・�「美術科教育におけるWeb�Siteを活用したデジタル･ポートフォリオ評価方式の研究―デジタルポート
フォリオ・プロジェクトの成果と課題―」会議名：第48回大学美術教育学会�旭川大会（2003年，10月5
日，北海道教育大学旭川校）（口頭発表）

・�「Webアルバムを活用したデジタルポートフォリオ学習・評価方式の研究」会議名：第48回大学美術教
育学会�旭川大会（2003年，10月5日，北海道教育大学旭川校）（口頭発表）

・�「美術科教育におけるWeb�Siteを活用したデジタルポートフォリオ学習・評価方式の研究－デジタル
ポートフォリオ・プロジェクト(DPP)の経過報告－」会議名：第41回大学美術教育学会�鹿児島大会
（2002年，9月29日，鹿児島大学）（口頭発表）
・�「美術科教育におけるポートフォリオ評価の研究―ポートフォリオ評価導入の指標―」会議名：第24回
美術科教育学会�鳴門大会（2002年，3月26日，鳴門教育大学）（口頭発表）

・�「美術科教育におけるデジタル・ポートフォリオ評価の研究―デジタル・ポートフォリオ評価の実験授
業の成果と課題―」会議名：第24回美術科教育学会�鳴門大会（2002年，3月26日，鳴門教育大学）（口
頭発表）
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  専門分野 
教科教育学，家庭科教育，家政学，教育学

  専門分野キーワード 
カリキュラム，授業研究，ジェンダー

  共著，共編著，編著 
・�共著：「考えるっておもしろい－家庭科でつなぐ子どもの思考－」北陸家庭科授業実践研究会Ver.2(編)，
教育図書，2014年（分担：Ⅰ-1(P.18-29)，Ⅱ-1(P.78-89)，Ⅲ-3(P.130-139)）

・�共著：「新版�生活主体を育む－探究する力をつける家庭科－」荒井紀子(編)，ドメス出版，2013年（分担：
Ⅰ-3(P.31-35)，Ⅲ-Ⅰ-2(P.83-86)，コラム(P.93)，Ⅲ-2-1(P.115-125)，Ⅳ-3（P.189-197））

・�共著：「パワーアップ！家庭科－学び，つながり，発信する－」荒井紀子(編)，大修館書店，2012年（分担：
第Ⅱ部-3(P.67-72)，第Ⅲ部-2-4(P.116-119)，第Ⅲ部-2-6(P.124-126)，第Ⅲ部-3-1(P.139-142)，第Ⅲ
部-4-2(P.166-177)，コラム(P.34)）

・�共編著：「新しい問題解決学習－Plan�Do�See�から批判的リテラシーの学びへ－」荒井紀子・鈴木真由子・
綿引伴子(編)，教育図書，2009年（分担：第Ⅰ部第4章(P.70-94)，第Ⅱ部第7章(P.148-167)，第Ⅱ部
第8章(P.168-192)，付録2(P.197-202)）

・�共著：「子どもの思考を育む家庭科の授業」北陸家庭科授業実践研究会(編)，教育図書，2009年（分担:
Ⅰ-H-1(P.53-58)）

・�共著：「HDD家庭科教育実践講座　AVANCE」HDD家庭科教育実践講座刊行会(編)，ニチブン，2007年（分
担：4-第1章(P.155-159)）

・�共著：「生活をつくる家庭科�第3巻�実践的なシティズンシップ教育の創造」日本家庭科教育学会(編)，
ドメス出版，2007年（分担：第5章(P.73-88)）

・�共著：「青少年期の家族と教育」牧野カツコ(編)，家政教育社，2006年（分担：第1部第2章(P.19-29)）
・�共著：「生活主体を育む－未来を拓く家庭科－」荒井紀子(編)，ドメス出版，2005年（分担：プロロー
グ(P.7-9)，第2章第1節(P.29-34)，第6章第1節(P.112-122)，第8章6(P.202-210)，第9章1(P.211-
218)，第9章4(P.236-242)）

・�共著：「子どもが変わる／地域が変わる／学校が変わる�市民が育つ家庭科」大学家庭科教育研究会(編)，
ドメス出版，2004年（分担：第Ⅱ部第2章(P.90-100)）

・�共著：「衣食住・家族の学びのリニューアル」日本家庭科教育学会(編)，明治図書，2004年（分担：4章第
4節(P.116-121)）

・�共著：「教職研修総合特集No.153　男女共同参画と学校教育」広岡守穂(編)，教育開発研究所，2002年（分
担：2章16(P.124-127)）

・�共著：「家庭科ワークブック�人間の発達と保育」牧野カツコ(編)，東京書籍，2002年（分担：第26項
(P.16-17)）

・�共著：「主体的に生活をつくる－人間が育つ家庭科－」渡部彩子・荒井紀子(編)，学術図書出版社，1999
年（分担：第Ⅰ部第4章第1節(P.64-72)，第Ⅱ部第1章(P.112-123)，第Ⅱ部第7章(P.181-194)）

・�共著：「自分らしい生活をつくる家庭科ワークブック②」牧野カツコ(編)，国土社，1999年（分担：第3
項(P.16-17)，第4項(P.18-19)，第18項(P.54-55)）

・�共著：「Assetビジュアル家庭科教育実践講座　第2巻」家庭科教育実践講座刊行会(編)，ニチブン，
1998年（分担：P.269）

・�共著：「日本家庭科教育学会「家族」教育研究特別委員会研究報告書　これからの「家族」教育－カリキュ
ラム構想と教材開発－」日本家庭科教育学会「家族」教育研究特別委員会，1997年（分担：Ⅰ-2(P.9-13)，
Ⅱ-8(P.53-57)，Ⅳ-3(P.115-118)）

・�共著：「子どもの発達と父親の役割」柏木惠子・中野由美子・牧野カツコ(編)，ミネルヴァ書房，1996年（分
担：第Ⅱ部2(P.86-97)，第Ⅱ部3(P.98-106)，第Ⅳ部1(P.221-252)，第Ⅳ部2(P.253-262)）

・�共著：「人間と家族を学ぶ家庭科ワークブック」牧野カツコ(編)，国土社，1996年（分担：8(P.28-31)，
9(P.32-33)，10(P.34-35)，14(P.44-45)，21(P.66-67)，22(P.68-69)）

綿引　伴子　（ワタヒキ　トモコ）　教授
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  翻訳 
・�共訳：「続ティーン･ガイド－衣生活と食生活について学ぶアメリカの家庭科教科書－」ヴァレリー･チェ
ンバレン(著)，牧野カツコ(監訳)，家政教育社，1994年（分担：43章(P.68-75)，44章(P.76-88)，46章
(P.100-112)，47章(P.113-123)，54章(P.169-174)，67章(P.264-272)）

・�共訳：「ティーン･ガイド－人間と家族について学ぶアメリカの家庭科教科書－」ヴァレリー･チェンバ
レン(著)，牧野カツコ(監訳)，家政教育社，1992年（分担：13章(P.132-140)，15章(P.157-172)，17
章(P.184-196)，19章(P.204-214)，25章(P.261-265)，27章(P.274-278)，29章(P.288-292)，30章
(P.293-301)，31章(P.302-311)）

  論文・研究ノート 
・�論文：「デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動1：活動概要と担当教員・観察者の評価」，金沢大学
人間社会学域学校教育学類紀要，第8号，P.49-60，2016年（共著）（査読無）

・�論文：「デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動2：児童・生徒の評価」，金沢大学人間社会学域学校
教育学類紀要，第8号，P.61-69，2016年（共著）（査読無）

・�論文：「高校家庭科におけるジェンダー・セクシュアリティの授業実践の分析」，金沢大学人間社会学域
学校教育学類紀要，第8号，P.35-47，2016年（共著）（査読無）

・�論文：「スウェーデン家庭科教師の問題解決学習に対する意識と現状」，金沢大学人間社会学域学校教
育学類紀要，第7号，P.13-21，2015年（共著）（査読無）

・�論文：「問題解決リテラシーにかかわる家庭科教員の力量形成－教育免許状更新講習におけるプログラ
ム開発とその検証－」，日本家庭科教育学会誌，第57巻3号，P.152-163，2014年（共著）（査読有）

・�論文：「大学・附属学校園の幼小中連携活動の検討（1）：みそ汁作り・お弁当交流会の事例から」，金沢大
学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター，教育実践研究，第40号，P.27-36，2014年
（共著）（査読有）
・�論文：「大学・附属学校園の幼小中連携活動の検討（2）：みそ汁作り・お弁当交流会についてのインタ
ビュー調査の結果から」，金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター，教育実践研
究，第40号，P.37-47，2014年（共著）（査読有）

・�論文：「「大豆」を題材に「身近な素材から自分の生活を見つめ，社会問題を考える」授業の有効性」，生
活を考え創る－日本家庭科教育学会北陸地区会30周年記念誌－（日本家庭科教育学会北陸地区会30周
年記念誌編集委員会編），P.99-116，2013年（単著）（査読有）

・�論文：「北陸家庭科研究会にみる家庭科研究の協働性－理論と実践の螺旋型連関とアクション・リサー
チを中心に－」，生活を考え創る－日本家庭科教育学会北陸地区会30周年記念誌－（日本家庭科教育学
会北陸地区会30周年記念誌編集委員会編），P.166-182，2013年（共著）（査読有）

・�論文：「大学・附属学校園における連携活動の検討－家庭科を中心とした実践事例から－」，金沢大学人
間社会学域学校教育学類紀要，第5号，P.45-53，2013年（共著）（査読無）

・�論文：「高等学校家庭科の単位数をめぐる現状と課題－21都道府県の家庭科教員調査を通して－」，日
本家庭科教育学会誌，第54巻第4号，P.226-235，2012年（共著）（査読有）

・�論文：「特別支援学校での衣生活の授業開発と有効性－「着る」ということを考える学習－」，金沢大学
人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター，教育実践研究，第38号，P.1-27，2011年（共著）
（査読有）
・�論文：「家庭科における問題解決的な学習の現状と課題」，大阪教育大学紀要，第60巻，第2号，P.57-63，
2011年（共著）（査読無）

・�論文：「家庭科の家族学習における問題解決学習の分析－実践的推論プロセスを手がかりに－」，金沢
大学人間社会学域学校教育学類紀要，第4号，P.57-70，2011年（共著）（査読無）

・�論文：「高等学校家庭科の履修単位数をめぐる現状と課題－16都道府県の教育課程調査を通して－」，
日本家庭科教育学会誌，第54巻第3号，P.175-183，2011年（共著）（査読有）

・�論文：「高等学校家庭科の履修単位数・教員配置にかかわる実態－全国高等学校家庭科指導主事2009年
度調査を通して－」，日本家庭科教育学会誌，第54巻第3号，P.185-193，2011年（共著）（査読有）

・�論文：「「家族外コミュニティ」の教育効果－高校寮生活経験者へのインタビュー調査をもとに－」，金
沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター，教育実践研究，第36号，P.1-18，
2010年（共著）（査読有）

・�論文：「「高校寮」という「家族外コミュニティ」の可能性－親へのインタビュー調査をもとに－」，金沢
大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター，教育実践研究，第36号，P.19-29，2010
年（共著）（査読有）
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・�論文：「自己と社会を見つめる『総合的な学習の時間』の実践と課題」，金城学院大学論集�社会科学編，
第3巻第2号，P.22-34，2007年（共著）（査読無）

・�論文：「高等学校家庭科教科書における衣生活領域の検討」，愛媛大学教育学部紀要，第53巻第1号，
P.81-86，2006年（共著）（査読無）

・�論文：「高等学校家庭科『保育』の授業で活用した心理劇の効果と課題」，金沢大学教育学部紀要�教育科
学編，第55号，P.79-91，2006年（共著）（査読無）

・�論文：「特別支援学校における“恋愛学習”－授業案の検討と実践－」，金沢大学人間社会学域学校教育学
類紀要，第3号，P.75-85，2006年（共著）（査読無）

・�論文：「「米・稲」を共通教材とした家庭科と技術科の融合学習」，金沢大学人間社会学域学校教育学類紀
要，第3号，P.87-94，2006年（共著）（査読無）

・�論文：「「食の安全」に焦点をあてた消費者学習の授業開発（第2報）－授業案の構造－」，金沢大学教育学
部紀要�教育科学編，第55号，P.93-104，2006年（共著）（査読無）

・�論文：「小学校家庭科衣生活分野における総合的な学びをめざす題材開発（第1報）－教科書の記述内容
と実施状況－」，愛媛大学教育学部紀要，第52巻第1号，P.217-234，2005年（共著）（査読無）

・�論文：「青年期の自尊心・自己受容感と発達課題－不安感の分析をとおしてー」，金沢大学教育学部附属
教育実践総合センター�教育工学・実践研究，第31号，P.13-31，2005年（共著）（査読有）

・�論文：「家庭科における「青年期の課題」についての学習－学習指導要領や教科書における記述－」，金
沢大学教育学部附属教育実践総合センター�教育工学・実践研究，第31号，P.33-40，2005年（共著）（査
読有）

・�論文：「「食の安全」に焦点をあてた消費者学習の授業開発（第1報）－これまでの学習の検討－」，愛媛大
学教育実践総合センター紀要，第23号，P.111-124，2005年（共著）（査読無）

・�論文：「アメリカ合衆国の家庭科教科書における『自分自身を見つめる』学習の検討(第1報)－自己を知
る視点－」，日本家庭科教育学会誌，第48巻第1号，P.22-31，2005年（共著）（査読有）

・�論文：「アメリカ合衆国の家庭科教科書における『自分自身を見つめる』学習の検討（第2報）－自己と家
族や他者とのかかわり方のとらえ方－」，日本家庭科教育学会誌，第48巻第1号，P.32-42，2005年（共
著）（査読有）

・�論文：「若年男性のジェンダー課題」，家庭科をめぐる教育課題とジェンダー－日本家庭科教育学会北
陸地区会20周年記念誌－（日本家庭科教育学会北陸地区会20周年記念誌編集委員会編），P.38-50，
2005年（単著）（査読有）

・�論文：「中学校段階の「家族」学習に関する生徒の意識－学年による比較－」，金沢大学教育学部紀要�教
育科学編，第54号，P.113-144，2005年（共著）（査読無）

・�論文：「技術・家庭科教育関係雑誌「技術教室」における近年の衣生活教育実践の検討」，愛媛大学教育学
部紀要，第51巻第1号，P.153-162，2004年（共著）（査読無）

・�論文：「家庭科教育関係雑誌における衣生活教育実践」，金沢大学教育学部附属教育実践総合センター�
教育工学・実践研究，第30号，P.35-44，2004年（共著）（査読有）

・�論文：「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換（第1報）：研究の枠組みと授業内容の検討」，金沢
大学教育学部紀要�教育科学編，第53号，P.117-121，2004年（共著）（査読無）

・�論文：「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換（第2報）：中学校・高等学校の授業案と中学校の授
業評価」，金沢大学教育学部紀要�教育科学編，第53号，P.123-131，2004年（共著）（査読無）

・�論文：「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換（第3報）：高等学校の授業評価」，金沢大学教育学
部紀要�教育科学編，第53号，P.133-139，2004年（共著）（査読無）

・�論文：「自尊心についての教育－アメリカ合衆国のカリキュラムガイド・教科書の分析を通して－」，中
研紀要　教育フォーラム，№1，中央教育研究所，P.49-58，2003年（依頼論文）（単著）（査読無）

・�論文：「学校教育への｢ボランティア活動｣導入の課題－ボランティア活動経験者への聞き取り調査より
－」，金沢大学教育学部紀要�教育科学編，第52号，P.39-49，2003年（共著）（査読無）

・�論文：「地域の｢食｣の教材化－総合的に学ぶ私案－」，家庭科教育，第77巻第1号，家政教育社，P.29-33，
2003年（共著）（査読無）

・�論文：「「心の教育」と家庭科教育の課題」，年報・家庭科教育研究，第28集，大学家庭科教育研究会，
P.88-94，2002年（単著）（査読有）

・�論文：「小学生の家族・家庭に関する態度と意識」，金沢大学教育学部附属教育実践総合センター�教育
工学・実践研究，第28号，P.21-32，2002年（共著）（査読有）

・�論文：「中学校家庭科教員の実態と家庭科の指導に関する意識の関連－指導計画および指導観－」，日
本家庭科教育学会誌，第45巻第2号，P.141-151，2002年（共著）（査読有）
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・�論文：「「技術・家庭」担当教員のとらえる教科構造上の問題点」，日本家庭科教育学会誌，第43巻第2号，
P.81-88，2000年（共著）（査読有）

  その他 
・�「技術・家庭〔家庭分野〕」（中学校教科書），開隆堂，2016年（著作者副代表）
・�「小学校私たちの家庭科5･6」（小学校教科書），開隆堂，2015年（4ページ執筆）
・�「教育とジェンダー」(P.159-164)，『ジェンダー学実践編授業記録平成22年度』，金沢大学男女共同参
画キャリアデザインラボラトリー，2011年

・�「「地域」と関連づけた家庭科の授業」，『中学校技術・家庭科�地域別資料�家庭分野�実践例・授業提案集�
甲信越・北陸編』，開隆堂，2011年（1ページ執筆）

・�「1.3.3日本家庭科教育学会誌にみる家族関係研究」(P.58)・「2.4.2家族の教育」(P.300)，『新版家政学事
典』，日本家政学会(編)，朝倉書店，2007年

・�「Ⅲ」(P.25-32)・「Ⅳ-2」(P.41-55)，『平成15年度〜16年度科学研究費補助金基盤研究C（1）研究成果報
告書　福祉・環境・ジェンダーを視点とした家庭科の横断型カリキュラムの構造化と授業開発』，2005
年

・�「英米のカリキュラム編成からの示唆」(P.53-60)，『平成15年度科学研究費基盤研究(Ａ)(1)研究報告書　
児童・生徒の家庭生活の意識・実態と家庭科カリキュラムの構築　家庭科カリキュラム構築の視点』，
日本家庭科教育学会，2004年

・�「第2部1－6」(P.52-58)・「第2部1－7」(P.59-68)・「第2部2－5」(P.102-107)，『生活主体を育む家庭
科カリキュラムの理論と実践』，日本家庭科教育学会北陸地区家庭科カリキュラム研究会，2003年

・�「家政学と家庭科教育の課題－家庭科教育学の立場から－」(P.15-17)，『日本家政学会家政学原論研究
No.35』，2001年

・�「アメリカ合衆国の家庭科カリキュラムについて」(P.24-27)・「メリーランド州の家庭科カリキュラム」
(P.34-41)，『イギリス・アメリカ・カナダの家庭科カリキュラム』，日本家庭科教育学会欧米カリキュ
ラム研究会，2000年

  口頭発表・ポスター発表 
・�「スウェーデンの家庭科教育における「真正の評価」－子どもの主体的学習とパフォーマンス評価の構造
を視点として－」（共著），日本家庭科教育学会2015年度大会（第58回大会），2015.6.28，鳴門教育大学（徳
島県鳴門市）（口頭発表）

・�「これからの技術･家庭科教育について－問題解決学習，ESDを中心に―」，福井県中学校技術・家庭科
研究会研修会，2015.8.11，福井県生活学習館(ユー・アイふくい)（福井県福井市）（招待講演）

・�「実践的推論プロセスに基づく米国家庭科の授業－地域と連携した「食」の問題解決プロジェクト－」（共
著），日本家庭科教育学会2013年度例会，2013.12.6，東京学芸大学（東京都小金井市）（口頭発表）�

・�「スウェーデンの中学校家庭科における思考を促す食の授業－マリア・フェルド教諭の授業を事例とし
て－」（共著），日本家庭科教育学会2013年度大会（第56回大会），2013.6.29，弘前大学（青森県弘前市）
（口頭発表）
・�「持続可能な循環型社会の構築に向けて－技術・家庭科が果たす役割－」，上越�技術と家庭科教育の会
研修会，2013.6.8，上越市市民プラザ（新潟県上越市）（招待講演）

・��“Effects�of�the�Reduction�of�Home�Economics�Credits�and�Teachers’�Views�on�the�Curriculum:�The�
Case�of�Japanese�Senior�High�Schools”,�International�Federation�for�Home�Economics�ⅩⅩⅡ�World�
Congress,2012.7.18,Melbourne�Australia（poster）

・�“Revitalization�of�Investigative�Activities�by�Independent�Projects:�Case�of�Japan�Association�of�Home�
Economic�Education’s�‘The�Research�Projects�on�Contemporary�Issues’”,�International�Federation�for�
Home�Economics�ⅩⅩⅡ�World�Congress,2012.7.18,Melbourne�Australia（poster）

・�「実践的推論プロセスを取り入れた授業実践－オハイオ州Bellfontaine高校「人間関係プロジェクト」の
実践をもとに－」（共著），日本家庭科教育学会2011年度例会，2011.11.12，聖心女子大学（東京都渋谷区）
（口頭発表）
・�「問題解決リテラシーに関わる家庭科教員の力量形成の為のプログラム開発－教員免許状更新講習を事
例として－」（共著），日本家庭科教育学会第54回大会，2011.6.25，長崎大学（長崎県長崎市）（口頭発表）

・�「高等学校家庭科の単位減をめぐる現状・課題」（共著），日本家庭科教育学会第53回大会，2010.7.4，
京都テルサ（京都府京都市）（口頭発表）
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  専門分野 
デザイン教育

  専門分野キーワード 
デザイン教育

  論文・研究ノート 
・�スウェーデンの基礎学校における美術科教育�―2000年及び2011年の学習指導要領に基づいて　池上
貴之　大学美術教育学会「美術教育学研究」第�48�号　2016

・�スウェーデンの美術科におけるデザイン教育の基礎研究　池上貴之　韓国デザイン文化学会，2015�
デザイン国際会議　ブリッジポート大会　2015

・�写真を用いた映像表現題材の考察　池上貴之　韓国デザイン文化学会，2010�デザイン国際会議　ラ
スベガス大会　2010/02

  その他 
・�韓国デザイン文化学会，国際デザイン展，2015，ポスター作品出展

  口頭発表・ポスター発表 
・�グライックデザインと色彩�—日本のグラフィックデザインにおける色彩の考察(会議名：アジア
経済協力開発財団　アジア／パシフィックデザイン＆カラーカンファレンス　韓国ソウル大会)
(2010/09/10)

池上　貴之　（イケガミ　タカユキ）　准教授
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  専門分野 
教育学，教科教育学，科学教育

  専門分野キーワード 
文化領域の教育学，数学教育の哲学・思想，カリキュラム開発，授業開発

  共著，共編著，編著 
・�共著：『教科教育の理論と授業II�理数編』，協同出版，2012。（分担：第I部�第8章）
・�共著：“FREUDENTHAL�100:�Speciale�editie�ter�gelegenheid�van�de�honderdste�geboortedag�van�Pro-
fessor�Hans�Freudenthal”,�Freudenthal�Instituut,�2005.（分担：64-68ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「数学科における実社会と関わる探究に基づく学習指導に関する研究－“Mathematics�and�sci-
ence�for�life”の教材の分析に基づいて－」，『日本科学教育学会�年会論文集』，40巻，67-70頁，2016。
（査読無）
・�論文：「H.フロイデンタールの教授学的現象学と“Realistic�Mathematics�Education”における数学的対象
論とその実践的意義」，『日本数学教育学会�第4回春期研究大会論文集』，67-70頁，2016。（査読無）

・�論文：「数学学習の意義や数学の必要性を実感しうる教材の開発－RME理論とmascilを手がかりとし
て－」（共著），『日本科学教育学会�研究会研究報告』，30巻4号，53-56頁，2016。（査読無）

・�論文：「ユトレヒト大学フロイデンタール研究所における“Realistic�Mathematics�Education”の継承に関
する研究」，『金沢大学文化資源学研究』，12巻，189-196頁，2013。（査読無）

・�論文：「塩野直道の数学教育論－金沢高等師範学校校長期に焦点をあてて－」（共著），『金沢大学学長研
究奨励費研究成果論文集』，7巻，38-43頁，2011。（査読無）

・�論文：「OECD-PISAの「数学的リテラシー」評価枠組みの背景－H.フロイデンタールの数学教授論との
関わりから－」，『科学教育研究』，33巻4号，321-329頁，2009。（査読有）

・�論文：「H.フロイデンタールの数学教授学における『数学化』の意味」，『日本科学教育学会�研究会研究報
告』，21巻6号，59-64頁，2007。（査読無）

・�論文：「H.フロイデンタールの数学観とその背景－人間の活動としての数学の検討を中心に－」，『筑波
数学教育研究』，26巻，47-56頁，2007。（査読有）

・�論文：「H.フロイデンタールの『教授学的現象学』の働き」，『数学教育学会�研究報告』，83-87頁，2007。（査
読無）

・�論文：「H.フロイデンタールの教授原理『追発明』と『発見学習』の異同」，『日本数学教育学会�第39回数
学教育論文発表会論文集』，625-630頁，2006。（査読有）

・�論文：「H.フロイデンタールの数学教授学における『数学化による領域の組織化』の概念」，『日本科学教
育学会�研究会研究報告』，20巻4�号，127-132頁，2005。（査読無）

・�論文：「H.フロイデンタールの『教授学的現象学』における教授原理『追発明』の位置」，『筑波数学教育研
究』，24巻，47-56頁，2005。（査読有）

・�論文：「H.フロイデンタールの教授原理„Nacherfindung“における『アハー体験』の働き」，『日本数学教育
学会�第37回数学教育論文発表会論文集』，535-540頁，2004。（査読有）（日本数学教育学会研究奨励
賞受賞）

・�論文：「2次不等式表現の翻訳・処理に関する調査研究－解答困難な生徒の理解の様相－」，『筑波数学
教育研究』，21巻，73-80頁，2002。（査読有）

伊藤　伸也　（イトウ　シンヤ）　准教授
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  その他 
・�「算数の学習指導の原理の探究－“Realistic�Mathematics�Education”を指針として－」，『石川算数』，72
巻，1頁，2016。

・�「算数教育の国際的連携－フロイデンタール研究所における算数教育研究－」，『石川算数』，69巻，2頁，
2013。

・�「石川の算数教育の根本理念」，『石川算数』，66巻，2頁，2010。
・�「『導かれた追発明』をいかに実現しうるのか－『創発的モデル化』に着目した『局所的教授理論』の開発
－」，『教育科学�数学教育』，607巻，98-102頁，2008。

・�「数学学習を難しくしているのは何か，そしてそれはどのように克服しうるのか」，『教育科学�数学教
育』，606巻，104-108頁，2008。

・�「OECD-PISAのパースペクティブから見た生きるための数学的リテラシー」，『教育科学�数学教育』，
582巻，71-76頁，2006。

・�「数学的活動を促す教授を目指すH.フロイデンタールをめぐる研究」，『教育科学�数学教育』，562巻，
104-108頁，2004。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「H.フロイデンタールの教育論－数学教授論の基礎付けに着目して－」会議名：日本教育学会�第75回大
会（2016年8月24日，北海道大学）（口頭発表）

・�“Let's�give�it�a�try!�Interesting�and�unique�Japanese�mathematical�problems�such�as�‘Wasan’�and�‘Ori-
gami’”�会議名：13th�International�Congress�on�Mathematics�Education（2016年7月30日，Universität�
Hamburg）（口頭発表）

・�「OECD-PISA『数学的リテラシー』評価枠組みの再考－H.フロイデンタールの数学教授論を視座として
－」会議名：第24回名古屋大学数学教育セミナー（2010年3月6日，名古屋大学）（招待講演）

・�「H.フロイデンタールの数学教授論に基づくOECD-PISAの『数学的リテラシー』評価枠組みの検討－『数
学化』に焦点をあてて－」会議名：第7回数学教育国際ワークショップ（2008年9月25日，広島大学）（招
待講演）

・�「H.フロイデンタールの数学教授論」会議名：第15回名古屋大学数学教育セミナー（2008年9月6日，
名古屋大学）（招待講演）

・�“Hans�Freudenthal's�Existential�View�of�Human�Condition�as�a�Background�of�His�Didactics”　会議名：
The�32nd�Conference�of�the�International�Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education（2008
年7月18日，Universidad�Michoacana�de�San�Nicolás�de�Hidalgo）（口頭発表）

・�「H.フロイデンタールの教授原理『追発明』を支える人間観」会議名：日本教育方法学会�第43回大会
（2007年9月29日，京都大学）（口頭発表）
・�「『現実の数学化』をなぜ教授すべきなのか－H.フロイデンタールの数学教授論の分析－」会議名：日本
科学教育学会�第31回年会（2007年8月19日，北海道大学）（口頭発表）

・�“Reconsidering�the�Concept�of�"Mathematisation"�in�the�OECD/PISA�Mathematics�Framework”�会議
名：The�31st�Conference�of�the�International�Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education（2007
年7月13日，Seoul�National�University）（口頭発表）

・�「OECD-PISAの『数学的リテラシー』評価枠組みに見られるH.フロイデンタールの数学教授論の影響」会
議名：日本科学教育学会�第30回年会（2006年8月20日，筑波学院大学）（口頭発表）
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  専門分野 
障害者教育学・障害者教育史

  専門分野キーワード 
障害者教育，重症心身障害児

  著書 
『総力戦体制と障害児保育論の形成―日本障害児保育史研究序説』緑蔭書房，2012年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二編『キーワードブック特別支援教育―インクルーシブ
教育時代の障害児教育』クリエイツかもがわ，2015年（分担：「障害者団体・親の会・きょうだいの会」
pp.270-271）。

・�共著：橋本伸也・沢山美果子編『保護と遺棄の子ども史』昭和堂，2014年（分担：pp.306-312）。
・�共編著：『テキスト肢体不自由教育』全障研出版部，2014年（猪狩恵美子，櫻井宏明と共編著，分担：
pp.24-43，213-224）。

・�共著：糸賀一雄生誕100年記念事業実行委員会研究事業部会編『生きることが光になる』糸賀一雄生誕
100年記念事業実行委員会研究事業部会，2014年（分担：pp.145-158）。

・�共著：『発達保障ってなに？』全障研出版部，2014年（丸山啓史，品川文雄と共著，分担：pp.28-57）。
・�共著：荒川智・越野和之編『障害者の人権と発達』全障研出版部，2014年（分担：pp.70-81）。

  論文・研究ノート 
・�論文：「特別支援学校における教育要求の組織化とその今日的課題」『障害者問題研究』第44巻1号，
2016年。（依頼論文）

・�論文：「総力戦体制下の障害児の保護と教育―包摂と排除の関係，主体に即して」『社会事業史研究』第
48号，2015年。（依頼論文）

・�論文：「障害のある子どもの生活・養育困難と学校教育の課題」『障害者問題研究』第42巻4号，2015年。
（依頼論文）
・�論文：「発達を問うことの歴史性と発達保障論の課題」『人間発達研究所紀要』第26号，2014年。（依頼
論文）

・�論文（共著）：「障害児家族の生活・養育困難と特別支援学校教員の対応」『京都教育大学紀要』第124号，
2014年。（査読有）

・�論文（共著）：「障害児家族の生活・養育困難に対する教員の認識―特別支援学校教員へのインタビュー
調査から」『滋賀大学教育学部紀要』第63号，2014年。（査読有）

・�論文：「自立活動と教育実践の課題―「自立」像とICFの検討を中心に」『障害者問題研究』第38巻1号，
2011年。（依頼論文）

・�論文：「戦時下における小溝キツと「異常児保育」―保育記録にみる障害児保育実践の誕生―」『幼児教育
史研究』第5号，2010年。（査読有）

・�論文：「1970年代における障害乳幼児政策とその問題構制―保育要求から問題の再構成へ」『障害者問
題研究』第37巻3号，2009年。（依頼論文）

・�論文（共著）：「戦間期の児童保護事業と総力戦体制下の母子愛育事業の歴史的位相�:�三田谷啓の児童相
談・育児啓蒙活動を事例に」『学校教育学研究論集』第13号，2006年。（査読有）

・�論文（共著）：「戦後における知的障害幼児の保育問題言説の検討�:�1970年代前半までの議論を中心に」

河合　隆平　（カワイ　リュウヘイ）　准教授
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『東京学芸大学紀要.�総合教育科学系』第57集，2006年。（査読無）
・�論文（共著）：「戦前の保育科学・国民保育論と戦後障害児保育の課題--戦後の愛育研究所「特別保育室」
の実践を中心に」『社会事業史研究』第33号，2005年。（査読有）

・�論文（共著）：「戦前における三木安正の国民保育論と困難児・障害児保育実践論」『発達障害研究』第27
巻3号，2005年。（査読有）

・�論文（共著）：「戦前の恩賜財団愛育会愛育研究所「異常児保育室」と知的障害児保育実践の展開」『東京学
芸大学紀要.�第1部門,�教育科学』第56集，2005年。（査読無）

・�図書紹介：「図書紹介�大泉溥編纂『日本心理学者事典』」『SNEジャーナル』第10号，2004年。（依頼原稿・
査読有）

・�論文（共著）：「戦前における愛育研究所「異常児保育室」と障害児保育実践研究の検討�:�保育者・小溝キ
ツの知的障害児保育実践を中心に」『発達障害研究』第26巻1号，2004年。（査読有）

・�論文（共著）：「戦間期日本における保育要求の大衆化と国民的保育運動の成立�:�保育要求のなかの保育
困難児問題を中心に」『東京学芸大学紀要.・第1部門・教育科学』第55集，2004年。（査読無）

・�研究動向（共著）：「課題と展望�日本障害児教育史・障害者問題史研究の課題と展望--1990年代以降の研
究動向」『日本教育史研究』第22号，2003年。（依頼原稿・査読有）

・�論文（共著）：「恩賜財団愛育会の母子愛育事業と困難児問題�:�総力戦体制下の母子保健衛生の近代化と
「皇国民」の保護育成」『学校教育学研究論集』第7号，2003年。（査読有）
・�論文（共著）：「戦前保育科学と保育困難児問題�:�城戸幡太郎と三木安正の困難児保育構想を中心に」『学
校教育学研究論集』第6号，2002年。（査読有）

・�論文（共著）：「戦前保育科学と困難児保育論の形成�:�戦前保育問題研究会第三部会の困難児保育実践研
究を中心に」『東京学芸大学紀要・第1部門・教育科学』第53集，2002年。（査読無）

・�資料（共著）：「八王子市における障害児の放課後生活実態調査の報告〜障害をもつ子どもの放課後生活
実態調査グループ〜」『障害者問題研究』第29巻1号，2001年。（投稿論文・査読有）

  その他 
・�「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」ほか6項目『特別支援教育大事典』旬報社，2010年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「総力戦体制下の障害児の保護と教育―包摂と排除の関係，主体に即して」社会事業史学会第43回大会
シンポジウム共通論題「戦争・社会福祉・人権―「排除の歴史」を問い直す」（2015年5月12日，愛知県立
大学）（指定発言）

・�「重症心身障害児の生存保障と学校教育の成立―1970年代重症心身障害児施設における生存・発達・教
育」

・�会議名：日本教育学会第74回大会（2015年8月28日，お茶の水女子大学）（口頭発表）
・�「障害のある子どもの生活・養育困難に対する特別支援学校教員の認識と対応」（共著）
・�会議名：日本教育学会第72回大会（2013年8月27日，名古屋大学）（口頭発表）
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  専門分野 
法社会学，教育法学，教育行政

  専門分野キーワード 
紛争処理，マイノリティ，子ども安全

  共著，共編著，編著 
・�共著：『新入生のためのリーガル・トピック50』阿部昌樹・和田仁孝編，法律文化社，2016年。（分担：
Topic8）

・�共著：『人権Q&Aシリーズ2　ケアと人権』宿谷晃弘・宇田川光弘・河合正雄編，成文堂，2013年。（分担：
第4章）

・�共著：『圏外に立つ法/理論─法の領分を考える』江口厚仁・林田幸広・吉岡剛彦編，ナカニシヤ出版，
2012年。（分担：第8章）

・�共著：『人権Q&Aシリーズ1　学校と人権』宿谷晃弘編，成文堂，2011年。（分担：第1章3（5），第4章1,2，
第5章）

・�共著：『ADR認証制度─ガイドラインの解説』和田仁孝・和田直人編，三協法規出版，2008年。（分担：
第3章第3節）

  論文・研究ノート 
・�論文：「ポスト東日本大震災時代における子どもの『安全・危機管理マニュアル』」『子ども安全研究』創刊
号，2015年。（依頼論文）

・�論文：「『大人』と『子ども』の境界─わかつこと，わかたれること」『学術の動向』20（4），2015年。（依頼
論文）

・�論文：「地方自治と教育委員会制度改革─『合意』形成のための試論」『岩手大学教育学部附属教育総合実
践センター研究紀要』第14号，2015年。（査読無し）

・�論文：「被災地を語る，についての考察」『教育』第826号，2014年。（依頼論文）
・�論文：「教育行政における保護者対応システムの検討─『公共的処理』の可能性について」『法社会学』第
80号，2014年。（査読有り）

・�論文：「断絶としての『在日/日本人』─その克服に向けて」『インターカルチュラル』第9号，2011年。（査
読有り）　（国際文化学会　平野健一郎賞受賞）

・�論文：「日本社会における在日アイデンティティの（被）構築性─アイデンティティ構築における法的支
援に向けて」『岩手大学教育学部年報』第68巻，2009年。（査読有り）

・�論文：「学校の公共化/私化」『法社会学』第68号，2008年。（依頼論文）
・�論文：「ガバナンスとしての法，『自律化』させられる学校」『法社会学』第67号，2007年。（査読有り）
・�論文：「土地境界紛争ADRにおける自律的/法的解決の実践的架橋─『境界問題解決センターふくおか』
の試み」『九大法学』第91号，2005年。（査読無し）　

・�論文：「訴訟過程において誘発される紛争当事者の『能動性』─教師不適格を理由とした私学教員解雇事
例をめぐって」『九大法学』第89号，2004年。（査読無し）

・�論文：「紛争当事者による訴訟争点形成の両刃的性格─ある教師不適格訴訟を素材として」『法社会学』
第60号，2004年。（査読有り）

・�論文：「公共性としての学校に向けて」『教育』第677号，2002年。（査読無し）
・�論文：「教師の『語り』に見る体罰の構造─教育現場における法の再定位に向けて」『九大法学』第82号，
2001年。（査読無し）

土屋　明広　（ツチヤ　アキヒロ）　准教授
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  その他 
・�「教育」『日本労働年鑑』第86集，旬報社，2016年。
・�「教育」『日本労働年鑑』第85集，旬報社，2015年。
・�「教育」『日本労働年鑑』第84集，旬報社，2014年。
・�「教育」『日本労働年鑑』第83集，旬報社，2013年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「3.11後における『子ども安全』と『教育観』」日本子ども安全学会（2016年9月，中央大学駿河台記念館）
・�「学校教育における『セクシュアリティ』─共在空間としての構想に向けて」国際文化学会（2015年7月，
多摩大学）

・�「防災と復興に向き合う教員養成プログラム─『いわての復興教育』の成果と課題」第3回国連防災世界
会議・岩手大学パブリック・フォーラム「地域社会のレジリエンスとキャパシティ・ビルディング─被
災地での岩手大学の実践と検証」（2015年3月，仙台）

・�「『大人』と『子ども』の境界」第8回基礎法学総合シンポジウム（2014年7月，日本学術会議講堂）
・�「教育行政における『保護者対応』のシステム化とその課題」日本法社会学会（2013年5月，青山学院大学）
・�「政策化される法教育」日本法社会学会（2011年5月，東京大学）
・�「隠蔽される『在日/日本人』，表出と克服の試み」国際文化学会（2010年7月，東海大学札幌キャンパス）
・�「エスニック・アイデンティティ構築における法の規定性と可能性」日本法社会学会（2009年5月，明治
大学）

・�‘Naturalization�and�Ethnic�Identity’International�Conference�Law�and�Society�in�the�21st�Century（2007
年7月，Humbolt�University,�Berlin）

・�「公共化/私化する学校」日本法社会学会（2007年5月，青山学院大学）
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  専門分野 　
教育史

  専門分野キーワード 　
近現代日本教育史，青少年教育問題史

  著書 
・�『青少年の逸脱をめぐる教育史―「処罰」と「教育」の関係―』不二出版，2006年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『教育相談論』小久保明浩・高橋陽一編，武蔵野美術大学出版局，2002年。（分担：第5章）
・�共著：『松崎実次関係文書目録』財団法人野間教育研究所・日本教育史研究部門編，財団法人野間教育研
究所，2002年。（分担：文書整理・分類，目録作成）

・�共著：『日本史学年次別論文集　2001年度版　近現代1』学術文献刊行会，2004年。（再録論文：「1922
年少年法の成案過程―法の適用範囲の問題を中心に―」『お茶の水女子大学大学院人間文化研究年報』第
24号，2001年）

  論文・研究ノート 
・�論文：「戦後の神戸市における方面教育と訪問教師制度の展開―子どもの長期欠席・不就学問題への取
り組みに焦点を当てて―」『日本の教育史学』第59集，2016年。（査読有）

・�論文：「アジア・太平洋戦争下の校外生活―大阪府の豊能教護班の校外監督記録から―」『金沢大学人間
社会学域学校教育学類紀要』第7号，2015年。（査読無）

・�論文（共著）：「納富介次郎の女子職業教育」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第7号，2015年。
（査読無）
・�論文：「神戸市の方面教育の始まり―その前史から1950年代までの展開―」『歴史と神戸』第306号，
2014年。（査読有）

・�論文：「敗戦後の『青少年問題』への取り組み―文部省の動向を中心として―」『金沢大学人間社会学域学
校教育学類紀要』第3号，2011年。（査読無）

・�書評：「二井仁美著『留岡幸助と家庭学校―近代日本感化教育序説―』を読んで」『日本教育史研究』第30
号，2011年。（依頼論文／査読有）

・�教育情報：「歴史にみる子どもの指導と処罰―校外教護・保導の歴史が投げかけるもの―」『生活指導』第
688号，2011年。（依頼原稿）

・�書評リプライ：「書評を読んで（書評�鳥居和代著『青少年の逸脱をめぐる教育史―「処罰」と「教育」の関
係―』を読んで）」『日本教育史研究』第27号，2008年。（依頼論文／査読有）

・�論文：「1930年代における学生生徒の『愛護善導』事業―大阪府中等学校校外教護聯盟の活動事例か
ら―」『中等教育史研究』第14号，2007年。（査読無）

・�論文：「大阪府中等学校校外教護聯盟の設立」『お茶の水女子大学21世紀COEプログラム「誕生から死ま
での人間発達科学」平成15年度公募研究成果論文集』2004年。（査読有）

・�論文：「旧少年法の成立過程―『保護』と『教育』の関係をめぐって―」『日本の教育史学』第45集，2002年。
（査読有）（第17回石川謙日本教育史研究奨励賞受賞対象論文）
・�論文：「戦時下青少年不良化対策―青少年工員の輔導対策を中心に―」『日本教育史研究』第21号，2002
年。（査読有）（第17回石川謙日本教育史研究奨励賞受賞対象論文）

・�論文：「校外教護・保導事業と不良化対策」『中等教育史研究』第9号，2001年。（査読無）

鳥居　和代　（トリイ　カズヨ）　准教授
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・�論文：「1922年少年法の成案過程―法の適用範囲の問題を中心に―」『お茶の水女子大学大学院人間文
化研究年報』第24号，2001年。（査読無）

  その他 
・�「石川県文教会館の教育資料のこと」『日本教育史往来』第200号，2012年10月。
・�「大学教員生活三年目の雑感―学生とかかわり合う場としての大学―」『日本教育史往来』第188号，
2010年10月。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「戦後都市の子どもを取り巻く教育問題への取り組み―神戸市における方面教育と訪問教師制度に着目
して―」会議名：教育史学会第58回大会（2014年10月5日，日本大学）（研究発表）

・�「敗戦後の『青少年問題』への取り組み―文部省の動向を中心として―」会議名：教育史学会第53回大会
（2009年10月11日，名古屋大学）（研究発表）
・�「大阪府中等学校校外教護聯盟の設立」会議名：教育史学会第47回大会（2003年9月21日，同志社大学）
（研究発表）
・�「戦前期青少年犯罪・不良化対策史研究―逸脱・保護・教育―」会議名：日本教育史学会例会（2002年3月
23日，謙堂文庫）（懇談会・研究報告，第17回石川謙日本教育史研究奨励賞受賞式）

・�「旧少年法の成立過程―『保護』と『教育』の関係をめぐって―」会議名：教育史学会第44回大会（2000年
10月1日，埼玉大学）（研究発表）
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  専門分野 
教育哲学，教育思想史，道徳教育

  専門分野キーワード 
教え，倫理，道徳

  共著，共編著，編著 
・�平石晃樹，「完璧に道徳的でなければ道徳を教えることはできないのか？――「義務」から考える「理念」
としての道徳」，井藤元編，『ワークで学ぶ道徳教育』，ナカニシヤ出版，pp.3-15，2016年。

  翻訳 
・�ジェラール・ベンスーサン著，平石晃樹訳，「両義性と二元性――レヴィナスにおけるエロス的なもの
について」，合田正人編，『顔とその彼方――レヴィナス『全体性と無限』のプリズム』，明治大学人文科
学研究所叢書，知泉書館，pp.213-232，2014年。

・�平石晃樹訳，「アルバート・シュヴァイツァー」，「安楽死」，「うそ発見器」，「死と臨終」，「スポーツ」，「生
存権」，「動物の福祉」，科学・技術・倫理百科事典翻訳編集委員会，『科学・技術・倫理百科事典』，丸善出版，
2012年。

  論文・研究ノート 
・�平石晃樹，「倫理と教え――レヴィナスにおける〈問い〉とその〈無起源〉」，『理想』，「特集　教育・臨床・
哲学のアクチュアリティ」，理想社，第694号，pp.109-119，2015年。（依頼論文）

・�HIRAISHI,�Koki,�“‘L’ontologie�suppose�la�métaphysique’:�l’ontologie�lévinassienne�dans�Totalité�et�in-
fini”，『フランス哲学・思想研究』，日仏哲学会，第19号，pp.174-182，2014年（日仏哲学会若手研究
者奨励賞受賞論文）。（査読あり）

・�平石晃樹，「他律による自律―レヴィナスにおける〈教え〉の概念をめぐって―」，『教育哲学研究』，教
育哲学会，第104号，pp.114-132，2011年。（査読あり）

・�平石晃樹，「コメント論文：さらなる〈翻訳〉にむけて――ユダヤ哲学における〈翻訳〉への問い」，『近代
教育フォーラム』，教育思想史学会，第20号，pp.43-51，2011年。（依頼論文）

・�平石晃樹，「レヴィナスにおける苦しみをめぐる思考と人間形成への問い―「無益な苦しみ」を中心
に―」，『教育哲学研究』，教育哲学会，第101号，pp.137-155，2010年。（査読あり）

・�平石晃樹，「レヴィナスにおける主体・経験・知の問い直し」，『近代教育フォーラム』，教育思想史学会，
第19号，pp.178-180，2010年。（査読なし）

・�平石晃樹，「身体であることと自己であること―初期レヴィナスにもとづく一考察―」，中田基昭編，『学
ぶと教えるの現象学研究』，東京大学大学院教育学研究科教育創発学コース，第13号，pp.77-99，2009年。
（査読あり）
・�平石晃樹，「『全体性と無限』における「超越論的なもの」―レヴィナスの「地平」概念解釈にもとづ
いて―」，『東京大学大学院教育学研究科紀要』，東京大学大学院教育学研究科，第48巻，pp.23-31，
2009年。（査読なし）

  その他 
・�平石晃樹「小手川正二郎著『甦るレヴィナス――『全体性と無限』読解』」，『國學院雑誌』，第117巻3号，
pp.�36-40，2016年。（書評）

平石　晃樹　（ヒライシ　コウキ）　准教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�HIRAISHI,�Koki,�“La�question�de�l’animal�chez�Emmanuel�Levinas”,�EUCOR,�Séminaire�transfrontalier:�
Aux�limites�de�la�phénoménologie�II�–�Figures�de�l’étranger:�l’enfant,�le�fou,�l’animal,�Université�de�
Strasbourg,�Strasbourg,�France,�May,�2014.（口頭発表）

・�HIRAISHI,�Koki,�“La�mort�et�la�coexistence�chez�Watsuji�Tetsuro”,�Journée�d’études:�Apprivoiser�la�
mort:�cultures�et�traditions,�MISHA,�Strasbourg,�France,�January,�2014.（口頭発表）

・�HIRAISHI,�Koki,�“‘L’ontologie�suppose�la�métaphysique’:�l’ontologie�lévinassienne�dans�Totalité�et�in-
fini”,�UTCP,�Levinas,�Heidegger,�Nietzsche:�Journée�d’études�avec�Didier�Franck,�University�of�Tokyo,�
Tokyo,�December,�2013.（口頭発表）

・�HIRAISHI,�Koki,�“L’être-contre-la-mort:�Levinas�face�à�Heidegger”,�CREPHAC,�Oberseminar:�Heideg-
ger,�Rosenzweig�und�Kierkegaard�über�die�“Erfahrung�des�Todes”,�Albert-Ludwigs-Universität�Freiburg,�
Freiburg�im�Breisgau,�Germany,�April,�2013.（口頭発表）

・�HIRAISHI,�Koki,�“Éthique�et�enseignement�chez�Emmanuel�Levinas:�autour�de�la�figure�du�maître�dans�
Totalité�et� infini”,�Portique�de�la�philosophie�des�continents�et�des�îles,�Université�de�Strasbourg,�
Strasbourg,�France,�September,�2012.（口頭発表）

・�平石晃樹，「思考の反自然――『全体性と無限』への一途上」，第8回レヴィナス研究会，東京大学，
2011年7月。（口頭発表）

・�平石晃樹，「他律による自律――レヴィナスにおける「レトリック」と「教え」」，第4回レヴィナス研究会，
東京大学，2010年12月。（口頭発表）

・�平石晃樹，「本来性と非本来性とは別のしかたで――後期レヴィナスにおける「覚醒」概念の人間形成論
的再構成」，第52回教育哲学会，名古屋大学，2009年10月。（口頭発表）

・�平石晃樹，「不眠を讃えて――レヴィナスの超越論的経験論と知のゆくえ」，第19回教育思想史学会，
大阪大学，2009年9月。（口頭発表）

・�平石晃樹，「後期レヴィナスにおける「無益」な苦しみ――その人間形成論的意義についての一考察」，
第51回教育哲学会，慶應義塾大学，2008年10月。（口頭発表）
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  専門分野 
教育方法学，教育課程論，比較教育学

  専門分野キーワード 
後期中等教育，スウェーデン，教育評価

  著書 
・�『スウェーデンにおける高校の教育課程改革―専門性に結びついた共通性の模索―』新評論，2016年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『岐路に立つ移民教育―社会的包摂への挑戦―』ナカニシヤ出版，2016年。（分担，193-208頁）
・�共著：『グローバル化時代の教育評価改革―日本・アジア・欧米を結ぶ―』日本標準，2016年。（分担，
64-75頁，100-111頁）

・�共著：『新しい教育評価入門―人を育てる評価のために―』有斐閣，2015年。（分担，228-229頁）
・�共著：『教育方法学研究ハンドブック』学文社，2014年。（分担，410-413頁）
・�共著：『パフォーマンス評価―思考力・判断力・表現力を育む授業づくり―』ぎょうせい，2011年。（分担，
98-99頁，167-168頁）

・�共著：『〈新しい能力〉は教育を変えるか―学力・リテラシー・コンピテンシー―』ミネルヴァ書房，2010
年。（分担，228-250頁）

・�共著：『活用する力を育てる授業と評価　中学校　パフォーマンス課題とルーブリックの可能性』学事
出版，2009年。（分担，73頁）

  翻訳 
・�共訳：『知識社会の学校と教師―不安定な時代における教育』金子書房，2015年。（分担，61-109頁）
・�共訳：『パフォーマンス評価入門―「真正の評価」論からの提案』ミネルヴァ書房，2012年。（分担，ⅲ-
ⅳ頁，91-106頁，137-151頁）

・�共訳：『変革を生む研修のデザイン―仕事を教える人への活動理論』鳳書房，2010年。（分担，69-102頁）
・�共訳：『スタンダードからルーブリックへの6つのステップ（平成19-21年度　科学研究費補助金基盤
研究C「リテラシーの育成をめざす評価規準と評価方法の開発」中間報告書）』2009年。（分担，1-10頁，
119-120頁）

  論文・研究ノート 
・�論文：「EUにおけるキー・コンピテンシーの策定とカリキュラム改革」『金沢大学人間社会学域学校教育
学類紀要』第7号，2015年，23-32頁。（査読有）

・�論文：「スウェーデンの高校における徒弟教育の導入」名古屋大学大学院教育発達科学研究科　技術・職
業教育学研究室『技術教育学の探求』第12号（科学研究費補助金基盤研究B「北欧における職業教育･訓練
の改革に関する総合的研究�:�新しい「徒弟訓練」を中心に」中間報告書(その1)），2015年，10-18頁（査
読無）

・�解説（共著）：「北欧諸国はPISAをどう分析しているのか」国立教育政策研究所『【抄訳】PISAを照らす北欧
のオーロラ―読解力を中心に（PISA2009年調査）―』国立教育政策研究所，2015年3月，3-17頁．

・�論文：「スウェーデンにおける全国学力テスト支持の背景―標準テストからナショナル・テストへの転
換を中心に―」『北ヨーロッパ研究』第8巻，2012年，63-72頁。（査読有）

・�論文：「学習成果認定の広がりと高校教育への影響―スウェーデンにおける溶接資格に焦点を当てて」
『教育目標・評価学会紀要』第22号，2012年，53-62頁。（査読有）
・�論文：「継続的な共同授業研究がもたらす大学院生の学び――算数の単元『変わり方』への関わりを事例
として――」京都大学大学院教育学研究科教育方法学講座『教育方法の探究』第13号，2010年，33-40頁。
（査読無）

本所　恵　（ホンジョ　メグミ）　准教授
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・�論文：「スウェーデンの高校における必修科目の教育目標―数学の全国学力テストの検討を中心に―」
『教育方法学研究』第34巻，2009年，13-24頁．（査読有）
・�論文：「スウェーデンの高校カリキュラムにおける選択制―「選択の自由」と「希望進路の実現」の関連に
焦点をあてて―」『京都大学大学院教育学研究科紀要』第55号，2009年，405-418頁。（査読有）

・�論文：「スウェーデンの全国学力テストにおけるパフォーマンス課題―数学のグループ・ディスカッショ
ンを評価する―」『教育目標・評価学会紀要』第19号，2009年，16-26頁。（査読有）

・�論文：「スウェーデンの総合制高等学校における普通教育と専門教育の関連づけ―職業系課程のカリ
キュラム分析を中心に―」『京都大学大学院教育学研究科紀要』第54号，2008年，220-233頁。（査読有）

・�論文：「スウェーデンの総合制高等学校における教育課程改革―履修方式の転換に焦点をあてて―」『カ
リキュラム研究』第17号，2008年，1-14頁。（査読有，日本カリキュラム学会研究奨励賞受賞）

・�論文：「スウェーデンにおける高校選択―進路選択ガイドの検討より―」『教育方法の探究』第11号，
2008年，33-40頁。

  その他 
・�「戸野塚厚子『スウェーデンの義務教育における「共生」のカリキュラム』明石書店，2014年」『カリキュ
ラム研究』第24号，2015年，61頁。（図書紹介）

・�「太田美幸『生涯学習社会のポリティクス―スウェーデン成人教育の歴史と構造―』新評論，2011年」立
教大学文学部教育学科『立教大学教育学科研究年報』第55号，2012年，104頁。（図書紹介）

・�「数学化サイクルと読解のプロセス」『授業研究21』明治図書，2009年4月号，27-28頁。
・�「スウェーデンの高校における職場実習の取り組み―企業と学校との連携による職業教育―」Benesse
教育研究開発センター『BERD』No.12，2008年，36-41頁。

  口頭発表・ポスター発表 
・�“General�Education�and�Specialized�Education�in�Upper�Secondary�Education:�Lessons�from�High�
School�Reforms�in�Sweden”�NFRF/NERA�2016,�Paper�Presentation,�Helsinki,�University�of�Helsinki,�
2016/03/09.

・�「スウェーデンにおける移民難民の子どもたちの学習権保障」『日本比較教育学会　第52回大会』ラウン
ドテーブル（欧州難民危機における子どもの学習権保障に向けた各国の対応）報告，大阪大学，2016年
6月27日。

・�「スウェーデンにおける教育課程の変遷―後期中等教育に焦点をあてて」『日本比較教育学会　第51回
大会』自由研究発表，宇都宮大学，2015年6月14日。

・�「国を超えたキー・コンピテンシーの光と影―OECDとEUの経験より―」『日本教育方法学会　第50回
大会』課題研究Ⅰ（キー・コンピテンシーと学力を問い直す）広島大学，2014年10月11日。

・�「北欧はPISAをどのように分析してきたか？―北欧諸国共同での報告書の検討より―」『日本比較教育
学会　第50回大会』ラウンドテーブル「北欧諸国は国際学力調査をどう活用しているのか―PISAを中心
に―」企画・報告，名古屋大学，2014年7月11日。

・�「スウェーデンの後期中等教育における多様性と共通性―教育の質保証のありかたに着目して―」『日本
比較教育学会　第50回大会』自由研究発表，名古屋大学，2014年7月13日。

・�「スウェーデンにおける学齢期の移民に対する学校教育」『北ヨーロッパ学会　第12回大会』分科会1
「スウェーデンにおける移民政策の現状と社会統合—教育と就労支援を切り口として」，立命館大学，
2013年11月16日。

・�「スウェーデンの高校と職業」『日本比較教育学会第48回大会』ラウンドテーブル「北欧における教育と
職業―教育から労働市場への移行の問題を中心として―」報告，九州大学，2012年6月15日。

・�「スウェーデンにおける学力評価の歴史的展開と現状―ナショナル・テストのジレンマと可能性―」『北
ヨーロッパ学会　第10回大会』自由論題，酪農学園大学，2011年10月22日。

・�「中道右派政権下のスウェーデンにおける学力テスト政策の変容―ナショナル・テストの機能に注目し
て―」『教育目標・評価学会　第22回大会』自由研究発表，奈良教育大学，2011年11月20日。
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  専門分野 
教育社会学

  専門分野キーワード 
職業教育，貧困，東日本大震災，戦後教育

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆：『技術・職業教育学者　佐々木享先生　追悼集　人間いたるところ青山あり』大空社　
2016/05　佐々木享先生追悼集編集委員会編　（分担：153-169）

・�分担執筆：『系統看護学講座　基礎　教育学』医学書院　2015/03　木村元編著　（分担：194-204）
・�分担執筆；『講座　教育実践と教育学の再生　別巻　戦後日本の教育と教育学』かもがわ出版　
2014/10　教育科学研究会編　（分担：82-103）

・�分担執筆：『格差社会における家族の生活・子育て・教育と新たな困難�（低所得者集住地域の実態調査か
ら）』旬報社　2014/02　長谷川裕編著　（分担：96-101,163-196,221-225）

・�共編著：『「復興」と学校　被災地のエスノグラフィー　岩波書店　2013/11　清水睦美・堀健志・松田
洋介編（分担：39-68,127-160,249-252）

・�共編著：『ペダゴジーの社会学　バーンスティン理論とその射程』　学文社　2013/06久冨善之，小澤
浩明，山田哲也，松田洋介編著（分担：78-98）

・�分担執筆：『教育改革の社会学ー犬山市の挑戦を検証する』岩波書店　2011/12　苅谷剛彦，堀健志，
内田良編（分担：149-170）

・�分担執筆『青年の社会的自立と教育－高度成長期の日本における地域・学校・家族』大月書店　2011/03　
橋本紀子，木村元，小林千枝子，中野新之祐編（分担：26-30,�36-52,�62-86,228-249）

・�分担執筆：『図説　教育の論点』旬報社　2010/12　久冨善之，長谷川裕，山﨑鎮親編　（分担：214-
221）

・�共著：『杉並区立「和田中」の学校改革』　岩波ブックレット　2008/10苅谷剛彦,�清水睦美,�藤田武志,�堀
健志,�松田洋介,�山田哲也�　（分担：75-88）

・�分担執筆：『教育社会学』学文社　2008/05久冨善之・長谷川裕編（分担：109-126）
・�共著：『教育改革を評価する　犬山市教育委員会の挑戦』岩波ブックレット　2006/10　苅谷剛彦,�安藤
理,�内田良,�清水睦美,�藤田武志,�堀健志,�松田洋介,�山田哲也（分担：57-61）

・�共著　『脱「中央」の選択　地域から教育課題を立ち上げる』岩波ブックレット　2005/10　苅谷剛彦，
清水睦美，藤田武志,�堀健志，松田洋介,�山田哲也（分担：49-61）

  翻訳 
・�共訳：『子どもの貧困と社会的排除　桜井書店　2010/05　渡邊雅男監訳，中村好孝，松田洋介共訳，（分
担：35-170,　295-315）

・�共訳『学校知識　カリキュラムの教育社会学　イギリス教育制度改革の批判的検討』明石書店　
2009/03　　久冨善之，松田洋介，他5名（142-176,212-254）

・�共訳『教師のアイデンティティと専門性：教育改革時代の国際比較調査と国際シンポジウム』2008/06　�
(分担:185-211)

・�共訳『世界社会フォーラム　帝国への挑戦』作品社　2004/12共訳　武藤一羊，小倉利丸，戸田清，大
屋定晴監訳

・�共訳『もう一つの世界は可能だ---世界社会フォーラムとグローバル化への民衆のオルタナティブ』　日
本評論社　2003/10　共訳　加藤哲郎監訳

  論文・研究ノート 
・�論文：「ひとり親たちの生活哲学：地方都市B市の公営住宅における子育て世帯へのインタビュー調査か

松田　洋介　（マツダ　ヨウスケ）　准教授
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ら」『唯物論研究年誌』　20号　91-121頁　2015/10　（依頼論文）
・�論文：「被災地の学校文化：陸前高田市立H中学校のエスノグラフィー」『生活指導研究』32号号　65-74
頁　2015/09（依頼論文）

・�論文：「「閉じられた競争」の成立と進路指導問題の変容－1970年代以降の全国進路指導研究会の展開
に焦点をあてて－」『教育目標・評価学会紀要』24巻　32-39頁　2014/11　（依頼論文）

・�書評：「＜学校から職業社会へ＞の黎明期にみるペダゴジーの地殻変動―木村元編著『人口と教育の動
態史―1930年代の教育と社会』を読む」　＜教育と社会＞研究　第20号号　pp.45-47頁　2010/11　
（依頼論文）
・�論文：「職業教育という＜教育＞言説－バーンスティン理論からみる職業教育の機能と様態(1)」『〈教育
と社会〉研究』18巻　53-61頁　2008/08　（査読有り）

・�論文：「「全国学力テスト」の政治をどのようにとらえるか―公教育の評価システムの揺らぎと再編とい
う視点から」『教育目標・評価学会紀要』17巻　38-45頁　2007/12　（依頼論文）

・�論文：「1970年代高等学校政策の再検討-職業教育と普通教育の葛藤に着目して」『<教育と社会>研究』
12号　32-40頁　2002/08　（査読有り）

  その他 
・�「闘争の舞台としての学校」『生活指導』723巻　2015年12／1月号号　6-13頁　2015/11　
・�「生活主体としての貧困家族」『生活指導』716号　42-47頁　2014/10
・�「教育格差の批判はいかにして可能か」『人間と教育』79号　96-103頁　2013/09　
・�「「子どもの貧困」の現代的な姿を把握するために」『生活指導』684号　106-109頁　2010/11
・�「現代の育児雑誌と家族の教育戦略--「戦後家族モデル」崩壊の後に」『教育』58巻11号82-35頁　
2008/10　

・�「新自由主義の時代に近代学校批判を継承する－1970年代以降の教育学の課題」『教育』2013/04

  口頭発表・ポスター発表 
・�「2010�年代における生活困難層の生活・教育・ネットワークの変容�―B�市�A�団地の子育て世帯に対す
る追跡調査より―」(会議名：日本教育社会学会第68回大会)(2016/09/17)　共同発表

・�「課題研究Ⅰ　戦後の教育政治を問い直す　教育研究運動は近代学校批判をどのように受け止めたの
か」(会議名：日本教育社会学会第67回大会)(2015/09/09)

・�「戦後民間教育運動における技術教育論の射程－高度成長期の技術教育研究会の展開に焦点をあてて
－」(会議名：日本教育学会第74回大会)(2015/08/30)

・�「特別課題研究②戦後教育学の遺産の記録－担い手への聞き書き調査を中心に　戦後教育学と技術教
育－佐々木享氏の聞き書きから」　(会議名：日本教育学会第73回大会)(2014/08/24)

・�「課題研究　ポスト高度成長期の民間教育実践における「目標・評価」の検討－階級・階層的不平等への
取組に焦点を当てて－　　「閉じられた競争」の成立と進路指導問題の変容―全国進路指導研究会の展
開に焦点を当てて－」(会議名：教育目標評価学会第24回大会)(2013/11/30)

・�「戦後民間教育運動における進路指導問題の構造とその変容―1960-70年代における全国進路指導研
究会の展開に焦点をあてて」日本教育学会第71回大会於名古屋大学　2012/8/26　(2012)全て表示

・�「「復興」と義務教育－被災地の現在と教育研究の課題－」第64回　日本教育社会学会大会　於�同志社
大学　2012年10月27日　清水睦美・日下田岳史・堀健志・松田洋介・妹尾渉・山本宏樹の共同発表。�
(2012)

・�「東日本大震災と教育行財政―被災地の学校支援活動・子ども支援活動を通して―」日本教育社会学会
第63回研究大会　於�：お茶の水女子大学　2011年9月25日　清水睦美・松田洋介・堀健志の共同発表�
(2011)

・�「低所得者向け大規模団地における家族の生活と子育て――1989年調査の追跡と2010年調査との比較
から――」(日本生活指導学会第29回研究大会，共同発表，口頭発表）�(2011)

・�「東日本大震災と教育行財政―被災地の学校支援活動・子ども支援活動を通して―」(日本教育社会学会
第63回研究大会，共同発表，口頭発表）�(2011)





総合人文社会
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  専門分野 
東アジア国際関係史，中国近現代史，イギリス帝国史

  専門分野キーワード 
香港，アヘン，威海衛

  著書 
・�『アヘンと香港　1845-1943』東京大学出版会，2016年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『香港を知るための60章』吉川雅之・倉田徹編，明石書店，2016年。（分担：第2章）
・�共著：History�in�British�History:�Proceedings�of�the�Seventh�Anglo-Japanese�Conference�of�Historians,�
held�at�Trinity�Hall,�University�of�Cambridge,�11-14�September�2012,�ed.�Kazuhiko�Kondo,�Evis�Sys-
tems,�2015.（分担：271-284頁）

・�共著：『総合研究　辛亥革命』辛亥革命百周年記念論集編集委員会編，岩波書店，2012年。（分担：第5
部第4章）。

・�共著：『帝国の長い影―20世紀国際秩序の変容』木畑洋一・後藤春美編，ミネルヴァ書房，2010年（分担：
第7章）。

  翻訳 
・�単独訳：リンダ・グローブ「21世紀の『華北農村慣行調査』『華北の発見』，村本庄比佐子・内山雅生・久
保亨編，東洋文庫，2013年，277-304頁。

・�単独訳：ルイージ・カヤーニ「コスモポリタニズム・ナショナリズム・ヨーロッパ主義」『歴史学研究』第
815号，2006年6月，17-23頁。

  論文・研究ノート 
・�書評：「書評　新村容子著『アヘン戦争の期限ー黄爵滋と彼のネットワーク』」『史学雑誌』第124巻第12
号，2015年12月，80－87頁。（依頼論文／査読あり）

・�書評：「書評　村上衛著『海の近代中国—福建人の活動とイギリス・清朝』」『西洋史学』第255号，2014
年12月，69-71頁。（依頼論文）

・�書評：「書評　鈴木楠緒子『ドイツ帝国の成立と東アジア—遅れてきたプロイセンによる「開国」』」『歴史
の理論と教育』第142号，2014年8月，43－48頁。（依頼論文）

・�論文：「戦間期香港におけるアヘン「密輸」問題－H.�M.�H.�ナマーズィーへのイギリスの対応を中心に」
『国際関係論研究』第29号，2012年9月　29-47頁。（査読あり）
・�論文：「戦間期香港におけるアヘン専売制度の運営—極東アヘン調査委員会を中心に」『国際政治』第169
号，2012年6月，126-138頁。（査読あり）

・�史料紹介：「香港・澳門の近代史関係史料について」『中国研究月報』第62巻第3号（721号），2008年3月，
31-42頁。（査読あり）

・�書評：「書評　後藤春美著『アヘンとイギリス帝国―国際規制の高まり　一九〇六〜四三年』」2006年12
月，『歴史評論』680号，86-90頁。

  その他 
・�共著：「台湾における日系企業等への訪問記録-2015年3月」『金沢大学経済論集』第36巻第1号，2015

古泉　達矢　（コイズミ　タツヤ）　准教授
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年12月，193－220頁。（訪問記録）
・�共著：「華北農村訪問調査報告（6）-2013年8月山西省L県G村，2014年8月山西省L県G村，H市T郷Y村，
D県J郷Y村」『東京学芸大学紀要　人文社会科学系Ⅱ』第66巻，2015年1月，75-85頁。（調査報告）

・�共著：「東南アジア・台湾における日系企業等への訪問記録—2014年3月」『金沢大学経済論集』第35巻
第1号，2015年1月，189-207頁。（訪問記録）

・�共著：「華北農村訪問調査報告（5）-2013年8月，山西省P県D村」『東京学芸大学紀要・人文社会科学系
II』第65巻，2014年1月，61-70頁。（調査報告）

・�「史料・文献紹介　貴志俊彦編著『近代アジアの自画像と他者—地域社会と「外国人」問題』」『歴史学研究』
第902号，2013年2月，62頁。（文献紹介）

・�「澳門（マカオ）書店ガイド」『アジア研究情報ゲートウェイ』（http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/html/
guide/china/macau_s_f.html），2008年1月。（オンライン・リソース）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“The�Opium�Retail�System�in�Hong�Kong,�1845–1943”�会議名：Anglo-Japanese�Conference�of�Histo-
rians,�2012（2012年9月11日，Cambridge,�U.�K.）.

・�「20世紀初頭の香港におけるアヘン小売制度の転換について」会議名：辛亥革命百周年記念東京会議
（2011年12月4日，東京大学駒場キャンパス）。
・�「社会経済史関係史料（1）」シンポジウム名：東文研シンポジウム・東洋文化研究所404号室旧蔵東アジ
ア社会経済史・法史関連資料整理報告（2009年6月4日，東京都文京区）。

・�「戦間期香港におけるアヘン『密輸』問題——ナマーズィー商会に対するイギリスの認識を中心に」会議
名：日本国際政治学会2008年度研究大会（2008年10月24日，茨城県つくば市）。

・�「20世紀香港における阿片貿易『問題』の再検討——あるペルシア阿片商に着目して」ワークショッップ
名：滋賀大学経済学部ワークショップ（2008年3月31日，滋賀県彦根市）。
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  専門分野 
イギリス帝国史，中東研究

  専門分野キーワード 
帝国，アラビア半島，脱植民地化，史料，

  著書 
・�Britain�and�the�Formation�of�the�Gulf�States:�Embers�of�Empire,�Studies�in�Imperialism�Series,�Man-
chester:�Manchester�University�Press,�2016.（地域研究コンソーシアム登竜賞受賞）

  共著，共編著，編著 
・�共著：History�in�British�History,�Kazuhiko�Kondo�(ed),�Tokyo:�Elvis�Systems,�2015（分担：pp.�285-
301）（査読有）

・�共著：Islam�and�Multiculturalism:�Exploring�Islamic�Studies�within�a�Symbiotic�Framework,�Kazuaki�
Sawai,�Yukari�Sai�and�Hirofumi�Okai�(eds),�Tokyo:�Organization�for�Islamic�Area�Studies,�Waseda�Uni-
versity,�2015（分担：pp.�73-84）

・�共著：『グローバル・スポーツの課題と展望』早稲田大学スポーツナレッジ研究会（編）創文企画，2014
年（分担：88-98頁）

・�共著：Islam�and�Multiculturalism:�Islam,�Modern�Science�and�Technology,�Asia-Europe�Institute�et.�
al.�eds.,�Tokyo:�Organization�for�Islamic�Area�Studies,�Waseda�University,�2015（分担：pp.�149-158）

・�共著：Islam�and�Multiculturalism:�Between�Norms�and�Forms,�Tokyo:�Organization�for�Islamic�Area�
Studies,�Waseda�University,�2012（Fukami�Naoko氏と共同で全体編集，分担執筆：pp.�133-140）

  論文・研究ノート 
・�論文：「国家と集合的記憶：UAE建国40周年記念ロゴの謎」『UAE』55号，2014年（査読有）
・�論文：‘The�Sportification�of�Judo:�Global�Convergence�and�Evolution’,�Journal�of�Global�History,�vol.�8,�
no.�2,�2013（査読有）

・�論文：‘Mapping�for�Modernity:�An�Arabist�in�Arabia,�1953-1955’,�The�East�Asian�Journal�of�British�
History,�vol.�2,�2012（査読有）

・�論文：「ペルシャ湾保護国とイギリス帝国：脱植民地化の再検討」『国際政治』164号，2011年（査読有）
・�論文：‘Britain’s�Decision�to�Withdraw�from�the�Persian�Gulf,�1964-68:�A�Pattern�and�a�Puzzle’,�Journal�
of�Imperial�and�Commonwealth�History,�vol.�37,�no.�1,�2009（査読有）

・�書評：‘S.B.�Kelly�(ed),�Fighting�the�Retreat�from�Arabia�and�the�Gulf,�The�Collected�Essays�and�Reviews�
of�J.B.�Kelly’,�Journal�of�Arabian�Studies,�vol.�4,�no.�1,�2014（依頼原稿）

・�書評：‘Barbara�J.�Keys,�Globalizing�Sport:�National�Rivalry�and�International�Community�in�the�1930s,�
Cambridge,�MA:�Harvard�University�Press’,�Sport�in�History,�vol.�31,�no.�4（依頼原稿）

  その他 
・�「忘れたはずの記憶：新出資料『イギリス帝国の遺産作戦』関連文書群」東京大学東洋文化研究所ウェブ
サイト『アジア学の最前線』，2015年（一般向けウェブサイト）

・�「イスラーム地域研究若手研究者の会」東京大学東洋文化研究所ウェブサイト『アジア学の最前線』，
2014年（一般向けウェブサイト）

・�「辻上奈美江『現代サウディアラビアのジェンダーと権力：フーコーの権力論に基づく言説分析』福村出

佐藤　尚平　（サトウ　ショウヘイ）　准教授
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版」『イスラーム地域研究ジャーナル』4号，�2012年（新刊紹介）
・�「Steffen�Hertog,�Princes,�Brokers�and�Bureaucrats:�Oil,�and�the�State�in�Saudi�Arabia,�Ithaca,�NY:�Cor-
nell�University�Press」『イスラーム地域研究ジャーナル』4号，2012年（新刊紹介）

・�「松尾昌樹『湾岸産油国：レンティア国家のゆくえ』講談社」『イスラーム地域研究ジャーナル』3号，
2011年（新刊紹介）

・�「京都国際会議レポート：プレナリーセッションⅠ」『イスラーム地域研究ジャーナル�』3号，2011年（新
刊紹介）

・�‘Identities�and�Perceptions�over�the�Danish�Cartoon’,�International�Affairs�Journal�(University�of�Cali-
fornia,�Davisウェブサイト)�,�2006（ウェブ論評）

・�「小松久男・小杉泰編『現代イスラーム思想と政治運動』東京大学出会」『史学雑誌』114編4号，2005年（新
刊紹介）

  口頭発表・ポスター発表 
・�‘Rebellion�and�Retreat:�The�Late�1960s�in�the�United�Arab�Emirates’,�conference�paper�presented�at�
Revisiting�1968�and�the�Global�Sixties�Conference�held�at�New�York�University�Abu�Dhabi,�20�Sep-
tember�2016（招待有）

・�‘Exploring�a�revisionist�history�of�decolonization:�FCO�141�and�the�“Operation�Legacy”’,�conference�
paper�presented�at�Britain�and�the�World�Conference�2016�held�at�Kings�College�London,�24�June�
2016.（査読有）

・�‘The�“Secret”�Agreement�of�July�1971:�Abu�Dhabi,�Dubai�and�Britain’,�conference�paper�presented�at�
World�Congress�for�Middle�Eastern�Studies,�Ankara,�August�2014（査読有）

・�‘Globalization�of�Judo’,�visiting�lecture�given�at�Albukhary�International�University,�January�2013（招待
講演）

・�‘Between�Water�and�Oil:�An�Environmental�History�of�the�Buraimi�Oasis�Dispute,�1952-1955’,�confer-
ence�paper�presented�at�Middle�East�Studies�Association,�November�2012（査読有）

・�‘Global�History�for�International�Relations’,�conference�paper�presented�at�British�International�Studies�
Association�and�International�Studies�Association�Joint�Conference,�June�2012（査読有）

・�‘Politics�of�Standardization:�British�Empire�and�the�Evolution�of�Sovereignty�in�the�Middle�East’,�con-
ference�paper�presented�at�International�Studies�Association�Annual�Meeting,�April�2012（査読有り）

・�‘Mapping�Water�and�Oil:�Changing�Conceptions�of�Territoriality�in�the�Mid-Twentieth�Century�Arabian�
Peninsula’,�conference�paper�presented�at�2012�American�Society�for�Environmental�History�Confer-
ence,�March�2012（査読有）

・�‘Sovereignty�and�the�British�Empire�in�the�Middle�East’,�conference�paper�presented�at�77th�Annual�
Meeting�of�the�Southern�Historical�Association,�October�2011（査読有）

・�‘Towards�the�Nixon�Doctrine,�1964-1971’,�conference�paper�presented�at�Annual�Meeting�of�the�Soci-
ety�for�Historians�of�American�Foreign�Relations,�June�2009（査読有）
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  専門分野 
ジェンダー統計論

  専門分野キーワード 
ジェンダー，社会統計学，男女間賃金格差

  共著，共編著，編著 
・�共著：杉橋やよい（2015）「労働条件」男女共同参画統計研究会編『男女共同参画統計データブック－日
本の女性と男性2015－』，pp.49-62.

・�共著：米澤香･安井浩子･杉橋やよい・金子治平（2012）「イギリスの社会保障制度の現状と課題」(財)統
計情報研究開発センター『政府統計データを利用した労働・家計に関する研究―「統計分析プロジェク
ト」研究成果報告―』，pp.95-136

・�共著：杉橋やよい（2012）「労働条件」独立行政法人国立女性教育会館・伊藤陽一編『男女共同参画統計
データブック－日本の女性と男性2012－』ぎょうせい，pp.49-62.

・�共著：杉橋やよい（2009）「ジェンダー予算とは何か」長野ひろ子・松本悠子編著『ジェンダー史叢書6　
経済と消費社会』赤石書店，pp.304-305.

・�共著：杉橋やよい（2009）「ジェンダー統計の現状と課題―日本を中心に―」杉森滉一・木村和範編『社会
の変化と統計情報』北海道大学図書刊行会，pp.151-170.

・�共著：杉橋やよい（2009）「労働条件」独立行政法人国立女性教育会館・伊藤陽一編『男女共同参画統計
データブック－日本の女性と男性2009－』ぎょうせい，pp.49-64.

・�共著：米澤香･安井浩子･杉橋やよい・金子治平（2009）「統計データでみる世帯別所得分布」米澤香･安
井浩子･金子治平･岩井浩･池田伸･村上雅敏『家計所得の国際比較―「統計分析プロジェクト」研究成果報
告―』(財)統計情報研究開発センター，pp.93-111.

・�共著：杉橋やよい（2009）「ジェンダーに関する統合指数の検討―ジェンダー･ギャップ指数を中心に―」
戒能民江編著『ジェンダー･ポリティックス』〔「ジェンダー研究のフロンティア」シリーズ�第1巻〕，作品
社，pp.230-249.

・�共著：杉橋やよい（2009）「単身家計・共稼ぎ家計と女性の経済力」伊藤セツ・川島美保編『三訂�消費生活
経済学』光生館，pp.63-76.

・�共著：杉橋やよい（2006）「労働条件」「意思決定」独立行政法人国立女性教育会館・伊藤陽一編『男女共同
参画統計データブック－日本の女性と男性2006－』ぎょうせい，pp.49-64.

・�共編：独立行政法人国立女性教育会館・伊藤陽一・杉橋やよい編（2003）『男女共同参画統計データブッ
ク－日本の女性と男性2003－』ぎょうせい，pp.49-64.

・�共著：Sugihashi,�Y.�And�Dale,A(2016)�“Gender�Wage�Differentials�in�Britain�and�Japan”,�Ruspini,�Elis-
abetta�and�Dale,�Angela�“The�Gender�Dimension�of�Social�Change:�The�contribution�of�dynamic�re-
search�to�the�study�of�women’s�life�courses,�Bristol:�The�Policy�Press，pp.189-227.

・�共著：杉橋やよい（2001）「ジェンダーと統計分析」笹谷春美・小内透・吉崎祥司編『階級・ジェンダー・エ
スニシティー－21世紀の社会学の視角－』中央法規出版，pp.88-106.

・�共著：杉橋やよい（1998）「8�ジェンダー問題」木下滋・土居英二・森博美編『統計ガイドブック』大月書店，
pp.161-177.

  翻訳 
・�共訳：日本統計協会訳（2011）『世界の女性2010―傾向と統計―』（財）日本統計協会。（分担：「第2章�健康」
pp.21-50）
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・�共訳：伊藤陽一・杉橋やよい訳（2006）『世界の女性2005―統計における進展―』（財）日本統計協会。（分
担：「第2章�健康」「第4章�仕事」pp.25-42，57-82）

・�共訳：岩井浩・金子治平・近昭夫・杉森滉一（2003）『現代イギリスの政治算術－統計は社会を変えるか－』
北海道大学図書刊行会。（分担「4章　政府統計の秘匿：隠すための口実」，pp.38-49）

・�共訳：伊藤陽一・杉橋やよい訳（1994）『ジェンダー統計の現状III�ジェンダー明示的統計の世界規模での
改善』日本統計研究所・統計研究参考資料,�No.42。（分担：pp.38-57.）

・�共訳：伊藤陽一・杉橋やよい訳（1994）「「女性と統計」関連主要文献目次・序文等翻訳集」『日本統計研究
所・統計研究参考資料』,�No.39。

・�共訳：日本統計協会訳（2001）『世界の女性2000―傾向と統計―』（財）日本統計協会。（分担：「第3章�健康」
と「第4章　教育」pp.79-166）

・�共訳：伊藤陽一，中野恭子，杉橋やよい，水野谷武士，芳賀寛訳（1998）『女性と男性の統計論―変革
の道具としてのジェンダー統計―』梓出版。（分担「3章�ジェンダー問題に関する統計と指標」pp.41-56，
「付録2�1995年北京行動綱領におけるジェンダー統計該当項目」，「付録3ジェンダー問題に関する統
計と指標―各国のジェンダー統計出版物の例」pp.135-144.）

・�共訳：森ます美，居城舜子，川東英子，津田美穂子，川島美保，中川スミ，伊藤セツ，杉橋やよい訳（1996）
『フェミニズムと労働の間－コンパラブル・ワース運動の意義－」御茶の水書房。（分担　資料pp.271-
291.）

・�共訳：杉橋やよい，伊藤陽一，居城舜子訳（1995）『コンパラブル・ワースとジェンダー差別―国際的視
角から―』産業統計研究社。（分担5〜9章pp.34-100.　訳者あとがきpp.133-141.）

・�共訳：伊藤陽一編訳(1994)『女性と統計―ジェンダー統計論序説―』梓出版。（分担「13章ジェンダー明
示的統計の世界規模での改善」，pp.243-269.）

  論文・研究ノート 
・�共著：松川太一郎・御園謙吉・杉橋やよい（2011）「書評　岩崎俊夫著『社会統計学の可能性－経済理論・
行政評価・ジェンダー－』（法律文化社，2010年）」経済統計学会『統計学』，100号，査読無，pp.66-72

・�単著：杉橋やよい（2009）「男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界」法政大学『経済志林』査
読無，第76巻第4号，pp.53-79

・�単著：杉橋やよい（2007）「世界経済フォーラムによるジェンダー格差の統合指数―紹介と検討―」法政
大学日本統計研究所『研究所報』査読無，第35号，pp.11-26.

・�単著：杉橋やよい（2006）「ジェンダーと統計―ジェンダー統計の現段階と課題―」経済統計学会『統計
学―社会科学としての統計学第4集―』〔創刊50周年記念号〕，査読有，第90号，pp.247-257

・�共著：金子治平，山下裕歩，杉橋やよい(2006)「日本における男女別の就業形態選択行動―就業構造基
本調査のリサンプリング・データを用いて―」神戸大学農学部農業経済経営研究室『神戸大学農業経済』
第38号,�pp.25-32.

・�共著：金子治平，杉橋やよい，山下裕歩（2005）「正規・非正規雇用の年間所得格差の分解」大阪市立大
学『季刊経済研究』第28巻第1号，pp.19-32.

・�共著：金子治平･杉橋やよい･山下裕歩（2005）「雇用形態別に見た男女間所得格差の変化―リサンプリ
ング･データを用いた所得関数による要因分解―」法政大学日本統計研究所『研究所報』査読無，第34号，
pp.1-19

・�共著：杉橋やよい，金子治平(2004)「日本とイギリスにおける男女間の賃金/所得格差の要因分析」法政
大学日本統計研究所『研究所報』第32号，pp.137-159.

・�単著：杉橋やよい（2004）「『就業構造基本調査』からみた年間所得の男女間格差の要因分析―ブリン
ダー・ワハカ分解手法の限界に留意しながら―」女性労働問題研究会『女性労働研究』，査読無，第46号，
pp.83-95

・�単著：Sugihashi,�Y.（2001）”Gender�Wage�Differentials�and�‘Discrimination’�in�Britain�and�Japan”�Ph.D.�
thesis,�Manchester:�University�of�Manchester.
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・�共著：金子治平，杉橋やよい（2001）「「就業構造基本調査」による日本の男女所得格差の要因分析」『神
戸大学農業経済』第36号，pp.131-139.

・�共著：Iwai,�H,�Fujioka,�M,�Yoshinaga,�K�and�Sugihashi,�Y.(2000)�”A�Comparative�Study�of�the�Gender�
Factor�in�Employment�Structure�by�Industry�and�Occupation�in�Great�Britain�and�Japan�using�Mi-
cro-data�and�the�SPA�Method”,�Kansai�University�Review�of�Economics,No.4，pp.1-35.�

・�共著：Sugihashi,�Y.�and�Ito,�Y.（2000）“The�Current�Gender�Statistics�Situation�in�Japan�and�Measures�
for�Further�Development:�Focusing�on�the�period�in�the�latter�half�of�1990s”,�Statistics，No.79，査読有，
pp.1-14

  その他 
・�杉橋やよい（2002）「女性労働力率」「男女賃金格差」，『岩波女性学辞典』，岩波書店，2002年6月。

  口頭発表・ポスター発表 
・�単独：Sugihashi,�Y.�(2016)�“Gender�Statistics�in�Japan:�Focusing�on�natural�disasters”,�International�
Forum�on�Gender�Statistics�and�Policy,�in�Seoul,�Korea.�(Invited�by�Korean�Women’s�Development�In-
stitute)�.

・�単独：Sugihashi,�Y.�(2015)�“Wage�Surveys:�The�Tool�for�Understanding�Gender�Wage�Differentials?�
A�Japanese�Perspective”,�The�24th�International�Association�for�Feminist�Economics�Conference,�in�
Berlin,�Germany.�

・�単独：杉橋やよい（2010）「ジェンダー統計に関わる政府指針の検討―統計基本計画と第3次男女共同参
画基本計画(案)を中心に―」第54回経済統計学会全国研究総会（大分大学）

・�単 独：Sugihashi,�Y.�(2009)�“A�virtue�and�inherent�limitations�in�the�Blinder-Oaxaca�Decomposition�
Technique”,�The�18th�International�Association�for�Feminist�Economics�Conference,�in�Boston,�USA（ボ
ストン）

・�単独：Sugihashi,�Y.�(2009)�“The�Gender�Inequality�in�Income:�Examination�of�Male-Breadwinner�Model�
in�Japan”�The�56th�Session�of�International�Statistical�Institute（リスボン）

・�単独：杉橋やよい（2007）「ジェンダー統計から見た格差社会―男女間の収入格差に着目して―」フェミ
ニスト経済学日本フォーラム（お茶の水女子大学）（招待報告）。

・�単独：Sugihashi,�Y.�(2005)�“Examination�of�Unequal�Income�between�Women�and�Men�in�Japan�and�
Korea”�The�9th�International�Interdisciplinary�Congress�on�Women（ソウル）

・�共同：Sugihashi,�Yayoi,�Dale,�Angela�and�Elliot,�Jane(2002)”Gender�Wage�Differentials�in�Britain�and�
Japan”�The�International�Sociological�Association�Conference（ケルン）（分担　The�International�Con-
ference�on�Logic�and�Methodology:�Social�Science�Methodology�in�the�New�Millennium）

・�共同：Sugihashi,�Y�and�Dale,�A(2000)�“Statistics�in�Japan�and�Britain:�Focusing�on�labour�statistics”�
The�International�Association�for�Official�Statistics�Conference（ロンドン）

・�共同：Sugihashi,�Y.�and�Ito,�Y.（2000）”The�Current�Position�of�Gender�Statistics�in�Japan�and�Measures�
for�Further�Development:�focusing�on�the�period�in�the�latter�half�of�1990s”�General�Assembly�Special�
Session�Beijing+5（ニューヨーク）.（分担　The�session�of�Beijing+5:�Progress�in�gender�statistics（Panel�
Discussion）のInvited�Paper）
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  専門分野 
コミュニティ・デザイン，観光学

  専門分野キーワード 
観光まちづくり，伝統工芸，文化的景観

  論文・研究ノート 
・�研究ノート：「イタリアにおける芸術的文化的遺産としての伝統工芸」『立教大学観光学部紀要』18巻，
2016年。（査読無）

・�論文：Community�spaces�in�the�minds�of�traditional�craftsmen�in�a�pottery�village�in�Japan：�Frontiers�
of�Architectural�Research,�vol.4,�2015.（査読有）

・�論文：Potters'�Recognition�of�Areas�Appertaining�to�Pottery�Production�in�the�Village�of�Koishiwara：�
Proceedings�of�the�9th�International�Symposium�on�City�Planning�and�Environmental�Management�
in�Asian�Countries,�2014.（査読有）（Best�Paper�Award受賞）

・�論文：小石原焼の里における作陶に関わる文化的景観の変容に関する研究『都市計画学会論文集』　第
49巻第1号，2014年。（査読有）

・�論文：「肥前地域の窯業の現状と文化的景観の意義に関する考察」『九州産業大学工学部研究報告』第50
巻，2013年。（査読無）

・�論文：「伝統工芸と産地に関する研究‐原材料と技法に着目して‐」『東京工業大学学位論文』，　2012
年。（学位論文）

・�論文：Why�Art�Seeks�Community�and�Community�Seeks�Art?：the�Pacific�Rim�8th，Conference�Pro-
ceedings,�2012.（査読無）

・�論文：「大館曲げわっぱにみる伝統工芸と文化的景観に関する研究」『ランドスケープ研究』第75巻第5
号，2012年。（査読有）

・�論文：「関東における伝統工芸の原材料と産地に関する研究」『ランドスケープ研究』第74巻第5号，
2011。（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「北部九州の小石原焼・小鹿田焼における陶芸の伝統保全と産地の変容」会議名：国際シンポジウム「ア
ジアの伝統工芸の継承と革新」（2016年8月，広東省歌舞剧院）（口頭発表）

・�「Shared�place�for�pottery�as�a�representation�of�continuing�cultural�landscapes：�comparison�between�
tradition�and�modernization」（共同），会議名：22th�International�Symposium�on�Society�and�Resource�
Management（IASNR），（2016年6月，大分大学）（口頭発表）

・�「小石原と肥前地域の窯業の里に着目した文化的景観の意義に関する考察」（共同），会議名：土木学会
第10回景観・デザイン研究発表会，（2014年12月，大阪工業大学）（口頭発表）

・�「地域住民とともに考えるやきものの里のサインについて」（共同），会議名：土木学会第10回景観・デ
ザイン研究発表会，（2014年12月，大阪工業大学）（口頭発表）

・�「Cultural�landscape�of�a�Japanese�pottery�village�through�the�eyes�of�potters」（共同），会議名：20th�
International�Symposium�on�Society�and�Resource�Managemen（IASNR），（2014年6月，Leibniz�Uni-
versity�of�Hannover）（口頭発表）

・�「写真投影法による小石原皿山の文化的景観の把握と評価」（共同），会議名：日本景観生態学会第24回
金沢大会，（2014年6月，金沢市地場産業振興センター）（口頭発表）

・�「北部九州における窯業の現状とそれに基づく景観の意義：小石原と波佐見の比較」（共同），会議名：土

丸谷　耕太　（マルヤ　コウタ）　助教
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木学会西部支部研究発表会，（2014年3月，福岡大学）（口頭発表）
・�「写真投影法を用いた小石原焼の里の文化的景観の分析」（共同），会議名：土木学会西部支部研究発表会，
（2014年3月，福岡大学）（口頭発表）
・�「窯業の文化と景観」（共同），会議名：日本都市計画学会九州支部第2回都市計画サロン，（2013年7月，
福岡大学）（口頭発表）

・�「Cultural�landscapes�of�Japanese�pottery�villages�and�potters’�attitudes�toward�tradition」（共同）会議名：
19th�International�Symposium�on�Society�and�Resource�Management（IASNR），（2013年6月，�YMCA�
of�the�Rockies�in�Estes�Park）（口頭発表）



情  報  学
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  専門分野 
統計科学

  専門分野キーワード 
統計科学，ノンパラメトリック統計学，ビッグデータ，データマイニング

  著書 
・�ベイジアン・データマイニング（仮題）　単著　朝倉書店　出版予定　　2016年

  共著，共編著，編著 
・�技術革新と経済成長の相互関係に関する研究　増田智明　寒河江雅彦　森谷政視ほか，(財)総合研究
開発機構,�1-182，1986年

・�通念の変革と新創出力　－NRIニューパラダイム－　分担執筆　野村総合研究所�1987年
・�閉塞突破の経営戦略　－事業創造のニューパラダイム－　共著　野村総合研究所�1987年
・�経営戦略百科　第3巻,　代表執筆者　山城章,�共著,　ぎょうせい，�543-548,�1988年
・�まち全体の情報化　まちづくりゼミナール　寒河江雅彦　VOL.3　(財)埼玉総合研究機構,�1-32,�1989
年

・�理工学辞典　分担執筆　日刊工業新聞社,�1995年

  論文・研究ノート 
・�「Polynomial�Histogram�による多次元ノンパラメトリック確率密度推定」　寒河江雅彦，野呂拓矢，デ
ビッド・スコット，日本統計学会誌，第38巻,�第2号,�265－298，2010�（査読有）

・�「カーネル・データスカッシング－カーネル密度推定法のデータマイニングへの応用－」，小暮厚之，
寒河江雅彦，日本統計学会誌，第38�巻,�第2�号,�243－264，2010�（査読有）

・�Asymptotic�property�of�wrapped�Cauchy�kernel�density�estimation�on�the�circle,�Y.�Tsuruta�and�M.�Sa-
gae，Bulletin�of�Informatics�and�Cybernetics,�accepted�2016.（査読有）

・�特徴抽出データを用いたカーネル密度推定法をよる非線形判別法，山本けい子（岐阜大），寒河江雅彦（金
沢大），研究集会「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」，p.89-102,�2013年.�（査読無）

・�カーネル密度推定を用いた手書き文字の非線形判別法，山本けい子（岐阜大），寒河江雅彦（金沢大），
研究集会「第15回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」，p.89-96,�2014年.�（査読無）�

・�確率変動を含む産業連関表分析に関する考察　－金沢大学の地域経済波及効果の分析－,�寒河江雅彦，
金沢大学経済論集，査読無，第34巻，第2号,�p.347-400,　2014年（査読無）

・�ネットワーク上のカーネル密度推定，鶴田靖人（金沢大），寒河江雅彦（金沢大），研究集会「第15回ノ
ンパラメトリック統計解析とベイズ統計」，2015年.�（査読無）�

・�ノンパラメトリック確率密度関数と局所モーメント　寒河江雅彦(金沢大人間社会研究域)，2010，日
本数学会　秋季総合統計数学分科会，特別講演，予稿集，121-132.　2010，日本数学会リポジトリー
掲載予定，査読無

・�「ヒストグラムにおけるAnchor�Positionの選択法」　寒河江雅彦，山本敏寛，金沢大学経済論集，2号，
267-288，2010，査読無

・�国立大学法人の戦略的資金調達と信用貸付，白石弘幸，寒河江雅彦，金沢大学経済論集，査読無，第32巻，
p.1-34,2012.

・�携帯電話の日本語入力におけるT9方式とMulti-Tap方式の分析,　寒河江雅彦（金沢大），大前琢己（岐阜
大学），金沢大学ディスカッションペーパー，査読無,p.1-10,�2012.

寒河江　雅彦　（サガエ　マサヒコ）　教授
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・�カーネル密度推定法を用いた数字認識法の検討，山本けい子（岐阜大），寒河江雅彦（金沢大），研究集
会「第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」予稿集,査読無，93-104,�2012.�

  口頭発表・ポスター発表 
・�産業連関表データに基づく地域クラスタリング分析の試み�山本けい子�，寒河江雅彦�2016年度�統計
関連学会連合大会，金沢大学，2016．9．6

・�方向カーネル密度推定量�-�高次オーダーカーネルとその漸近的性質-�鶴田靖人　寒河江雅彦，2016年
度�統計関連学会連合大会，金沢大学，2016．9．7

・�方向カーネル密度推定量におけるバンド幅推定法�鶴田靖人�寒河江雅彦�，2016年度�統計関連学会連
合大会，金沢大学，2016．9．

・�名称　日本オペレーションズ・リサーチ学会�中部支部研究会，平成26年11月30日（日），会場　金沢
学院大学�サテライト教室，�「統計的非線形判別分析法とその周辺」　寒河江雅彦

・��国民健康保険データベースを用いた災害時要援護者の避難シミュレーション分析，日本地震工学会，
2016.9.26，共著

・�クルーズ客の観光行動分析　〜カーネル密度推定を用いた検討〜，土木計画学研究委員会（第53回土
木計画学研究発表会（春大会）2016年5月29日，共著

・�交通インフラの整備状況が高齢者の疾患発症に与える影響評価―国民健康保険データベースを用い
て―，第53回土木計画学研究発表会（春大会），2016年5月29日，�北海道大学，共著

・�大規模地震に備えた災害時要援護者の医療支援に関する一考察〜国民健康保険データベースを用い
て〜，第35回　日本自然災害学会　学術講演会　2016年9月20日，共著

・�GIS活用講座（実践編），開催日時�平成28年7月6日（水）〜8月3日（水）　主催（共催）�石川県統計協会（石
川県県民交流課統計情報室内）�金沢大学COC事業，タイトル「ビッグデータで変わる地域社会」，（基調
講演）

・�ノンパラメトリック確率密度関数と局所モーメント　寒河江雅彦，2010，日本数学会　秋季総合統計
数学分科会，2010，（特別講演）�





環  境  学
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  専門分野 
エコロジー経済学

  専門分野キーワード 
社会生態システム，共進化論，レジリエンス

  共著，共編著，編著 
・�共著『共生社会Ⅰ　共生社会とは何か』尾関周二他編，農林統計出版，2016年。（分担：第Ⅱ部第6章）
・�共著『平成合併を検証する　白山ろくの自治・産業・くらし』横山壽一他編，自治体研究社，2015年。（分
担：第4章）

・�共著『＜農＞と共生の思想　＜農＞の復権の哲学的探求』尾関周二他編著，農林統計出版，2011年。（分
担：第Ⅰ部第4章）

・�共著『哲学から未来をひらく3　共生と共同，連帯の未来　21世紀に託された思想』藤谷秀他編　青木
書店　2009年。（分担：第3部第9章）

・�共著『唯物論研究年誌14　地域再生のリアリズム』唯物論研究協会編，青木書店，2009年。（分担：
32-57ページ）

・�共著『環境思想キーワード』尾関周二他編著，青木書店，2005年。（分担：コモンズ，南北問題と環境破壊）
・�共著『新版　環境と人間の経済学』桂木健次他編著，ミネルヴァ書房，2005年。（分担：第2部第4章共
進化の視点に立った統合型環境政策）

・�共著『唯物論研究年誌7　所有をめぐる＜私＞と＜公共＞』唯物論研究協会編，2002年。（分担：101-
124ページ）

・�共著『環境と人間の経済学』桂木健次他編著，ミネルヴァ書房，1996年。（分担：第2部第4章環境保全
のための経済政策）

・�共著『石川県史現代篇（6）』石川県史編さん室編，1995年。（分担：社会篇第4章開発と環境）

  論文・研究ノート 
・�研究ノート：「ハイエク『感覚秩序論』をどのように読むか：人間観とシステムの学習／適応に関連して」
『金沢大学経済論集』第34巻第2号，2014年。（査読無）
・�論文：「H・アーレントとともに安藤昌益を読む　アーレントの「世界」と「労働」の再構築」『環境思想・教
育研究』第7号，2014年。（依頼論文）

・�論文：「「労働と言語的コミュニケーション」視座の可能性　システム論からの検討」『時代の思想の転換
とともに　尾関周二教授退官記念論集』，2012年。（依頼論文）

・�論文：「バイオリージョン経済（6）　共進化様式を軸とする政治経済学的エコロジー経済学の構想」『金
沢大学経済論集』第29巻第2号，2009年。（査読無）

・�論文：「バイオリージョン経済（5）　エコロジー経済学と生態地域主義」『金沢大学経済論集』第26巻第1
号，2006年。（査読無）

・�論文：「バイオリージョン経済（4）　エコロジー経済学と生態地域主義」『金沢大学経済論集』第24巻第2
号，2004年。（査読無）

・�論文：「バイオリージョン経済（3）　エコロジー経済学の生態地域主義的展開に向けて」『金沢大学経済
論集』第24巻第1号，2003年。（査読無）

・�論文：「バイオリージョン経済（2）　エコロジー経済学の場所的展開」『金沢大学経済論集』第22巻第1号，
2001年。（査読無）

・�論文：「バイオリージョン経済（1）　エコロジー経済学の「場所」的展開」『金沢大学経済論集』第20巻第2

市原　あかね　（イチハラ　アカネ）　教授
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号，2000年。（査読無）
  その他 
・�報告書：「木質エネルギー生産を軸とする多品種少量生産型地域経済の可能性：白山ろくにおけるエコ
ロジカルな創造的地域経営の提案」『地域政策研究年報2015』，2016年。（査読無）

・�報告書：「イヌワシとの共生を目指すエネルギー転換の構想」『地域政策研究年報2014』，2015年。（査
読無）

・�報告書：「林業生産をめぐる全国と石川の動向：木質燃料生産を中心に」『金沢大学地域政策研究年報　
2014』，2015年。（査読無）

・�報告書：「出作り（焼畑）等とイヌワシと共生する山林利用」『金沢大学地域政策研究年報　2014』，2015
年。（査読無）

・�報告書（共著）：『平成26年度里地里山等地域の自然シンボルと共生した先導的な低炭素地域づくりのた
めの事業化計画の策定・FS調査（石川県白山市）委託業務　報告書』特定非営利活動法人地域再生機構，
2015年。（分担：6-23ページ，28-29ページ，31ページ，117-130ページ）
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  専門分野 
環境政策論

  専門分野キーワード 
環境ガバナンス，流域ガバナンス

  共著，共編著，編著 
・�『地球環境学　複眼的な見方と対応力を学ぶ』京都大学地球環境学堂編，丸善出版株式会社,�2014年（分
担：「エピローグ　地球環境学のすすめ」）

・�『エコロジーとコモンズ　環境ガバナンスと地域自立の思想』三俣学編著，晃洋書房,�2014年（分担：「自
然公物のガバナンスの再検討　河川管理を対象として」）

・�Local�commons�and�democratic�environmental�governance,�Murota,�T.�and�K.�Takeshita�eds,�United�
Nations�University�Press,�2013年（分担："Institutional�design�of�watershed�committees�in�Japan"）

・�『流域環境学　流域ガバナンスの理論と実践』和田英太郎監修，谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・
陀安一郎・田中拓弥�編，京都大学学術出版会,�2009年（分担：「階層間コミュニケーションを促進する
社会的条件」「流域管理とコモンズ・ガバナンス・社会関係資本　流域管理における管理主体のあり方」）

・�『肱川　清流の復活を求めて』有友正本編著，アットワークス,�2009年（分担：「肱川水系河川整備計画
の策定手続きが抱える問題点」）

・�『グローバル時代のローカル・コモンズ』室田武編著，ミネルヴァ書房,�2009年（分担：「河川管理におけ
る市民参加の理念と実際　河川整備計画の策定手続きを対象として」）

・�『環境ガバナンス論』松下和夫編著，京都大学学術出版会,�2007年（分担：「環境ガバナンス論の新展開」，
「流域ガバナンスを支える社会関係資本への投資」）

  翻訳 
・�ワールドウォッチ研究所（2010）『地球白書2010-2011』ワールドウォッチジャパン（分担）
・�フィクリット・ベルケス「クロス・スケールな制度的リンケージ　ボトムアップからの展望」全米研究評
議会編『コモンズのドラマ　持続可能な資源管理論の15年』知泉書館，2012年，茂木愛一郎・三俣学・
泉留維監訳,�pp.387-421

  論文・研究ノート 
・�大野智彦（2015）「ダム治水の持続可能性と経路依存性」『環境経済・政策研究』8（2）,�pp.28-31.【編集委
員会による簡易な審査を経て掲載】

・�大野智彦（2015）「基礎自治体の環境行政組織　組織規模・編成の現状把握と規定要因分析」『計画行政』
38（3）,�pp.75-84.�【査読有】

・�大野智彦（2015）「自治体環境政策における相互参照ネットワークの分析」『環境情報科学』44（2）,�
pp.54-59.�【査読有】

・�大野智彦（2015）「流域ガバナンスの分析フレームワーク」『水資源・環境研究』28（1）,�pp.7-15.【招待論
文】

・�Uwasu,�M.�,�Y.�Fuchigami,�H.�Takeda,�T.�Ohno,�and�S.�Kurimoto�（2015）�An�Integrated�Approach�to�Vi-
sioning�for�Peripheral�Farming�Villages：�A�Case�Study�of�Japan,�Journal�of�Sustainable�Development,�
8（2）,�pp.282-290.【査読有】

・�岩見麻子・大野智彦・木村道徳・井手慎司（2014）「公共事業計画策定過程の議事録分析による意見の協
調・対立関係把握のための分析手法の開発」『土木学会論文集G（環境）』70（6）,�249-256.【査読有】

・�大野智彦（2014）「ダム撤去から流域再生へ　熊本県球磨川を訪ねて」『環境と健康』27（3）,�pp.319-327.�
【査読無】
・�大野智彦（2014）「基礎自治体の環境政策と行政組織　近畿全市町村を対象としたアンケート調査」Oc-

大野　智彦　（オオノ　トモヒコ）　准教授
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casional�Paper�No.57,�阪南大学産業経済研究所.�【査読無】
・�岩見麻子・大野智彦・木村道徳・井手慎司（2013）「公共事業計画策定過程の議事録分析によるサブテー
マの把握とサブテーマを介した委員間の関係性の可視化に関する研究」『土木学会論文集G（環境）』69
（6），pp.71-78．【査読有】
・�大野智彦（2012）「流域委員会の制度的特徴　クラスター分析による類型化」『水利科学』56（5）,�pp.58-
78.�【査読有】

・�岩見麻子・大野智彦・木村道徳・井手慎司（2012）「公共事業計画策定過程の議事録に対するテキストマ
イニングによる議論内容の把握に関する基礎的研究」『環境システム研究論文集』40,�pp.411-418.【査読
有】

・�岩見麻子・大野智彦・木村道徳・井手慎司（2011）「公共事業計画策定過程の議事録分析のための変動係
数を用いた対象語選定手法の開発」『環境情報科学論文集』25,�pp.55-60.【査読有】

・�大野智彦（2011）「全国的にみた流域委員会の動向」中村正久監修『流域ガバナンスとは何か　流域政策
研究フォーラム完了報告書』pp.119-120.�【査読無】

・�Sakagami,�M.,�T.�Ohno,�and�T.�Tanaka�（2010）�“Quantifying�Japanese�Residents'�Preferences�for�Public�
Meetings�in�Watershed�Decision-Making�Process,”�Applied�Environmental�Education�&�Communica-
tion,�9（3）,�pp.209-217.【査読有】

・�Ohno,�T.,�T.�Tanaka,�and�M.�Sakagami�（2010）�“Does�social�capital�encourage�participatory�watershed�
management?：�An�analysis�using�survey�data�from�the�Yodo�River�watershed,”�Society�&�Natural�Re-
sources,�23（4）,�pp.303-321.【査読有】

  その他 
・�尾田�榮章,�仲上�健一,�野田�浩二,�大野�智彦,�宮永�健太郎（2016）「川づくりの来し方・行く末　河川法制
定120周年に寄せて」『水資源・環境研究』29（1）,�1-7.

・�大野智彦（2012）「参加の段階論から戦略論へ」『財政と公共政策』34（2）,�pp.76-79.�【査読無】

  口頭発表・ポスター発表 
・�Tomohiko�Ohno�（ 2016 ）�“Governance�for�the�Watershed�Restoration：�A�Case�Study�of�the�Arase�
Dam’s�Removal�in�Japan”�Association�for�Asian�Studies�Annual�Conference�2016�（April�3,�Washington�
State�Convention�Center,�Washington,�USA）

・�大野智彦（2016）「ダム撤去の利害調整過程�熊本県荒瀬ダムを事例として」農業農村工学会2016年大会
（2016年9月1日，仙台，ハーネル仙台）
・�大野智彦（2016）「インタラクティブ・ガバナンスにおける環境再生への政策転換ー熊本県荒瀬ダム撤
去を事例として」環境経済・政策学会2016年大会（2016年9月11日，東京，青山学院大学）

・�Tomohiko�Ohno�（ 2015 ）�“Examining�principles�for�cross-scale�interactions：�The�example�of�large-
scale�watershed�planning�in�Japan”�15th�Biennial�Global�Conference�of�the�International�Association�
for�the�Study�of�the�Commons�（May�25th,�Shaw�conference�center,�Edmonton,�Canada）�

・�大野智彦（2015）「ダム撤去のガバナンス過程の分析　熊本県荒瀬ダム撤去を事例として」環境経済・政
策学会2015年大会（2015年9月19日，京都，京都大学）

・�Tomohiko�Ohno�（ 2015 ）�“Path�dependency�of�the�flood�prevention�policies�of�dam�constructions”�
Third�Conference�of�East�Asian�Environmental�History�（October�24th,�Kagawa�University,�Kagawa）

・�大野智彦（2014）「環境政策統合の政策過程　1997年河川法改正を事例として」環境経済・政策学会
2014年大会（2014年9月15日，町田，法政大学）

・�Tomohiko�Ohno�（2013）�"Rises�and�falls�in�watershed�governance�in�Japan,"�The�Commons�in�Japan：�
origins,�evolution,�legal�struggles,�and�transformations�in�the�present�day,�Pre-Conference�workshops�
for�Kitafuji�Conference�（June�3,�Citizens'�Hall�of�Fujiyoshida�City,�Yamanashi,�Japan）

・�Tomohiko�Ohno�（2013）�"Institutional�Design,�Public�Participation,�and�Consequences�for�Watershed�
Governance"�14th�Global�Conference�of�the�International�Association�for�the�Study�of�the�Com-
mons�（June�7,�Onshirin,�Yamanashi,�Japan）
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  専門分野 
家政・生活学一般

  専門分野キーワード 
消費者教育，家政学原論，家庭経営学，生活資源管理，家庭科教育

  共著，共編著，編著 
・�共著『家庭生活の支援―理論と実践―』（一社）日本家政学会家政教育部会編　建帛社　2014（｢生活資源
のマネジメント｣（pp.143-149）分担執筆）

・�共著『若手研究者が読む「家政学原論」』　亀高京子監修　家政教育社　2006（「山本キク著『家政学原論』
と『改稿家政学原論』を読む－家庭科教育と家政学原論－」「今井光映著『家政学原論』を読む－今井家政
学の源流と基礎－」担当）

・�共著『生活の経営と福祉』長嶋俊介編著　朝倉書店　2003（第4章「ライフスタイルの構築と生活経営－
価値系-」担当）

・�共著『多様化するライフスタイルと家計　日本家政学会家庭経済学部会編　建帛社　2002（第1章「生
活指標研究の現況」担当）

・�共著『生活と環境の人間学』長嶋俊介編著　昭和堂　2000（第14章「生涯を通して学び生かす－生涯学
習の視点から－」担当）

  論文・研究ノート 
・�論文「デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動1：活動概要と担当教員・観察者の評価」　綿引伴子・
滝口圭子・尾島恭子・松田洋介・川谷内哲二・西多由貴江・中田泉・橋本正恵・服部浩司　金沢大学人間
社会学域学校教育学類紀要　8巻　49-60頁　2016

・�論文「デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動2：児童・生徒の評価」　滝口圭子・綿引伴子・尾島恭子・
松田洋介・川谷内哲二・西多由貴江・中田泉・橋本正恵・服部浩司　金沢大学人間社会学域学校教育学類
紀要　8巻　61-69頁　2016　　

・�論文「大学・附属学校園の幼小中連携活動の検討（1）：みそ汁作り・お弁当交流会の事例から」　尾島恭子・
綿引伴子・滝口圭子・松田洋介・橋本正恵・中田泉・西多由貴江　金沢大学人間社会学域学校教育学類附
属教育実践支援センター紀要　教育実践研究　40巻　27-36頁　2014　

・�論文「大学・附属学校園の幼小中連携活動の検討（2）：みそ汁作り・お弁当交流会についてのインタ
ビュー調査の結果から」　滝口圭子・綿引伴子・尾島恭子・松田洋介・橋本正恵・中田泉・西多由貴江　
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター紀要　教育実践研究　40巻　37-47頁　
2014

・�論文「高等学校における生活設計教育の課題」　日本家庭科教育学会北陸地区会30周年記念誌編集委員
会編『生活を考え創る』　17-30頁　2013　査読有

・�論文「大学・附属学校園における連携活動の検討：家庭科を中心とした実践事例から」尾島恭子,�綿引伴
子,�松田洋介,�滝口圭子,�橋本正恵,�西多由貴江,�中村正寛,�中田泉　金沢大学人間社会学域学校教育学類
紀要　5巻　45-53頁　2013　

・�論文「教育職員免許法および教育職員免許法施行規則の変遷�:�家庭科教員養成における科目「家政学原
論」をめぐって」小林陽子・尾島恭子　家政学原論研究:�家政學原論�(46)　�22-32頁　2012　査読有

・�論文「中学校・高等学校における生活設計教育と保険教育―家庭科における学習内容の検討」学校教育
における保険教育の現状と展望　生命保険文化センター　49-58頁　2009　査読無

・�論文「大学生の親子関係と経済意識に関する日中比較」尾島恭子　王彩霞　金沢大学教育学部紀要　

尾島　恭子　（オジマ　キョウコ）　教授
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67-75頁　2007
・�論文「消費者の意識と行動に関する日中比較」　尾島恭子，陳晶　金沢大学教育学部紀要，人文科学・
社会科学編　54号　109-116頁　2005

・�論文「家政学と家庭科教育―生活価値の検討」　尾島恭子　家庭科教育　79巻　1号　11-15頁　2005
（依頼論文）
・�研究ノート「ミシガン州立大学ヒューマン・エコロジー学部の変遷からみた「家政学」家政学原論研究,�
日本家政学会家政学原論部会，No.38,�39-46頁2004　査読有

・�論文「持続可能な社会に向けての消費者教育の転換(第1報)　尾島恭子・大浦美雪・分校淑子・綿引伴子　
金沢大学教育学部紀要　53巻　117-121頁　2004

・�論文「家庭科教育と家政学の課題－家政学原論研究の立場から」　尾島恭子　家庭科教育　75巻　9号　
11-14頁　2001　（依頼論文）

・�研究ノート「生涯学習社会における消費者教育・消費者学習の位置づけ及び今後の課題」　尾島恭子　
消費者教育　21号　93-100頁　2001　査読有　

・�論文「家政学と家庭科の本質的連関-山本キクの原論をてがかりに-」尾島恭子・奥田都子　家政学原論研
究,�日本家政学会　家政学原論部会　No.35　64-69頁　2001　査読有

  その他 
・�「大学生による高齢消費者被害防止寸劇の出前講座－学生と高齢者とが相互に学べる機会－『国民生活』
国民生活センター　No.44�28-29頁2016

・�「生活資源管理の現状からみた生活設計教育の課題」『家庭科教育学会北陸地区会会報』第26号9頁　
2010

・�「展開期の家政学原論」(社）日本家政学会『家政学事典』朝倉書店　26頁　2004
・�「ミシガン州におけるデポジット制の現状」『消費者教育研究』（財）消費者教育支援センター�No.97,�16
頁　2003

・�「アメリカのショッピングスタイルと買い物教育」『消費者教育研究』（財）消費者教育支援センター　
No.99　8-9頁�2003

  口頭発表・ポスター発表 
・�「みそ汁作りを中心とする幼小中交流活動を通しての幼児の意識」滝口圭子・綿引伴子・尾島恭子　日本
家庭科教育学会第59回大会(2016年7月9日新潟・朱鷺メッセ)　�

・�「デジタル絵本でつながる幼小高連携活動」滝口圭子・尾島恭子・綿引伴子　日本家庭科教育学会　第
58回大会（2015年6月27日　鳴門教育大学)�

・�「生活資源の概念整理と高校生の生活資源に対する意識」日本家政学会第67回大会（2015年5月24日　
岩手アイーナいわて）

・�「みそ汁作りを中心とする幼小中交流活動において中学生と幼児はいかに関わるのか」日本家庭科教育
学会第57回大会　滝口圭子・綿引伴子・尾島恭子（2014年6月28日　岡山大学）

・�「デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動」滝口圭子・尾島恭子・綿引伴子　日本家庭科教育学会北陸
地区会第31回大会(2014年8月1日　金沢・石川女性センター)

・�「経済的資源管理の現状からみた消費者教育の課題〜世代間の比較を通して〜」　日本消費者教育学会
第30回全国大会（2010年10月9日　東京都市大学)

・�「高校生の生活資源管理の現状と課題」日本家政学会第62回大会（2010年5月30日　広島大学)
・�「生活資源管理の現状からみた生活設計教育の課題」家庭科教育学会北陸地区会第26回大会（2009年9
月　福井大学）



−392−

  専門分野 
栄養学，食品学，食品機能学

  専門分野キーワード 
栄養素，栄養摂取量，スポーツ栄養，食品成分，機能性，食習慣，生活習慣，健康

  共著，共編著，編著 
・�共著：『知的キャンパスライフのすすめ－スタディ・スキルズから自己開発へ－』，(株)学術図書，東京，
2016年．（金沢大学「人間・社会生活論」テキスト編集会議編，分担p.75-84）

・�共著：『AVANCE（アバンセ）－HDD家庭科教育実践講座　理論編』，(株)ニチブン，東京，2007年．（分
担p.81-85）

  論文・研究ノート 
・�論文：Formation�scheme�and�antioxidant�activity�of�a�novel�Maillard�pigment,�pyrrolothiazolate,�formed�
from�cysteine�and�glucose.�Food�&�Function,�7,�2551-2556,�2016（査読有）

・�論文：運動習慣を持つ閉経後女性の骨密度と運動量の関連．日本健康体力栄養学会誌，19�(1),�27-37,�
2014（査読有）

・�論文：アンセリン含有サケエキスが学生スポーツ選手の疲労低減に及ぼす効果．日本水産学会誌,�80�(4),�
601-609,�2014（査読有）

・�論 文：Formation�Mechanism�and�Characterization�of�Dilysyl-Dipyrrolones,�the�Maillard-Type�Yellow�
Pigments.�Food�&�Function,�4,�1067-1075,�2013（査読有）

・�論文：アンセリン含有サケエキス（SEAns）の運動機能に対する効果．アミノ酸研究,�6�(1),�61-63,�2012
（査読無）
・�論文：ヤブツルアズキ（Vigna�angularis�var.�nipponensis）の成育に及ぼす栽培環境の影響．北陸作物学
会報,�47,�113-118,�2012（査読有）

・�論文：石川県能登産市販褐藻類の多糖類の組成および機能性．日本水産学会誌,�77�(4),�656-664,�2011
（査読有）
・�論文：市販緑葉野菜の硝酸およびシュウ酸含有量．金沢大学人間科学系研究紀要,�3,�1-13,�2011（査読
有）

・�研究ノート：イシルのラジカル消去活性および活性成分の分離．日本家政学会誌,�61�(8),�493-499,�
2010（査読有）

・�技術論文：果房段位,�熟度および根域制限水ストレスがトマトの品質およびラジカル消去活性に及ぼす
影響．日本食品科学工学会誌,�55�(3),�109-116,�2008（査読有）

・�論文：緑葉野菜および緑葉野菜を利用した加工食品の硝酸含有量．金沢大学人間科学系紀要,�1,�1-14,�
2009（査読有）

・�論文：Effect�of�coffee�ingestion�on�physiological�responses�and�ratings�of�perceived�exertion�during�
submaximal�endurance�exercise.�Perceptual�and�Motor�Skills,�105,�1109-1116,�2007（査読有）

・�論文：Identification�and�some�properties�of�anthocyanin�isolated�from�zuiki,�stalk�of�Colocasia�escu-
lenta.�Journal�of�Agricultural�and�Food�Chemistry,�55�(10),�4154-415,�2007（査読有）

・�論文：果房段位，熟度がトマトの糖・アスコルビン酸含有量およびラジカル消去活性に及ぼす影響．金
沢大学教育学部紀要　自然科学編,�56,�7-12,�2007（査読無）

・�論文：栽培条件の違いがサトイモの生育，収量および抗酸化活性に及ぼす影響．農業および園芸,�81�(4),�
499-504,�2006（査読無）

寺沢　なお子　（テラサワ　ナオコ）　教授
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・�論文：打木赤皮甘栗カボチャのβ-カロテン，アスコルビン酸含有量，ラジカル消去活性の貯蔵中の
変化およびこれを用いたノンフライチップスの特性．金沢大学教育学部紀要�自然科学編,�55,�15-21,�
2006（査読無）

・�研究ノート：Antioxidative�Activity�of�Avocado�Epicarp�Hot�Water�Extract.�Food�Science�and�Technol-
ogy�Research,�12�(1),�55-58,�2006（査読有）

・�資料：有色米のクッキーにおける脂質過酸化抑制効果および有色米色素のラジカル消去活性に対する
各種処理の影響．日本家政学会誌,�56�(9),�653-659,�2005（査読有）

・�論文：トウモロコシ外皮のラジカル消去活性成分の検索．金沢大学教育学部紀要�自然科学編,�54,�7-10,�
2005（査読無）

・�研究ノート：Radical�scavenging�activity�of�Japanese�black�tea,�Toyama�Kurocha.�Food�Science�and�
Technology�Research,�8�(3),�218-220,�2002（査読有）

・�論文：紅蓼の抗酸化性に関する研究．金沢大学教育学部紀要�自然科学編,�54,�11-14,�2005（査読無）
・�論文：Isolation�of�a�microorganism�to�oxidize�5-hydroxymethylfurfural.�Food�Science�and�Technology�
Research,�8�(1),�28-31,�2002（査読有）

・�論文：ハーブ水抽出成分の抗酸化活性．日本食品科学工学会誌,�48�(2),�99-104,�2001（査読有）
・�論文：ハーブの�Bacillus�subtilis�および�Escherichia�coli �に対する抗細菌作用．日本家政学会誌,�52�(1),�
7-15,�2001（査読有）

・�論文：Decolorization�of�brown�pigments�in�foods�by�immobilized�mycelia�of�Coriolus�versicolor�IFO�
30340�and�Paecilomyces�canadensis�NC-1.�Journal�of�Food�Science,�65�(5),�870-875,�2000（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�共役リノール酸摂取が学生スポーツ選手の持久性パフォーマンスに及ぼす効果．第71回日本体力医学
会大会（2016.9,�岩手）ポスター発表

・�新規メイラード色素ピロロチアゾレートについて：単離・同定，性質及び生成経路．2015年度日本農
芸化学会関東支部大会（2015.9，東京）

・�Novel�Yellowish�Maillard�Pigment,�Pyrrolothiazolate,�Formed�From�Cysteine�and�Glucose.�12th�Inter-
national�Symposium�on�the�Maillard�Reaction（2015.9，東京）

・�アンセリン含有サケエキス(SEAns)の運動機能および視機能に対する効果．第19回スポーツビジョン
研究集会（2012.8，東京）

・�アンセリン含有サケエキス(SEAns)の運動機能に対する効果．日本アミノ酸学会主催�第3回産官学連
携シンポジウム（2012.6，東京）

・�メイラード反応で生じるフルピペート類ならびにジピロロン類の特徴づけ．日本農芸化学会�2012年
度大会（2012.3，京都）



−394−

  専門分野 
住居学，都市計画建築計画，地域研究，家庭科教育

  専門分野キーワード 
住生活，地域居住，住環境，まちづくり

  共著，共編著，編著 
・�ビジュアル家庭科教育実践講座第5巻「よりよい住まい方をめざす住生活」ニチブン1998/10�共著
・�家庭科教育の理論と実践現代教育社1997/04�共著

  論文・研究ノート 
・�高齢者の買い物環境に関する実態とニーズ　一般社団法人北陸地域づくり協会　報告書19-30頁
2014/03　査読無　原著論文

・�親世帯・子世帯の居住形態と高齢期の地域居住山岸雅子日本寂庭科教育学会北陸地区会30周年記念誌
68-83頁2013/10�査読有原著論文研究ノート（学術雑誌）

・�高齢期における地域居住の実態とニーズ　超高齢化社会における居住の在り方に関する研究プロジェ
クト報告書2012/03査読無原著論文その他

・�金沢市中心市街地における居住に関する研究ー高齢者・子ども・女性の視点による　山岸雅子基盤研究
（C）平成12年度〜15年度　科学研究費成果報告書　1-126頁　2005/03　査読無
・�まちづくり学習の授業開発（第3報）ー開発授業の汎用性とまちづくり授業実施への教師支援—山岸雅
子，�分校淑子，陣内雄次日本寂庭科教育学会誌46巻4号37-45頁2004/01�査読有原著論文研究論文（学
術雑誌）

・�まちづくり学習の授業開発（第2報）一学習プロセスを中心とした授業の検討—分校淑子，山岸雅子，�陣
内雄次日本蒙庭科教育学会誌46巻1号46-56頁2003/04査読有原著論文研究論文（学術雑誌）

・�まちづくり学習の授業開発（第1報）授業展開および授業内容・方法の検討日本家庭科教育学会誌第�46
巻第1号2003/04査読有原著論文研究論文（学術雑誌）

・�栃木県における「まちづくり学習」の可能性に関する一考察陣内雄次，金崎芙美子，山岸雅子，�分校淑子，
高木真理宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要24巻2001/04�査読無原�著論文研究論文（プロ
シーディング）

・�北陸地方における地域性と住要求に関する研究（総括）山岸雅子平成9年JJ[-平成11年度科学研究費補
助金研究成果報告書1-82頁2001/02�査読無原著論文研究論文（プロシーディング）

・�特別養護老人ホームにおける入所者と職員のプライバシー意識—金沢市における調査事例山岸雅子，�
森郁恵釜沢大学教育学部紀要人文科学・社会科学編49巻77-85頁2000/02�査読無原著�論文研究論文（大
学・研究所等紀要）

山岸　雅子　（ヤマギシ　マサコ）　教授
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  専門分野 
被服学

  専門分野キーワード 
繊維製品機能設計

  論文・研究ノート 
・�“Analysis�of�fit�pattern�of�a�hygiene�mask�for�an�opened�mouth”,�Mika�Morishima,�Takimaru�Fujiyama,�
Yuki�Shimizu,�Tamaki�Mitsuno,�Textile�Research�Journal(査読有),�vol.86,�no.�9,�933-947(2016)�

・�“Analysis�of�the�fitting�of�patterns�of�hygiene�masks�for�the�closed�mouth”,�Mika�Morishima,�Yuki�Shi-
mizu,�Takimaru�Fujiyama,�and�Tamaki�Mitsuno,�Textile�Research�Journal(査読有),�vol.85,�no.�8,�828-
837(2015)�

・�「赤外分光計測の繊維製品定量分析への適用―混用率予測の精度向上―」,�富井祥吾，石澤広明，児山祥
平，森島美佳,�計測自動制御学会論文集(査読有),�Vol.50,�No.9,�646-651,�vol.50,�no.�9,�646-651�(2014)�

・�“Experiences�and�Problems�with�Hygiene�Masks�Reported�by�Japanese�Hay�Fever�Sufferers”,�Mika�
MORISHIMA,�Koya�KISHIDA,�Takashi�UOZUMI,�Masayoshi�KAMIJO,�International�Journal�of�Clothing�
Science�and�Technology(査読有),�Vol.26,�No.4,�262-273(2014)

・�“Shape�of�Silk�worm�cocoon�changes�with�size�in�some�races”,�Takahiko�Nishioka,�Keisuke�Mase,�Ze-
nta�Kajiura,�Mika�Morishima,�Takashi�Kudoh,�Journal�of�Insect�Biotechnology�and�Sericology(査読有),�
Vol.82,�No.3,�55-59(2014)

・�“Analysis�of�Problem�Awareness�in�Hygiene�Mask�Wearers:�A�Cross-Sectional�Survey”,�Mika�MOR-
ISHIMA,�Koya�KISHIDA,�Takashi�UOZUMI�and�Masayoshi�KAMIJO,�International�Journal�of�Affective�
Engineering�(Special�Issue)�(査読有),�Vol.13,�No.�1,�11-18(2014)

・�“Non-destructive�Identification�and�Mixture�Ratio�Analysis�of�Cotton-Polyester�Blended�Textile�Prod-
ucts�by�IR�Spectroscopy”,�Shouhei�Koyama,�Mika�Morishima,�Yuki�Miyauchi,�Hiroaki�Ishizawa,�Textiles�
and�Light�Industrial�Science�and�Technology(査読有),�Vol.2,�Issue�4,�153-160(2013)

・�“Development�of�the�Water�Absorbing-Drying�Property�Evaluation�Method�of�Fabric�by�NIR�Spectral�
Image�Measurement�System”,�Shouhei�Koyama,�Mika�Morishima,�Yuki�Miyauchi,�Hiroaki�Ishizawa,�In-
ternational�Journal�of�Engineering�Sciences(査読有),�Vol.2,�No.�8,�373-379(2013)

・�“Microscopic�photometry�and�its�parameterization�for�objective�evaluation�of�aesthetics�of�woven�fab-
rics”,�Hiroyuki�Kanai,�Hirokazu�Kimura,�Mika�Morishima,�Uesaka�Shouji,�Toyonori�Nishimatsu,�Kiyohiro�
Shibata,�Takanori�Yamamoto,�Textile�Research�Journal(査読有),�Vol.82,�No.19,�1982-1995(2012)

・�「衛生用品「マスク」」,�森島美佳,�繊維学会誌(査読無)�,�Vol.67,�No.10，P-293-297(2011)
・�“Identification�of�principal�factors�of�fabric�aesthetics�by�the�evaluation�from�experts�on�textiles�and�
from�untrained�consumers”,�Hiroyuki�Kanai,�Mika�Morishima,�Kentaro�Nasu,�Toyonori�Nishimatsu,�Kiy-
ohiro�Shibata,�Toshio�Matsuoka,�Textile�Research�Journal(査読有),�Vol.81,�No.12,�1216-1225(2011)

・�「表面塗装が本革ステアリングホイールの「握り心地」評価に及ぼす影響」,�村田謙豪,�金井博幸,�嘉村渉,　
森島美佳,�西松豊典,�Journal�of�Textile�Engineering(査読有),�Vol.57,�No.6,�139-144,(2011)

・�「導電性不織布を貼付した履物による歩行人体帯電防止」,�木村裕和,�松岡敏生,�金井博幸,�森島美佳,�長
谷川正博,�静電気学会誌(査読有),�Vol.35,�No.4,�183-188(2011)

・�「スポーツウェアの形状が模擬高齢者の着衣動作と筋活動量に及ぼす影響」,�森島美佳，金井博幸，木
村裕和，松岡敏生，西岡孝彦，西松豊典,�Journal�of�Textile�Engineering(査読有),�Vol.57,�No.2,�51-
59(2011)

・�「スポーツウェアの形状が模擬高齢者の着衣動作に及ぼす影響」,�森島美佳，金井博幸，西岡孝彦，井上
智仁，西松豊典,�Journal�of�Textile�Engineering(査読有),�Vol.56,�No.2,�47-53(2010)

・�“Stretch�Properties�of�Cotton�Hollow�Yarns�Made�by�Hybrid�Open-End�Rotor�Spinning�Frame”,�KIMU-
RA�Hirokazu,�MORISHIMA�Mika,�NISHIOKA�Takahiko,�WAKAKO�Lina,�MATSUMOTO�Yo-ichi,�Journal�

森島　美佳　（モリシマ　ミカ）　准教授
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of�Textile�Engineering(査読有),�Vol.55,�No.6,�187-192(2009)
・�「素材と形状が異なる花粉症用マスクのフィット性能」,森島美佳,�日本感性工学会論文誌(査読有),�Vol.8,�
No.4,�1011-1020(2009)

・�「花粉症用マスクの動的変形挙動計測システムの開発とその評価」,森島美佳,　荻須麻希,�宮本教雄,�感
性工学研究論文集(査読有),�Vol.6,�No.3,�43-46(2006)

・�「花粉症用平面型ガーゼマスクのフィット性能に関する一考察」,森島美佳,�日本感性工学会研究論文集
(査読有),�Vol.7,�No.3,�537-543(2008)

・�「オブジェクトデザインシステム開発のための三次元形状モデルの感性評価機構の解析」,森島美佳,�王
少遅,�久保洋,�魚住超,�感性工学研究論文集(査読有),�Vol.3,�No.2,�11-16(2003)

・�「断面直径が異なるナイロン6繊維の標準時，湿潤時，浸水時における機械的特性」,森島美佳,�森川陽,�
牛腸ヒロミ,�城島栄一郎,�清水義雄,�繊維学会誌(査読有),�Vol.58,�No.8,�294-298(2002)

・�「超極細ナイロン6繊維の機械的特性に見られる繊維径の影響」,森島美佳,�森川陽,�牛腸ヒロミ,�城島栄
一郎,�清水義雄,�繊維学会誌(査読有),�Vol.57,�No.12,�368-374(2001)

・�“EVALUATION�OF�TACTILE�SENSATION�FOR�FABRICS�OF�VARIOUS�FIBER�FINENESS”,�Mika�MOR-
ISHIMA,　Akira�MORIKAWA,�Yoshio�SHIMIZU,�Masayuki�TAKATERA,�Hiromi�GOCHO,�Eiichiro�JOJI-
MA,�Kansei�Engineering�International(Peer-reviewed),�Vol.2,�No.4,�27-32(2001)

・�「ナイロン-6繊維の水分収着及び拡散挙動に見られる繊維径の影響」,�森島美佳,�森川陽,�牛腸ヒロミ,�城
島栄一郎,�清水義雄,�繊維学会誌(査読有),�Vol.57,�No.�3,�69-75(2001)

  その他 
・�共著：「衣服の百科事典『衛生機能性�花粉付着防止剤』」(査読無),�森島美佳（分担）,�日本家政学会編,丸善
出版，総頁数650，123-127,�ISBN978-4-621-08928-6(2015)�

  口頭発表・ポスター発表 
・�“STUDY�OF�INVARIABLE�PROBLEM�AWARENESS�WHILE�WEARING�A�HYGIENE�MASK�FROM�SUR-
VEY�RESULTS�IN�2009�AND�2012”,�M.Morishima,�T.�Fujiyama,�K.KISHIDA,�T.Uozumi,�M.Kamijo,�14th�
AUTEX�World�Textile�Conference(Oral),�CD-ROM�(Ataturk�Congress�Culture�Centre�in�Bursa,�Turkey)�
(2014)�

・�“A�PILOT�STUDY�OF�3-D�FACIAL�MOVEMENTS�TO�DEVELOP�A�COMFORTABLE,�WELL-FITTING�
HYGIENE�MASK”,�M.Morishima,�T.Fujiyama,�Y.Shimizu,�T.�Mitsuno,�14th�AUTEX�World�Textile�Confer-
ence(Poster)，CD-ROM�(Ataturk�Congress�Culture�Centre�in�Bursa,�Turkey)�(2014)

・�“Water�absorption�properties�of�hollow�spun�yarn“,�M.Morishima,�Y.Oozeki,�A.Sakaguchi,�International�
Symposium�on�Fiber�Science�and�Technology�2014�(Poster)(Big�Sight�Tokyo�Fashion�Town�Hall,�Ja-
pan)，USB-memory(2014)

・�“Usability�Problems�in�users�of�specialized�and�generic�masks�for�protection�against�pollen”,�M.MOR-
ISHIMA,�K.KISHIDA,�T.UOZUMI,�M.KAMIJO,�Proceedings�of�2013�International�Annual�Meeting�of�the�
Human�Factors�and�Ergonomics�Society(Poster),�pp.1541-15455(Bay�front�Hotel�in�San�Diego,�USA)
(2013)

・�“Discussion�of�Mask-Wearing�Effectiveness�for�Preventing�Oral�Dryness”,�Mika�Morishima,�T.Gotoh,�
S.Yoshii,�H.Utsumi,�R.Kishigami,�S.Kensuke,�17th�ARAHE�Biennial�International�Congress�2013(Oral)�
(National�Institute�of�Education,�Singapore)�(2013)�

・�“Examination�of�Improvements�in�Hay�Fever�Masks�Based�on�a�Preference�Survey“,�M.�Morishima,�
K.Kishida,�T.Uozumi,�M.Kamijo,�MEDINFO�2013(Poster),�192,�p.958(Bella�Center�,Denmark)

・�“Effectiveness�of�wearing�a�mask�in�elderly�care�receivers�with�dry�mouth”,�Mika�Morishima,�S.Yoshii,T.
Gotoh,�H.Kanai,�T.Nishimatsu,�R.Kishigami,�H.Utsumi,�K.Sakai,�Healthcare�Systems�Ergonomics�and�
Patient�Safety�2011(Poster),�pp.96-98(Principe�Felipe�Convention�Centre,�Spain)(2011)

・�“Investigation�into�How�the�Hay�Fever�Masks�are�Actually�Worn”,�M.Morishima,�K.�Kishida,�T.Uozumi,�
M.Kamijo,�International�Conference�for�the�40th�anniversary�of�Human�Ergology�Society(Poster),pp.33,�
34(Chukyo�university,�Japan)
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  専門分野 
数学教育学，社会文化理論，質的研究法

  専門分野キーワード 
授業分析，デザイン研究，カリキュラム開発

  著書 
・�『学校数学の一斉授業における数学的活動の社会的構成』風間書房，2002年。

  共著，共編著，編著 
・�共編著：Task�Design�in�Mathematics�Education:�an�ICMI�study�22.�Watson,�A.�&�Ohtani,�M.�(Eds.).�
Springer.�2015.（分担：Preface,�Ch.1,�Ch.�2）

・�共著：『算数・数学科教育』藤井斉亮編，一藝社，2015年。（分担：第9章）
・�共著：Algebra�teaching�around�the�world.�Frederick�K.�S.�Leung�et.al.�(Eds.).�Sense�Publishers.�2014.�
（分担：Ch.7）
・�共編著：Student�voice�in�mathematics�classrooms�around�the�world,�Berinderjeet�Kaur,�Glenda�An-
thony,�Minoru�Ohtani,�David�Clarke�(Eds.).�Sense�Publishers.�2013.�（分担：�Ch.1）

・�共著：『中央アジアの教育とグローバリズム』川野辺敏・嶺井明子編，東信堂，2013年。（分担：第二部
第3章）

・�共著：『状況と活動の心理学：コンセプト・方法・実践』茂呂雄二他編，新曜社，2012年。（分担：第4章第4節）
・�共著：『授業を科学する：数学の授業への新しいアプローチ』清水美憲編，学文社，2010年。（分担：第7章）
・�共著：『算数授業の新展開―第6学年』新算数教育研究会編，東洋館，2010年。（分担：第Ⅰ部第9節）
・�共著：『数学教育研究ハンドブック』日本数学教育学会編，東洋館，2010年。（分担：第4章第1節）
・�共著：『中学校教育課程講座（数学）』清水静海編，ぎょうせい，2009年。（分担：第4章第2節，第3節，
第6章第1節）

・�共著：『子どもの「社会的自立」の基礎を培う』山口満編，教育開発研究所，2007年。（分担：第4章第6節）
・�共著：『日数教YEAR�BOOK　日本の算数・数学教育2006』日本数学教育学会編，文章堂，2006年。（分担：
第11章）

・�共著：『中学校数学科教育実践講座』能田伸彦他編，ニチブン，2003年。（分担：第2章第7節）
・�共著：『質的研究法による授業研究―教育学/教育工学/心理学からのアプローチ―』平山満義編，北大路
書房，2002年。（分担：第3編第4章）

・�共著：『算数科教育学』植田敦三編，協同出版，2002年。（分担：第2章第7節）
・�共著：『数学的なコミュニケーションができる子ども』金本良通編，ニチブン，1997年。（分担：第3章
第7節）

・�共著：『ロシアの教育：過去と未来』岩崎正吾・遠藤忠編，新読書社，1996年。（分担：第2部第6章）
・�共著：『小学校算数実践指導全集』杉山吉茂・清水静海編，日本教育図書センター，1995年。（分担：第8
章第4節）

・�共著：『中学校数学科教育実践講座』能田伸彦他編，ニチブン，1994年。（分担：第1部第6章）
・�共著：『数学教育学の進歩』三輪達郎先生退官記念・編集委員会編，東洋館，1993年。（分担：第1章第2節）

  翻訳 
・�共訳：アーネスト，P.『数学教育の哲学』東洋館，2015年。（分担：第3章）
・�共訳：デンジン,�N.�K.,�リンカン,�Y.�S.�『質的研究ハンドブック　第2巻　質的研究の設計と戦略』北大路

大谷　実　（オオタニ　ミノル）　教授
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書房，2006年。(分担：第3章）
・�単独訳：ドルビーリン，N.「ロシアにおける学校幾何」『海外の数学教育から何を学ぶか―ICME9を通し
て』日本数学教育学会編，文章堂，2006年。(分担：第Ⅲ部11章）

・�単独訳：イェールショフ,�А.�П.,�モナーホフ,�В.�М.�(編)『情報処理とコンピュータの基礎』教科書研究
センター，1985年。

  論文・研究ノート 
・�論文：「オランダの数学教育の動向：Realistic�Mathematics�Educationの理論と実践」『筑波教育学研究』
第14号，2016年.（依頼論文）

・�論文：「数学的対象論の実践的意義を考える：理論的背景と算数・数学科授業改善の視点」『日本数学教
育学会第4回春期研究大会論文集』2016年（査読有）

・�論文（共著）：ICMI�study�Task�design�in�mathematics�education:�An�outline�of�progress.�L’Enseignement�
Mathématique,61,2015.�(査読有)

・�論文（共著）：Classroom�discourse�that�affects�reification�of�a�mathematical�object:�The�case�of�func-
tion.�In�Vostro�Yu,�C.�(Ed.).�In�pursuit�of�quality�mathematics�education�for�all:�Proceedings�of�the�
7th�ICMI-East�Asia�Regional�Conference�on�Mathematics�Education.�Philippine�Council�of�Mathe-
matics�Teacher�Educators,�Inc.�2015.�(査読有)

・�論文（共著）：Principles�and�frameworks�for�task�design�within�and�across�communities,　Proceedings�
of�ICMI�Study�22:�Task�design�in�mathematics�education.�University�of�Oxford,UK．2013.（査読有）

・�論文：「オランダの数学科教科書におけるPISA�型活用力育成のための内容分析」�『教科書フォーラム』�
2013.（査読無）

・�論文：Teachers’learning�and�lesson�study:�Content,�community,�and�context.　Proceedings�of�35th�
Conference�of�the�International�Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education,�Vol.�1,�2011.�
(査読有)

・�論文：「オランダの高等学校数学科教科書」『日本数学教育学会誌・数学教育』第93(9)，2011．（依頼論文）
・�論文：「オランダのオランダの算数・数学科教科書」『日本数学教育学会誌・数学教育』第92巻9号，
2010．（依頼論文）

・�論 文：Social�organizations�of�decontextualized�mathematical�activity�in�classroom�discourse:�A�Vy-
gotskian�perspective�on�context�and�agency．Proceedings�of�34th�Conference�of�the�International�
Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education,�Vol.�1,�2010.�(査読有)

・�論文（共著）：「言語的思考の発達を視点とした証明の指導：図形領域における教授実験の分析」『日本数
学教育学会・数学教育論文発表会論文集』42号，2009.（査読無）

・�論文：In�search�of�theoretical�perspectives�on�“Lesson�Study”�in�mathematics．Proceedings�of�33th�
Conference�of�the�International�Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education,�Vol.�1,�2009.�
(査読有)

・�論文：An�analysis�of�Japanese�lessons�on�linear�functions．Proceedings�of�32th�Conference�of�the�
International�Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education,�Vol.�1,�2008.�(査読有)

・�論文（共著）：「オランダにおける「数学A-lympiad」及び「数学B-Day」の現地調査�:�Scala�Collegeでの実施
状況と生徒のレポートの考察」『日本数学教育学会誌・数学教育』第90巻3号，2008．（査読有）

・�論文（共著）：「オランダにおける文科系高校生のための「数学A-lympiad」の背景と実際」『日本数学教育
学会誌・数学教育』第90巻1号，2008．（査読有）

・�論文（共著）：「言語的思考の発達を視点とした証明の指導�:�図形領域における教授実験のデザイン」『日
本数学教育学会・数学教育論文発表会論文集』40号，2007.（査有無）

・�論文：Designing�unit�for�teaching�proportion�based�on�cultural-historical�activity�theory.�Proceedings�
of�31nd�Conference�of�the� International�Group�for�the�Psychology�of�Mathematics�Education,�
Vol.4,�2007.�(査読有)
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・�論文（共著）：「相等関係の発達を視点とした一次方程式の教授実験」『日本数学教育学会・数学教育論文
発表会論文集』39号，2006.（査読無）

・�論文（共著）：「算数・数学教育における創造性の育成に関する国際比較」『日本科学教育学会誌・科学教育
研究』第29巻2号，2005.（査読有）

・�論文（共著）：「比例の指導における数表・グラフ・式のシンボル化過程：教授実験における教師と児童の
談話の質的分析」『日本数学教育学会誌・数学教育』第86巻4号，2004.（査読有）

・�論文（共著）：「属性から特性への移行をめざす比例の指導�:�中学校1年における教授実験のデザイン」『日
本数学教育学会・数学教育論文発表会論文集』35号，2002.（査読無）

・�論文（共著）：「中学校との接続性を配慮した比例の学習指導�:�文化-歴史的活動理論に基づく教授実験の
デザイン」『日本数学教育学会誌・数学教育』第84巻6号，2002.（査読有）

・�論文：「ロシア連邦における数学教育の標準化と多様化�:�ペレストロイカ期以後の教育課程の展開」『日
本数学教育学会誌・数学教育』第83巻12号，2001.(査読有)

・�論文（共著）：「比例の指導におけるグラフのシンボル化と談話の機能�:�小学校と中学校の関数指導の接
続性に向けて」『日本数学教育学会・数学教育論文発表会論文集』34号,2001.(査読無)

・�論文（共著）：「数学的活動におけるシンボル化と談話の役割�:�小学校6年比例の教授実験」『日本数学教
育学会・数学教育論文発表会論文集』33号,2000.(査読無)

  口頭発表・ポスター発表 
・�「一次関数の授業における教室談話の分析：ICT環境下での一次関数の利用場面に着目して」会議名：日
本数学教育学会第48回秋期研究大会.（2015年，11月8日，信州大学）

・�「ディスコースを視点とした数学的対象の構成：一次関数のデザイン実験の試み」会議名：日本数学教育
学会第47回秋期研究大会.（2014年11月8日，熊本大学）（共著）

・�「算数と数学の接続をはかる実践家と研究者の協働的デザイン研究.�会議名：日本数学教育学会,�第46�
回秋期研究大会.（2013年11月16日，宇都宮大学）�(招待講演)

・�Under-represented�voices�in�a�Japanese�mathematics�classroom:�A�Bakhtinian�perspective�on�class-
room�discourse.会議名：European�Conference�on�Educational�Research．（2012年9月,�Freie�Universi-
tät�Berlin,�Germany）（シンポジューム）

・�Analysis�of�“voice”�in�a�Japanese�mathematics�classroom.�会議名：14th�Biennial�EARLI�Conference�for�
Research�on�Learning�and�I�nstruction,�（2013年8月，University�of�Exeter,�UK）（シンポジューム）

・�「小学校との接続を意識した中学校数学科における授業改善の試み」会議名：第92回全国算数・数学教
育研究(新潟)会大会．（2011年8月，新潟大学）（招待講演）

・�「ヴィゴツキーによるコミュニケーション機能の分析」会議名：第43回日本数学教育学会・数学教育論
文発表会．（2010年11月，東京学芸大学）（招待講演）�

・�Teaching�simultaneous�equations�for�understanding:�An�analysis�of�Japanese�teacher’s�strategy�of�
capitalizing�student�contribution�in�a�lesson�sequence.会議名：European�Conference�on�Educational�
Research,�(2010年8月，University�of�Helsinki,�Finland)�（シンポジューム）

・�「中学校数学科の教育課程:�改訂学習指導要領を中心に」会議名：第42回日本数学教育学会・数学教育論
文発表会．（2009年11月，岡山大学）（招待講演）

・�Social�organization�of�classroom�discourse:�A�Vygotskian�perspective�on�context�and�agency.�会議名：
13th�Biennial�Conference�for�Research�on�Learning�and�Instruction�(2009年8月，Amsterdam�Free�
University,�The�Netherlands)（シンポジューム）
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  専門分野 
理科教育，科学教育，教科教育学

  専門分野キーワード 
自然認識，人工知能，理科学習評価，理科授業分析　

  共著，共編著，編著 
・�共著：『今こそ理科の学力を問う』日本理科教育学会編，東洋館出版社，2012年。（分担：138-143ページ）
・�共著：『思考と表現を一体化させる理科授業』猿田祐嗣・中山迅編，東洋館出版社，2011年。（分担：
113-118ページ）

・�共著：『新しい学びを拓く理科　授業の理論と実践小学校編』角屋重樹編，ミネルヴァ書房，2011年。（分
担：142-146ページ）

・�共著：『新しい理科教育の理論と実践の方法』，角屋重樹編，現代教育社，2003年。（分担：65-70ページ）
・�共著：『CD-ROM版中学校理科実践講座』CD-ROM版中学校理科実践講座刊行会編，2003年。（分担：
125-131ページ）

・�共著：『理科ハンドブックⅠこれからの理科授業実践への提案』理科教育学会編，東洋館出版社2002年。
（分担：62-65ページ）
・�共著：『コネクショニストモデルと心理学』守一雄・都誉史・楠見孝編，北大路書房，2001年。（分担：
68-80ページ）

・�共著：『キーワードから探るこれからの理科教育』日本理科教育学会編，東洋館，1998年。（分担：152-
157ページ）

・�共著『中学校理科教育実践講座第4巻』中学校理科教育実践講座刊行会編，ニチブン，1995年。（分担：
146-152ページ）

・�共著『新学力と学習』佐島群巳・武村重和・森一夫編，三晃書房，1995年。（分担：82-86ページ）
・�共編著『小学校理科実践指導全集第7巻「生命現象－論理と価値」』松本勝信・松原道男編，日本教育図書
センター，1995年。（分担：第1章）

・�共著：『理科教育法』松本勝信編，三晃書房，1992年。（分担：21-28ページ）
・�共著：『新理科授業づくり指導事例8「6年・生物体内のはたらきと環境の学習」』武村重和編，明治図書，
1991年。（分担：28-44ページ）

・�共著：『教職科学講座第16巻「教育工学」』武村重和編，福村出版，1990年。（分担：92-102ページ）
・�共著：『小学校理科実践ハンドブック』武村重和・奥井智久編，三晃書房，1987年。（分担：6-11ページ）
・�共著：『コンピュータを利用する小・中・高の理科学習』武村重和・山極隆編，明治図書，1986年。（分担：
13-17ページ）

  翻訳 
・�共訳：Shawn�M.Glynn他『理科学習の心理学』東洋館，1993年。（分担77-100ページ，266-284ページ）
・�共訳：リチャード・ホワイト,�リチャード・ガンストン『子どもの学びを探る』東洋館，1995年。（分担
66-87ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文：「理科教育における連想記憶モデルの活用(2)」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第8号，
1-8，2016年。（査読無）

・�論文：「理科教育における連想記憶モデルの活用」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第7号，

松原　道男　（マツバラ　ミチオ）　教授
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1-11，2015年。（査読無）
・�論文：「脳のパターン処理を視点とした理科教材の検討」『学校教育』No.1177，6-13，2015年。（依頼論文）
・�論文（共著）：「自己組織化マップと連想記憶モデルによる生徒の大気圧の関する知識構造の分析」『金沢
大学人間社会学域学校教育学類紀要』，第6号，2014年。（査読無）

・�論文：「自己組織化マップによる自由記述交流システムの開発」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀
要』，第6号，2014年。（査読無）

・�論文：「科学的記述内容の評価システムの開発(2)」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』第5号，
2013年。（査読無）

・�論文：「科学的記述内容の評価システムの開発」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』，第4号，
2012年。（査読無）

・�論文：「理科におけるカリキュラム・マネジメントの視点－ミクロとマクロなレベルでの評価と改善に
ついて－」『理科の教育』，715号，2012年。（依頼論文）

・�論文：「タブレットを用いた学習交流システムの開発」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』，第2
号，2010年。（査読無）

・�論文：「自己組織化マップを用いた理科授業分析法の開発」『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要』
第2号，2010年。（査読無）

・�論文：「理科教育における全体的処理の観点の必要性について－自己組織化マップの活用方法と分析の
事例を通して－」『理科の教育』，696号，2010年。（依頼論文）

・�論文（共著）：「小学校における学生の授業補助活動を支援するwebシステム開発と運用」『金沢大学人間
社会学域学校教育学類教育実践研究』，第35号，2009年。（査読無）

・�論文：「自己組織化マップを用いた理科教科書内容の分析」『金沢大学教育学部紀要教育科学編』，第57
号，2008年。（査読無）

・�論文（共著）：「理科学習における自己組織化マップを用いた継続的自己評価の分析法の開発」『日本理科
教育学会理科教育学研究』，Vol.48，No.1，2007年。（査読有）

・�論文：「自己組織化マップを用いた生徒の観察・実験における記述内容の分析」『金沢大学教育学部紀要
教育科学編』，第56号，2007年。（査読無）

・�論文：「中学生が必要とする理科学習場面」，『金沢大学教育学部紀要教育科学編』，第54号，2005年。（査
読無）

・�論文（共著）：「理科学習場面に対する子どもの好き嫌いと考えの深まり－共分散構造分析から－」『日本
理科教育学会理科教育学研究』Vol.45，No.2，2004年。（査読有）

・�論文：「理科において教師が指導上困難を感じる場面」，『金沢大学教育学部教育工学・実践研究』，第
30号，2004年。（査読無）

・�論文：「理科における学習者の相互作用の分析（3）」，『金沢大学教育学部紀要教育科学編』，第52号，
2003年。（査読無）

・�論文（共著）：「理科の学習場面に対する小学生の意識」，『金沢大学教育学部紀要教育科学編』，第51号，
2002年。（査読無）

・�論文：「理科における学習者の相互作用の分析」，『金沢大学教育学部紀要教育科学編』，第50号，2001
年。（査読無）

・�論文：「ホップフィールドモデルによる『大地の変化』に関する学習評価」，『金沢大学教育学部紀要教育
科学編』，第50号，2001年。（査読無）

・�論文：「ホップフィールドモデルを用いた中学生のスキーマ表現と活用に関する研究」『日本教科教育学
会誌』，23巻，3号，2000年。（査読有）

・�論文：「コネクショニズムにおける自然認識に関する一考察」『日本理科教育学会理科教育学研究』，
Vo1.41，No1，2000年。（査読有）



−402−

  その他 
・�「問題解決」1項目『理科の学ばせ方・教え方事典』，教育出版，2005年。
・�「子どもは学習場面をどう考えているか」『楽しい理科授業』明治図書（12回連載論文，総ページ48頁），
2002年4月〜2003年3月。

・�「ニューラルネットワーク」ほか4項目『理科重要用語300の基礎知識』，明治図書，2000年。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「理科における自己組織化マップによる描画の分類」，日本理科教育学会第66回全国大会（2016年8月
6日，信州大学）（口頭発表）

・�「理科教育における連想記憶モデルの活用」，日本教科教育学会第40回全国大会（2014年10月12日，
兵庫教育大学神戸ハーバランドキャパス）（口頭発表）

・�「観察・実験の課題に対する自由記述の評価システムの開発(1)」，日本教科教育学会第39回全国大会
（2013年11月24日，岡山大学）（口頭発表）
・�「科学的記述内容の交流システムの開発」，日本理科教育学会北陸支部大会（2012年11月3日新潟大学）
（口頭発表）
・�「自己組織化マップによる科学的記述内容の評価法の開発�(1)－TIMSS2007の問題と回答を例に－」，
日本理科教育学会第60回全国大会（2010年8月8日，山梨大学）（ポスター発表）

・�「自己組織化マップを用いた理科授業分析(1)�－中学校「電流」単元を例にして－」，日本理科教育学会
第57回全国大会（2007年8月，愛知教育大学）（口頭発表）

・�「理科学習における継続的自己評価に関する研究」，日本理科教育学会第56回全国大会（2006年8月，
奈良教育大学）（口頭発表）

・�「理科授業支援ビデオの開発」，日本科学教育学会第5回研究会（第2部会：科学教育実践創造研究部会，
2006年2月，国立教育政策研究所）（口頭発表）

・�「タブレットによる描画を対象とした学習交流システムの開発」，日本科学教育学会第27回年会（2003
年7月，金沢工業大学）（口頭発表）

・�「理科学習場面に対する子どもの意識－小学生を対象とした共分散構造分析から－」，日本理科教育学
会第52回全国大会（2002年8月横浜国立大学）（口頭発表）
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  専門分野 
自然地理学

  専門分野キーワード 
地形学，第四紀学，地域防災

  共著，共編著，編著 
・�共著：『シリーズ大地の公園�中部・近畿・中国・四国のジオパーク』目代邦康・柚洞一央・新名阿津子編，
古今書院，2015年．（分担：6-11ページ，46-55ページ）

・�共著：『デジタルブック最新第四紀学』日本第四紀学会編，2009年CD-ROM．（分担：「氷河地形・地質と
山岳氷河の消長」「日本の地形レッドデータブック」）』

・�共著：『東京学芸大学地理学会シリーズ2　身近な環境を調べる』小泉武栄・原　芳夫編，古今書院，
2009年．（分担：130-131ページ）

・�共編著：『温暖化と自然災害－世界の六つの現場から』日本地理学会災害対応委員会／平井幸弘・青木賢
人編，古今書院，2009年．（分担：85-108ページ）

・�共著：『sinfonica研究叢書�人口・居住と自然－GISによる分析－』小口　高・伊藤史子・青木賢人・江崎雄
治・堀　和明・財城真寿美・香川雄一・小池司朗・山内昌和・村山祐司・藤田和史・森本建弘・山下亜紀郎・
渡邉敬逸・伊藤香織�共著，財団法人統計情報研究開発センター，2009年．（分担：1-16ページ）

・�共編著：『自然・社会・ひと�〜地理学を学ぶ〜』金沢大学文学部地理学教室（梶川勇作・神谷浩夫・中島弘
二・青木賢人）編，古今書院，2009年．（分担：54-68ページ）

・�共著：『地理学基礎シリーズ2　自然地理学概論』高橋日出男・小泉武栄編，朝倉書店，2008年．（分担：
87-97ページ）

・�共著：『図説　世界の地域問題』．漆原和子・藤塚吉治・松山　洋・大西宏治編，ナカニシヤ出版，2007年．
（分担：12-13，52-53，134-135ページ）
・�共著：『東京学芸大学地理学会シリーズ3　日本の諸地域を調べる』．上野和彦・高橋日出男編，古今書院，
2007年．（分担：32-38ページ）

・�共著：『日本の地形5�中部』，町田　洋・松田時彦・海津正倫・小泉武栄編，東京大学出版会，2006年．（分
担：193-195ページ）

・�共編著：『川の恵みものがたり　手取川のトリビア〜テドリビア〜』神谷浩夫・青木賢人　共編著，手取
川エコミュージアム構想プロジェクトチーム，2005年．

・�共著：『Quaternary�Glaciations�-�Extent�and�Chronology�Part�III:�South�America,�Asia,�Africa,�Australia,�
Antarctica』Ehlaers,�J.,�Gibbard,�P.�L.編，Elsevier，2004年．（分担：217-225ページ）

・�共著：『百名山の自然学　東日本編』，清水長正編，古今書院，2002年．（分担：116-117ページ）
・�共編著：『日本の地形レッドデータブック第2集　－保存すべき地形－』小泉武栄・青木賢人　共編著，
古今書院，2002年．

・�共編著：『日本の地形レッドデータブック第1集　新装版　－危機にある地形－』小泉武栄・青木賢人　
共編著，古今書院，2000年．

・�共編著：『デジタル観測手法を統合した里山のGIS解析　―東京大学空間情報科学研究センター公開シ
ンポジウム―』杉盛啓明・青木賢人・鈴木康弘・小口　高・地域環境GIS研究会　共編著，中日新聞社，
2000年．（分担：57-62ページ）

・�共編著：『日本の地形レッドデータブック第1集』小泉武栄・青木賢人　共編著，古今書院，1994年．
・�共著：『Debris�Covered�Glaciers』M.�Nakawo,�C.F.�Raymond�and�A.�Fontain編，IAHS�Publication�no.�
264，2000年．（分担：3-11，235-243ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「UAVとSfM-MVSで高解像度地形情報を取得する際の運用最適化に関する検証」『地形』
37，2016年．（査読有）

・�論文（共著）：「石川県の沿岸地区における津波への防災意識・行動の特徴と課題」『日本海域研究』47，

青木　賢人　（アオキ　タツト）　准教授
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2016年．（査読有）
・�調査報告（共著）：「伊豆大島の防風林形成過程にみる地域生物資源の利活用」『E-journal�GEO』10，
2015年．（査読有）

・�論文：「中部山岳地域の氷河分布の特性と規定要因」『学芸地理』67，2013年．（査読有）
・�論文：「学校における災害安全の役割を再評価する�:�守りの災害安全から攻めの災害安全ヘ」『母子保健
情報』65，2012年．（査読有）

・�論文（共著）：「Glaciological�research�project�in�Patagonia�2006-2009:�studies�at�Glacier�Perito�Moreno,�
Hielo�Pata,�in�area�of�Hielo�Patagonico�Norte,�and�along�the�Pacific�Coast」『Bulletin�of�Glaciological�
Research』29，2011年．（査読有）

・�論文（共著）：「「2010年チリ地震津波」発生時におけるわが国の漁業協同組合の対応とその問題」『地域
漁業研究』51，2010年．（査読有）

・�論文：「災害関連景観を用いた防災教育」『国立歴史民俗博物館研究報告』156，2010年．（査読有）
・�短報（共著）「2007年能登半島地震発生時における地域住民の津波に関する意識と災害回避行動」『地理
学評論』82，2009年．（査読有）

・�論文（共著）：「Satellite-Derived�Equilibrium�Lines�in�Northern�Patagonia�Icefield,�Chile,�and�Their�Impli-
cations�to�Glacier�Variations」『Arctic,�Antarctic,�and�Alpine�Research』41(2)，2009年．（査読有）

・�論文（共著）：「被災危険度の差によるハザードマップの認知・活用の差異－石川県梯川流域住民の場
合－」『日本海域研究』40，2009年．（査読有）

・�論文（共著）：「漁業者とその関係者の津波に対する避難行動の傾向と問題点―2007年能登半島地震の
事例―」『地域漁業研究』48，2008年．（査読有）

・�論文（共著）：「都市化に伴う里山の土地利用と植生分布変化－金沢市東部郊外の丘陵地域を事例とし
て－」『人文学論叢』9，2007年．（査読有）

・�論文（共著）：「Glaciological�and�geomorphological�studies�at�Glacier�Exploradores,�Hielo�Patagonico�
Norte,�and�Glacier�Perito�Moreno,�Hielo�Patagonico�Sur,�South�America,�during�2003-2005�(GRPP03-
05)」『Bulletin�of�Glaciological�Research』24，2007年．（査読有）

・�論文（共著）：「『日本の地形レッドデータブック』と地形の保全」『地球環境』10，2005年．（査読有）
・�論文（共著）：「Mountain�glaciation�in�Japan�and�Taiwan�at�the�global�Last�Glacial�Maximum」『Quaternary�
International』138/139，2005年．（査読有）

・�論文（共著）：「Relationships�between�vegatation�change�and�geomorphic�conditions�in�suburban�forest�
of�Japan:�analyis�by�means�of�digital�aerial�photogrammetry�and�geographical�information�systems 」
『Geographical�Review�of�Japan』78，2005年．（査読有）
・�論文（共著）：「Overview�of�glaciological�research�project�in�Patagonia�2003」『Bulletin�of�Glaciological�
Research』22，2005年．（査読有）

・�論文：「NPO�法人を通じた自然地理情報教育―NPO法人「地域自然情報ネットワーク」の実践例―」『東
京大学空間情報科学研究センターディスカッションペーパー』#62，2004年．（査読無）

・�論文（共著）：「北パタゴニア氷原・エクスプロラドーレス氷河の特徴と短期流動速度」『北海道の雪氷』
23，2004年．（査読有）

・�論文（共著）：「Timings�and�causes�of�glacial�advances�across�the�PEP-II�transect�(East-Asia�to�Antarc-
tica)�during�the�last�glaciation�cycle」『Quaternary�International,』118/119，2004年．（査読有）

・�論文（共著）：「Change�in�riverine�suspended�sediment�concentration�in�central�Japan�in�response�to�
late�twentieth�century�human�activities」『Catena』55，2004年．（査読有）

・�論文（共著）：「河畔に発達するアカマツ林の分布とその規程要因」『学芸地理』58，2003年．（査読有）
・�論文（共著）：「Identification�of�an�active�fault�in�the�Japanese�Alps�from�DEM-based�hill�shading」
『Computers�&�Geosciences』29，2003年．（査読有）
・�論文（共著）：「Late�Quaternary�glaciations�in�the�Japanese�Alps:�controlled�by�sea�level�changes,�mon-
soon�oscillations�and�topography」『Zeitschrift�fur�Geomorphologie』Supplement�Volumes,�130，2003年．
（査読有）
・�論文（共著）：「Field-Performance�Tests�of�a�Portable�Low-Frequenecy�Ice-Penetrating�Rader�and�a�
Ground-Penetrating�Rader�at�Athabasca�Glacier,�Canadian�Rockies 」『 Bulletin�of�Glaciological�Re-
search』20，2003年．（査読有）
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・�論 文：「 Younger�Dryas�glacial�advances�in�Japan�dated�with�in�situ�produced�cosmogenic�radionu-
clides」『Transactions,�Japanese�Geomorphological�Union』25，2003年．（査読有）

・�論文：「日本アルプスにおける氷河の高度分布特性と類型化」『地学雑誌』111(4)，2002年．（査読有）
・�論文（共著）：「人口分析におけるGISの可能性」『東京大学空間情報科学研究センターディスカッション
ペーパー』#48，2002年．（査読無）

・�論文（共著）：「A�GIS-based�study�toward�forecast�of�suburban�forest�change」『GeoJournal』52(3)，
2001年．（査読有）

・�論文：「Late�Quaternary�Equilibrium�Line�Altitude�in�the�Kiso�Mountain�Range,�Central�Japan」『Geo-
graphical�Review�of�Japan』73B(2)，2000年．（査読有）（日本地理学会若手奨励賞受賞対象論文）

・�論文（共著）：「里山における過去50年間の植生変化―愛知県瀬戸市東南部を例として―」『GIS－理論と
応用』8(2)，2000年．（査読有）

・�論文：「10Be露出年代法を用いた氷成堆積物の形成年代の測定　―木曽山脈北部，千畳敷カール・濃ヶ
池カールの事例―」『第四紀研究』39(3)，2000年．（査読有）（日本第四紀学会学会賞受賞対象論文）

  その他 
・�「加賀を潤す川　手取川」『河川文化』公益社団法人日本河川協会，2015年．
・�「富山と金沢�:�近くにある異質のまち」『地理』古今書院，2015年．
・�「ジオパークからみる石川・富山の自然」『地理』古今書院，2015年．
・�「被災経験を伝える，活かす�:�学びのかたち・道具」『地理』古今書院，2014-01
・�「条件不利に負けない「攻めの減災」活動�:�高知県四万十町興津地区の例」『地理』古今書院，2014年．
・�「津波に備える人びとと地域--震災前の南三陸町の取り組みから学ぶこと」『地理』古今書院，2011年．
・�「氷と炎が共演する島�アイスランド」『地理』古今書院，2010年．
・�「能登半島地震現地報告」『地理』古今書院，2007年．
・�「角間川の巡検案内－金沢大学キャンパスを流れる里川－」『地理』古今書院，2007年．
・�「福井水害体験記－講義「災害と自然地理学」が災害調査実習に－」『地理』古今書院，2004年．

  口頭発表・ポスター発表 
・�「高時空間解像度DSMを用いた手取川扇状地区域における礫の運搬・堆積状況のモニタリング」（共著）：
会議名：日本地形学連合秋季学術大会（2016年10月，明治大学）

・�「手取川上流域の百万貫岩付近における堆積構造の再検討」（共著）：会議名：日本地形学連合秋季学術大
会（2016年10月，明治大学）

・�「高等学校地理Aにおける地形を扱う学習の内容・展開に関する考察―単元間の連携と実生活との関わ
りに注目して―」（共著）会議名：日本地球惑星科学連合大会（2016年5月，幕張メッセ国際会議場）（ポ
スター発表）（日本地球惑星科学連合若手奨励賞受賞対象発表）

・�「ジオパークを通じた自然環境学習による防災意識の形成－白山手取川ジオパークの事例－」（共著）会
議名：日本地球惑星科学連合大会（2016年5月，幕張メッセ国際会議場）（ポスター発表）

・�「ジオパークを活用した教員免許更新講習〜白山手取川ジオパークの事例より」（共著）会議名：日本地
球惑星科学連合大会（2016年5月，幕張メッセ国際会議場）（ポスター発表）

・�「男性研究者のワーク・ライフバランス〜ワークとライフの垣根を下げてみる〜」会議名：日本地球惑星
科学連合大会（2016年5月，幕張メッセ国際会議場）（招待講演）

・�「Effect�of�the�education�for�disaster�mitigation�in�Hakusan-Tedorigawa�geopark」（共著）会議名：The�
4th�Asia-Pacific�Geoparks�Network�San'in�Kaigan�Symposium（2015年9月，鳥取環境大学）

・�「Basic�research�of�sediment�transport�monitoring�in�the�river�using�UAV�and�SfM-MVS」（共著）会議名：
The�10th�China-Japan-Korea�Joint�Conference�on�Geography�&�The�1st�Asian�Conference�on�Geog-
raphy（2015年8月，China，Shanghai）

・�「広域自治体における住民の防災意識の多様性について―石川県白山市におけるアンケート調査に基づ
いて―」（共著）会議名：日本地球惑星科学連合大会（2015年5月，幕張メッセ国際会議場）（ポスター発表）

・�「Joint�Management�of�Geopark�&�Biosphere�Reserve�-�The�Case�Study�in�the�Hakusan�Tedorigawa�
National�Geopark�in�Japan」（共著）会議名：6th�International�UNESCO�Conference�on�Global�Geoparks
（2014年9月，Canada,�St�John）
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  専門分野 
地理学，水産研究

  専門分野キーワード 
地理学，水産研究，流通・消費，防災研究，防災教育，地理教育，食育

  著書 
・�『魚食と日本人　水産と人・生活・地域とのかかわり』古今書院，2015年

  共著，共編著，編著 
・�共著：『給食時間の5分間指導　食育早わかり図鑑　第2巻　旬の魚＋肉・だし・給食指導など』藤原勝
子編，群羊社，2016年。（分担：pp36-37（依頼執筆））

・�編著：『漁業，海，魚をとおして見つめる地域　-地理学からのアプローチ-』林紀代美編，冬弓社，
2013年（執筆：はじめに・おわりに，Ⅰ-C-2（pp107-123），Ⅱ-C-3（pp257-270））

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：「石川県の沿岸地区における津波への防災意識・行動の特徴と課題」『日本海域研究』47，
2016年。（査読有）

・�書評：「荒木一視編『食料の地理学の小さな教科書』」『地域漁業研究』54-2，2014年。（依頼原稿／査読有）
・�論文（調査報告）：「沖縄の人々はサンマ・サケをどう受け入れてきたか？�―食材の普及，流通，消費に
みられる地域性―」『E-journal�GEO』8-1，2013年。（査読有）

・�学会展望：「学会展望－水産業」『人文地理』65-3，2013年。（依頼執筆／査読有）
・�研究ノート：「「石川の朝とれもん」プロジェクトにみる地域水産物の活用と「見える化」への取り組み」
『地域漁業研究』54-1，2013年。（査読無）
・�論文：「小学校社会科における水産業に関わる学習機会とその内容」『地理学報』37，2013年。（査読無）
・�論文：「水産物流通研究における研究動向と今後の課題」『金沢大学人間科学系研究紀要』5，2013年。（査
読有）

・�論文（解説記事）：「2000年代の水産物購入にみる食の平均化と地域差」『E-journal�GEO』6-1，2011年。（査
読有）

・�論文（共著）：「「2010年チリ地震津波」発生時におけるわが国の漁業協同組合の対応とその課題」『地域
漁業研究』51-1，2010年。（査読有）

・�論文（短報）（共著）：「2007年能登半島地震発生時における地域住民の津波に関する意識と災害回避行
動」『地理学評論』82-3，2009年。（査読有）

・�書評：「中村周作著『宮崎だれやみ論　酒と肴の文化地理』」『新地理』57-2，2009年。（依頼原稿／査読有）
・�論文：「2007年能登半島地震発生時における中学生とその保護者の意識と災害回避行動―年齢層・男女
差に注目して―」『地域と環境』8・9，2009年。（査読無）

・�論文：「お絵描き地図の魅力と可能性　－まずは楽しく描いてみよう，出かけてみよう！－」『地図』
46-2，2008年。（査読有）（日本国際地図学会論文奨励賞受賞（2009年2月））

・�論文（共著）：「漁業者とその関係者の津波に対する避難行動の傾向と問題点」『地域漁業研究』48-1・2，
2008年。（査読有）

・�論文：「輸入カペリン大量流通下における北海道産シシャモの生産・加工と販売努力」『金沢大学教育学
部紀要　人文科学・社会科学編』57，2008年。（査読無）

・�論文：「Comparative�study�on�the�feature�and�evaluation�of�the�production�and�trade�activity�on�capelin�

林　紀代美　（ハヤシ　キヨミ）　准教授
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for�human�consumption�exported�to�Japan」『地域漁業研究』47-2・3，2007年。
・�論文：「水産業・水産物を活用した食に関わる学校教育活動の可能性と課題－小浜市立田烏小学校の事
例から－」『地域漁業研究』47-2・3，2007年。

・�論文：「地域水産業振興を考える　－地域水産物と消費者との接点に注目して－」『経済地理学年報』
53-1，2007年。（査読有／依頼論文）

・�論文（共著）：「日本と中国における「現代の諸課題」学習の方法に関する考察」『教育工学・実践研究』33，
2007年。（査読無）

・�論文：「手取川の遡上サケ活用に関する考察」『日本海域研究』36，2005年。（査読有）
・�論文（共著）：「教育学部の教科教育法授業における携帯電話GISの利用実験」『地理情報システム学会講
演論文集』14，2005年。（査読有）

・�論文：「地理教育での図教材の利用と研究に関する課題－GIS活用の検討にあたって－」『教育工学・実践
研究』31，2005年。（査読無）

・�論文：「学校給食での地元水産物の利用に関する考察〜石川県の手取川遡上サケを事例として〜」『金沢
大学教育学部紀要』54，2005年。（査読無）

・�論文：「高等学校地理における水産関連事項の取扱い－変遷と今後の方向性－」『金沢大学教育学部紀要』
53，2004年。（査読無）

・�論文：「The�difference�between�cities�and�the�change�for�the�constitution�proportion�of�fisheries�com-
modities�purchase」『地域漁業研究』44-1，2003年。（査読有）

・�論文：「社会科教育でのGIS等教材の利用とその研究に関する課題」『地理情報システム学会講演論文集』
12，2003年。（査読有）

・�論文（短報）：「中国におけるフグ養殖・輸出と日本市場の対応」『地理学評論』76-6，2003年。（査読有）
・�学会展望：「学会展望－漁業」『人文地理』55-3，2003年。（依頼原稿／査読有）
・�論文：「高等学校地理における水産関連事項の取扱いと水産関連研究の活用」『新地理』50-2，2002年。（査
読有）

・�論文：「取扱内容の構成特徴からみた輸入水産物陸揚・通関地点」『地域漁業研究』42-2，2002年。（査読有）
・�論文：「ベトナムにおける対日輸出関連のエビ養殖・加工の現状」『地域と環境』4，2002年。（査読無）
・�論文：「タイにおける対日輸出関連エビの養殖・加工の現状」『地理学報』35，2002年。（査読無）
・�論文：「教科書での水産物輸入・流通の記述および授業での関連資料の活用に関する一考察」『地理学教
室報告』9，2002年。（査読無）

・�論文：「下関漁港・商港における水産物流通の空間構造」『地理学評論』74A-9，2001年。（査読有）

  その他 
・�『平成26・27年度　海女習俗査報告書　－輪島における素潜り漁及び関係する習俗－』の作成に関わ
る調査（国指定無形文化財指定を目的とした調査）及び執筆の分担担当，石川県（依頼執筆／分担箇所：
pp24-31，pp150-153，pp181-196，pp379-390），2016年。

・�「地域食材の消費・伝承をどう維持するか？　－能登の魚醤－」『地理』735（pp48-53），古今書院，
2016年。

・�「"魚食いの町"金沢　―水産物購入からみた地域性―」『地理』715（pp28-35・口絵4-5），古今書院，
2015年。

・�「被災経験を伝える，活かす　－学びのかたち・道具」『地理』702（pp50-57・口絵4-5），古今書院，2014年。
（共著）
・�「条件不利に負けない「攻めの減災」活動　―高知県四万十町興津地区の例―」『地理』704（pp70-77），
古今書院，2014年。（共著）

・�「あなた自身，あなたの職場・漁協や集落では「減災」を心掛けていますか」『漁業と漁協』610，2013年。
（依頼原稿）
・�「商品・産地の価値や役割をつくり，伝える人々」『歴博』154，2009年。（特集「商人」の一部を構成。／
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依頼原稿）
・�「地域特性を踏まえた自治・教育活動の構築と人びとの役割」『石川自治と教育』636，2009年。（依頼原稿）
・�「地域資源の活用を促し，理解・価値を高める活動―北陸地方の事例―」『自然と社会』74，2008年。（依
頼原稿）

・�地域漁業学会奨励賞（中楯賞）の受賞＜「地理学的アプローチによる地域漁業研究」論文賞ではなく研究
テーマ・活動に対する受賞＞地域漁業学会（2008年11月）。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「学校給食を魚食教育の教材にしよう‼　〜魚から学ぶ食育〜」　会議名：第18回ジャパン・インター
ナショナル・シーフードショー　第1回国産水産物流通促進事業セミナー（東京ビックサイト）一般社団
法人大日本水産会・国産水産物流通促進センター（2016年8月）（招聘講演）

・�「消費者による魚食の立場から」　会議名：漁業経済学会第63回大会（国立研究開発法人水産研究・教育
機構水産大学校（下関市）。シンポジウム「水産物小売の現代的特徴とその再生　―スーパーチェーンの
限界と未来―」）（2016年6月）（招待コメント）

・�「ジオパークを通じた自然環境学習による防災意識の形成　－白山手取川ジオパークの事例－」会議名：
日本地球惑星科学連合2016年大会（幕張メッセ国際会議場）（2016年5月）（学会ポスター発表，共同発
表）

・�「海藻・魚醤の利用からみた「能登地域」の広がり」　会議名：2015年人文地理学会大会（大阪大学）（2015
年11月）（学会ポスター発表）

・�「「減災」からみつめる漁業地域　－今後の防災に備えるために－」　会議名：日本学術会議主催学術
フォーラム「東日本大震災からの水産業および関連沿岸社会・自然環境の復興・再生に向けて」（日本学
術会議講堂）（2013年11月）（地域漁業学会代表で依頼講演）

・�「はじめよう，「減災」の実現に寄与する教科教育活動」　会議名：山口県高等学校教育研究会社会科部
会大会（山口県高川学園高等学校）（2012年8月）（基調講演）

・�「食材の普及と流通・消費にみられる地域性－沖縄の人々はサンマ・サケをどう受け入れてきたか？－」　
会議名：2011年日本地理学会秋季学術大会（大分大学）（2011年9月）（学会ポスター発表）

・�「2010年チリ地震津波発生時における漁業関係者の対応とその課題」　会議名：日本地球惑星科学連合
2010年大会（幕張メッセ国際会議場）（2010年5月）（学会ポスター発表，共同発表）

・�「お絵描き地図の魅力と可能性－まずは楽しく描いてみよう，出かけてみよう！－」　会議名：日本国
際地図学会第41回地方大会（富山大学）（2007年10月）（招聘講演）

・�「地域水産業と食育」　会議名：地域漁業学会2006年度大会（福井県立大学（小浜市）。ミニシンポジウ
ム「地域水産業と食育」）（2006年11月）（ミニシンポジウムのコーディネーター・司会・報告者）
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  専門分野 
応用健康科学，健康教育学，教科教育学

  専門分野キーワード 
学校健康教育，ロールプレイング

  共著，共編著，編著 
・�（2009）小学校保健学習についての「なるほどQ&A」（p12-15），第6学年の展開例（p59-68）　保健学習
推進委員会（編）新学習指導要領の基づくこれからの小学校保健学習　財団法人日本学校保健会（分担執
筆）

・�（2009）学習指導案の考え方と立て方（p71-74），評価規準に基づく保健学習での指導と評価（p79-83）　
第5次改訂　学校保健ハンドブック　ぎょうせい，東京（分担執筆）

・�（2009）子どもと学校環境（p121-138）　子ども学講座，「第3巻　子どもと環境」　一藝社，東京（分担
執筆）

・�（2009）小学校の保健（p196-203，241-242）　新版・保健体育科教育法　大修館書店，東京（分担執筆）
・�（2008）病気の予防（p45），習得・活用・探究する保健の学習活動（p72-73），学校外の専門家等の活用
（p96），教材づくりの工夫（p97）　小学校�学習指導要領の解説と展開　体育編　Q＆Aと授業改善のポ
イント・展開例　2008年6月　教育出版，東京　（分担執筆）

・�（2004）障害のある児童・生徒とその指導（p249-260）　第4次改訂　学校保健ハンドブック　ぎょうせ
い，東京（分担執筆）

・�（2004）北陸学校保健学会の歴史と展望（p126-127）　日本学校保健学会50年史　日本学校保健学会，
東京（分担執筆）

・�（1999）心身障害児とその指導（p301-314）　全訂　学校保健ハンドブック　ぎょうせい，東京（分担執
筆）

・�（1998）保健授業・保健指導の役割　（p.134-141）　こころとからだを育てる保健学習　学事出版，東
京（分担執筆）

  論文・研究ノート 
論文：
・�片岡千恵，野津有司，他�6�名，岩田英樹�5�番目：我が国の高校生における危険行動と睡眠時間との関連，
日本公衆衛生雑誌，査読あり，61�巻，535-544，2014

・�Iwata�Hideki（2011）Evaluating�Middle�School�student�Smoking�and�Drinking�Refusal�Skills�–�Compar-
ing�Physical�Education�Teacher�and�School�Health�Nurse�Ratings.,�School�Health,�7:1-7,2011�

・�松田繁樹，出村慎一，藤谷かおる，岩田英樹，青木宏樹（2011）　体育の好嫌意識と体育の得意・不得
意及び運動部加入・未加入の関係，並びにそれらの性差及び学校種間差　教育医学　56巻4号：362-
369（査読あり）

・�青木宏樹，出村慎一，北林　保，藤谷かおる，岩田英樹（2010）　中学生と高校生が考える体育授業の
因子構造の比較　教育医学　55巻4号：313-320（査読あり）

・�岩田英樹（2009）中学生の喫煙や飲酒を断るスキルの評価方法の検討―ロールプレイングの観察による
他者評価と自己評価との関係―　日本教科教育学会誌　32：（p61-70）　（査読あり）

・�藤谷かおる，出村慎一，北林　保，青木宏樹，岩田英樹（2009）　生徒の考える体育授業の構成要因の
検討－運動部加入の有無および性差の観点から－　教育医学　55巻3号：218-226（査読あり）

・�青木宏樹，出村慎一，北林　保，藤谷かおる，岩田英樹（2009）　生徒の考える体育授業の構成要因の
検討－体育に対する意識及び性差の観点から－　教育医学　55巻2号：191-196（査読あり）

・�青木宏樹，出村慎一，北林　保，藤谷かおる，岩田英樹，内山応信，宗倉啓，山下秋二（2009）生徒が
判断する体育授業の構成要因の検討－校種間差及び性差の観点から－　日本教科教育学会誌，32（2）：
11-20（査読あり）

・�野津有司，和唐正勝，渡邉正樹，西岡伸紀，植田誠治，高橋浩之，岩田英樹，渡部基，今関豊一，
戸田芳雄（2007）　全国調査による保健学習の実態と課題―児童生徒の学習状況と保護者の期待につ
いて―　学校保健研究，49（4）：280-295（査読あり）

岩田　英樹　（イワタ　ヒデキ）　教授
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・�宗倉啓，出村慎一，藤谷かおる，岩田英樹，北林保，岡出美則，山下秋二（2006年）高等学校における
｢よい体育授業｣の因子構造及びその教師と生徒の関連性　日本教科教育学会誌，28（4），11-20（査読
あり）

・�藤谷かおる，出村慎一，畑田雄也，北林保，岩田英樹，岡出美則，宗倉啓（2005）高等学校における「よ
い体育授業」の有効な評価要因及び項目の検討　日本教科教育学会誌，27（4），51-60（査読あり）

・�藤谷かおる，出村慎一，北林保，畑田雄也，岩田英樹，宗倉啓，岡出美則，山下秋二（2005）「よい体育授業」
に影響を及ぼす要因　北陸体育学会紀要，41，11-21（査読あり）

・�藤谷かおる，出村慎一，北林保，畑田雄也，岩田英樹，宗倉啓，岡出美則（2004）　高等学校における
「よい体育授業」の構成要因及びその評価項目内容の適切性，教師と生徒間の比較　体育学研究，49（5），
471-482（査読あり）

・�荒川長巳，岩田英樹，渡部基，渡邊正樹，野津有司（2004）　大学生とHIV検査体制に関する調査　教
育保健研究，13，57-64（査読あり）

・�岩田英樹，佐見由紀子，渡辺謙（2000）　茨城県の小学校における薬物乱用防止教育の実施状況　学校
保健研究，42，234-244（査読あり）

・�Koich�Iwai,�Hideki�Iwata,�Syunji�Sawa,�Keiko�Hozumi�and�Masahiko�Miyao�（2000）　The�Present�Sti-
uation�of�Region�Elderly�with�Health�Disorder�In�Japan，�Survey�Results�from�an�Ami�Health�Promotion�
for�the�Elderly.　茨城県立医療大学紀要，茨城県立医療大学，5，167-173（査読なし）

論説：
・�岩田英樹，野津有司，渡部基（2006）　学校健康教育におけるロールプレイングを用いた実践の動向　
学校保健研究，47（6）：510-524（査読あり）

・�依頼論文：岩田英樹（2009）保健の授業で思考力・判断力を育成するための指導方法の工夫〜ロールプ
レイング再考〜　初等教育資料，東京，（p74-77）（査読なし）

  口頭発表・ポスター発表 
・�岩田英樹，野津有司，片岡千恵，久保元芳：アクティブ・ラーニングの活用に関する研究‐保健学習
および他教科における授業実践の文献的検討から―，第67回日本体育学会，査読なし，282頁，2016

・�岩田�英樹，野津有司，片岡千恵，他�4�名，：飲酒および喫煙の誘いへの断り方に関連する要因－高校
生を対象として－，�第�62�回日本学校保健学会，査読無し，�2015

・�岩田英樹，野津有司，片岡千恵，他�4�名：飲酒行動において中・高校生が間接的に受ける社会的圧力
（passive�social�pressure）の影響�（学会発表）�，第�60�回日本学校保健学会，査読無し，�136�頁，2013
・�Masaki�Watanabe�,�Motoyoshi�Kubo�,�Motoi�Watanabe�,�Toyokazu�Imazeki�,�Seiji�Ueda�,�Hideki�Iwata�,�
Nobuki�Nishioka�,�Yuji�Nozu�,�Ryoichi�Mori：GUARDIANS’�INTERESTS,�BELIEFS,�AND�REQUESTS�RE-
GARDING�SCHOOL�HEALTH�EDUCATION�CLASSES�IN�JAPAN，The�21st�IUHPE�World�Conference�
on�Health�Promotion（Thailand），2013　（ポスター発表）

・�Seiji�Ueda�,�Hideki�Iwata�,�Motoi�Watanabe�,�Masaki�Watanabe�,�Nobuki�Nishioka�,�Toyokazu�Imazeki�,�
Motoyoshi�Kubo�,�Yuji�Nozu�,�Ryoichi�Mori：STUDENTS’�ACHIEVEMENT�OF�HEALTH�KNOWLEDGE�
IN�JAPAN�IN�2010，The�21st�IUHPE�World�Conference�on�Health�Promotion（Thailand），2013　（ポ
スター発表）

・�岩田英樹：喫煙飲酒防止教育における�Normative�Education�の実際‐米国健康教育教材の分析から‐
（学会発表），第�69�回北陸学校保健学会，査読無し，5-6，2012�
・�岩田英樹，久保元芳，富岡寛，渡邉正樹，西岡伸紀，渡部基，今関豊一，植田誠治，大見学，加藤俊文，
野津有司，和唐正勝：小学校保健学習の知識の習得状況－全国調査（平成22年）の結果より－，第58回
日本学校保健学会，228頁，2011

・�岩田英樹，野津有司，渡部基，佐藤幸，久保元芳，中山直子，片岡千恵，工藤晶子，川原しおり，黒岩浩子：
保健学習におけるロールプレイングによる指導の課題-道徳の時間における指導の特徴との比較から-，
289頁，第58回日本学校保健学会，2011年

・�堀田由果里，小下美子，中條葉子，小畠尚美，毛利恵子，谷山茉里子，藪佳織，諸井珠江，岩田英樹
（2011）：個別保健指導再考（3）―事例検討の新たな形式「ケースシミュレーション」の提案―，301頁，
第58回日本学校保健学会(埼玉)　（優秀発表賞受賞）

・�岩田英樹，野津有司，片岡千恵，工藤晶子，河原しおり，久保元芳，今関豊一（2010）保健体育の教員
免許の取得をめざす大学生における高校の保健内容の習得状況について（2）第57回日本体育学会(名古
屋)
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  専門分野 
スポーツ科学

  専門分野キーワード 
スポーツ社会学，スポーツ人類学

  共著，共編著，編著 
・�共著：『教養としてのスポーツ人類学』寒川恒夫編，大修館書店，2004年。（分担：2部17章「タイの子ど
もにみる遊びの文化化」）

・�共著：『Change!�みんなのスポーツ』みんなのスポーツ全国研究会編，不昧堂出版，2002年。（分担：
38-41ページ）

・�共著：『スポーツで読むアジア』平井肇編，世界思想社，�2000年。（分担：第2章「伝統スポーツの行方－
変わるタイの子どもの遊びとスポーツ－」）

・�共編著：『タイ伝統遊戯・スポーツ地図』佐川哲也，國土将平，大澤清二編，富士技術出版株式会社，
1998年。

・�共著：『現代スポーツ指導者論』粂野豊，佐伯聰夫編著，ぎょうせい，1988年。（分担：第1章第1節「西
ドイツ」）

・�共著：『みんなのスポーツQ＆A』粂野豊編著，不昧堂出版，1985年。（分担：202-203ページ）　　

  翻訳 
・�共訳：J.W.�ロイJr.，J.S.ケニヨン，B.D.マクファーソン編著『スポーツと文化・社会』粂野豊編訳，ベー
スボールマガジン社，1988年。（分担：516-533ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：42�T.�Nakano,�W.�Nirantranon,�T.�Sagawa,�S.�Kokudo(2015)�Relationship�between�Ortho-
static�Dysregulation�(OD)�and�Lifestyle�of�Udonthani�Children�and�the�Influence�of�OD�on�School�Life.�
Journal�of�the�Association�of�Private�Higher�Education�Institutions�of�Thailand,�21(2)49-58�（査読有）

・�論文（共著）：大澤清二，下田敦子，佐川哲也，國土将平，中野貴博，柿山哲治，小磯透（2014）HQC手
法で生活習慣を変えればODは改善する．健康教室，第764集：54-58．（依頼論文）

・�論文（共著）：田島良輝，谷端範添，神野賢治，西村貴之，佐川哲也，奥田睦子（2013）自立・持続経営
を担保する総合型地域スポーツクラブの財務分析に関する研究，金沢星稜大学人間科学研究　7(1)，
1-7（査読無）

・�論文（共著）：中野貴博，大澤清二，佐川哲也，國土将平，下田敦子（2012）東南アジアの後発開発途上
国における子ども達の生活習慣問題．名古屋学院大学論集�人文・自然科学篇，�48-2：69-76．（査読無）

・�論文（共著）：Seiji�Ohsawa,�Tetsuya�Sagawa,�Shohei�Kokudo�et�al.�(2011)�Growth�standards�for�chil-
dren’s�weight�of�12�ethnic�groups�in�Myanmar�and�Thailand.�Jpn�J�Hum�Growth�Dev�Res�No.51,�46-56
（査読有）
・�論文：佐川哲也（2010）HQCによる学校環境（幼稚園から高校）改善への応用，子どもと発育発達8(3)，
144-148（依頼論文）

・�論文（共著）：國土将平，中野貴博，佐川哲也，笠井直美，小磯透，鈴木和弘，下田敦子，大澤清二（2010）
タイ国・ミャンマー連邦に居住する8民族の身長発育曲線の検討，発育発達研究，46，11-26（査読有）

・�論文（共著）：中野貴博，大澤清二，佐川哲也（2008）HQC手法による生活習慣改善の効果出現時期の検
討，発育発達研究，37，9-24（査読有）

・�論文：佐川哲也（2008）アジアの子どもの遊びと遊具，発育発達研究，6(3)，165-168（依頼論文）
・�論文（共著）：國土将平，大澤清二，佐川哲也，下田敦子（2007）タイにおける児童生徒の身体発育に適
合した机と椅子のサイズの検討，発育発達研究，33，1-7（査読有）

・�論文（共著）：佐川哲也・杉田貴寛（2006）生涯スポーツ時代に適合した運動・スポーツ実施動向指標に
ついての一考察－金沢市民の運動・スポーツ実施調査から－，金沢大学教育学部紀要人文科学・社会科
学編，55，19-32（査読無）

・�論文（共著）：平下政美，紫藤治，佐川哲也，セティポン・シラー（2003）．熱帯地方住民の運動時にお
ける発汗量と飲水量に関する実態調査，北陸体育学会紀要，91-95（査読無）

佐川　哲也　（サガワ　テツヤ）　教授
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・�論文：佐川哲也（2002），1980年代前半におけるタイ伝統スポーツの経験率，金沢大学教育学部紀要，
人文科学・社会科学編　51，37-50（査読無）

・�論文：佐川哲也（2001），子ども遊びのフィールドワーク，体育学研究　46（5），467-475（査読無）

  その他 
・�報告書：�Tetsuya�Sagawa,�Takahiro�Nakano�and�Shohei�Kokudo�(2016),�Statistical�Data�Book�on�Life-
style,�Health�and�Values�of�Asian�Children�–�Thailand,�Nepal,�Myanmar�and�Japan-,�Kanazawa�Universi-
ty（科研費25282222）

・�報告書：Tetsuya�Sagawa,�Takahiro�Nakano�and�Shohei�Kokudo�(2015),�Statistical�Data�Book�on�Life-
style,�Health�and�Values�of�Asian�Children�–�Thailand�Survey�2013-�provisional�edition,�Kanazawa�Uni-
versity（科研費25282222）

・�報告書：Tetsuya�Sagawa,�Takahiro�Nakano�and�Shohei�Kokudo�(2015),�Statistical�Data�Book�on�Life-
style,�Health�and�Values�of�Asian�Children�–�Myanmar�Survey�2014-�provisional�edition,�Kanazawa�Uni-
versity（科研費25282222）

・�報告書：Tetsuya�Sagawa,�Takahiro�Nakano�and�Shohei�Kokudo�(2015),�Statistical�Data�Book�on�Life-
style,�Health�and�Values�of�Asian�Children�–�Nepal�Survey�2014-�provisional�edition,�Kanazawa�Univer-
sity（科研費25282222）

・�報告書：佐川哲也（2014.12）「金沢市民のスポーツ意識に関する調査」報告書，金沢大学スポーツ社会
学研究室（受託研究）

・�報告書：佐川哲也（2014.3）「トリムバレーボール愛好者調査」報告書，金沢大学スポーツ社会学研究室
（責任編集）
・�報告書：佐川哲也（2013.2）「内灘町民スポーツ基本調査」報告書，金沢大学スポーツ社会学研究室（責任
編集）

・�報告書：佐川哲也（2011.3）「金沢市役所職員のスポーツ意識に関する調査」報告書，金沢大学スポーツ
社会学研究室（責任編集）

・�報告書：中村浩二，佐川哲也，中村晃規（2010.3）金沢大学「角間の里山自然学校」を拠点とした自然共
生型地域づくり，金沢大学角間の里山プロジェクト（責任編集）

・�報告書：佐川哲也（2010.2）「金沢市民のスポーツ意識に関する調査」報告書　平成21年9月実施，金沢
大学スポーツ社会学研究室（受託研究）

  口頭発表・ポスター発表 
・�ポスター発表：佐川哲也，國土将平，中野貴博（2016）ミャンマー，ネパール，タイにおける子ども
の家庭内労働－アジア子ども基本調査からの報告　その2－，日本発育発達学会第14回大会，神戸，
2016.3.6

・�口頭発表：佐川哲也（2015），人はスポーツの「効果」をどのように捉えているのか？－「金沢市民の
スポーツ意識に関する調査（平成26年7月実施）」からの報告－，日本体育学会第66回大会，世田谷，
2015.8.25

・�ポスター発表：佐川哲也，國土将平，中野貴博（2014）タイ国における子ども遊びの地域差　アジア子
ども生活基本調査からの報告　その1，日本発育発達学会第13回大会，世田谷，2015.3.15

・�口頭発表：佐川哲也（2014），生涯スポーツとしてのバレーボール・キャリアパターンに関する一考
察：金沢市中高年トリムバレーボール連盟登録愛好者調査から，日本体育学会第65回大会，盛岡，
2014.8.25

・�口頭発表：佐川哲也（2010）実施頻度からみた市民の各種スポーツ行動の関連に関する研究－K市にお
ける市民スポーツ意識調査から－，日本体育学会第61回大会，豊田，2010.9.8

・�ポスター発表：佐川哲也・中村晃規（2007），金澤大學的「角間的里山自然學校」及「里山之友」，2007年
中華民国環境教育学術検討会，花蓮，2007.9.29，（台湾語）

・�招待講演：佐川哲也（2007），�日本里山與大學經營的自然學校〜金澤大學「角間的里山自然學校」，行
政院農委会林務局自然教育中心発展第4次専業成長2007/09環境教育学習中心発展工作坊，花蓮，
2007.9.�28

・�口頭発表：佐川哲也（2006）東北タイの子ども遊び－2004年9月，ウボン調査報告－，日本体育学会第
57回大会，弘前，2006.8.18

・�口頭発表：佐川哲也（2006）タイの小学校における礼儀作法教育と学校スポーツ，日本スポーツ社会学
会第15回大会，奈良，2006.3.28
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  専門分野 
スポーツ経営学，体育科教育学

  専門分野キーワード 
体育授業，スポーツイベント，運動会

  共著，共編著，編著 
・�共著：『テキスト「保健体育」』出村慎一監修，佐藤進・山次俊介編，大修館書店，2011年．（分担：23-26
ページ）

・�共著：『デジタル版�新しい小学校体育授業の展開�小学校体育科教育実践講座〈理論編〉』デジタル版小学
校体育科教育実践講座刊行会編，（株）ニチブン，2006年．（分担：113-118ページ）

・�共著：『デジタル版�新しい小学校体育授業の展開�小学校体育科教育実践講座〈理論編2〉』デジタル版小
学校体育科教育実践講座刊行会編，（株）ニチブン，2006年．（分担：31-36ページ，37-42ページ）

・�共著：『子どもの体と心が弾む体育科の授業と評価�1年』池田延行・�村田芳子編，教育出版株式会社，
2002年．（分担：36ページ）

・�共著：『子どもの体と心が弾む体育科の授業と評価�2年』池田延行・�村田芳子編，教育出版株式会社，
2002年．（分担：36ページ）

・�共著：『子どもの体と心が弾む体育科の授業と評価�3年』池田延行・�村田芳子編，教育出版株式会社，
2002年．（分担：36ページ）

・�共著：『子どもの体と心が弾む体育科の授業と評価�4年』池田延行・�村田芳子編，教育出版株式会社，
2002年．（分担：36ページ）

・�共著：『子どもの体と心が弾む体育科の授業と評価�5年』池田延行・�村田芳子編，教育出版株式会社，
2002年．（分担：36ページ）

・�共著：『子どもの体と心が弾む体育科の授業と評価�6年』池田延行・�村田芳子編，教育出版株式会社，
2002年．（分担：36ページ）

・�共著：『中学校体育・スポーツ教育実践講座「SPASS」』成田十次郎・川口千代・杉山重利監修，永島惇正・
高橋健夫・細江文利編，（株）ニチブン，1998年．（分担：94-98ページ）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）：朝倉優子・出村慎一・藤谷かおる・勝田晴香「大学テニス競技選手のサービス速度と筋パワー
の関係」『人間社会環境研究』第32号，2016年，1-6ページ．（査読なし）

・�論文（共著）：青木宏樹・出村慎一・藤谷かおる・高橋憲司・嶋山進一「小学校低学年児童における遊びに
関する研究：主にボール遊びの性差及び遊びと投能力の関係」『北陸体育学会紀要』第52号，2016年，
31-37ページ．（査読有）

・�論文（共著）：青木宏樹・出村慎一・妙願沙紀・藤谷かおる・岩田英樹「小学校低学年の遠投距離に及ぼす
ボール投げ（ZERO真下投げ）」『教育医学』第59巻第2号，2013年，163-167ページ．（査読有）

・�論文（共著）：松田繁樹・出村慎一・藤谷かおる・岩田英樹・青木宏樹「体育の好嫌意識と体育の得意・不
得意および運動部加入・未加入の関係，ならびにそれらの性差および学校種間差」『教育医学』第56巻
第4号，2011年，362-369ページ．（査読有）

・�論文（単著）：藤谷かおる「体育授業における共感性の構成要因の検討　－性差および校種間差の観点か
ら－」『日本教科教育会誌』第33巻第2号，2010年，11-20ページ．（査読有）

・�論文（共著）：青木宏樹・出村慎一・北林保・藤谷かおる・岩田英樹「中学生と高校生が考える体育授業の
因子構造の比較」『教育医学』第55巻第4号，2010年，313-320ページ．（査読有）

・�論文（共著）：藤谷かおる・出村慎一・北林保・青木宏樹・岩田英樹「生徒の考える体育授業の構成要因の
検討　―運動部加入の有無および性差の観点から―」『教育医学』第55巻第3号，2010年，218-226ペー
ジ．（査読有）

・�論文（共著）：青木宏樹・出村慎一・北林保・藤谷かおる・岩田英樹「生徒の考える体育授業の構成要因の

藤谷　かおる　（フジタニ　カオル）　教授
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検討　―体育に対する意識及び性差の観点から―」『教育医学』第55巻第2号，2009年，191-196ページ．
（査読有）
・�論文（共著）：青木宏樹・出村慎一・北林保・藤谷かおる・岩田英樹・内山応信・宗倉啓・秋山秋二「生徒が
判断する体育授業の構成要因の検討　―校種間差及び性差の観点から―」『日本教科教育学会誌』第32
巻第2号，2009年，11-20ページ．（査読有）

・�論文（共著）：大杉貴康・出村慎一・藤谷かおる・秋山秋二・宗倉啓・南雅樹・北林保・「体育授業に対する
生徒の価値態度の構成要因およびその構成因子の性差の検討」『日本教科教育学会誌』第31巻第2号，
2008年，29-38ページ．（査読有）

・�論文（共著）：南雅樹・出村慎一・大杉貴康・北林保・藤谷かおる・山下秋二・宗倉啓「生徒の価値態度から
みた体育授業の構成要因および各要因を代表する項目の検討　―体育授業の目標・学習内容を踏まえ
て―」『日本教科教育学会誌』第30巻第4号，2008年，29-38ページ．（査読有）

・�論文（共著）：宗倉啓・出村慎一・藤谷かおる・岩田英樹・北林保・岡出美則・山下秋二「高等学校における「よ
い体育授業」の因子構造およびその教師と生徒の関連性」『日本教科教育学会誌』第28巻第4号，2006年，
11-20ページ．（査読有）

・�論文（共著）：藤谷かおる・出村慎一・北林保・畑田雄也・岩田英樹・宗倉啓・岡出美則・山下秋二「よい体
育授業に影響を及ぼす要因」『北陸体育学会紀要』第41号，2005年，11-21ページ．（査読有）

・�論文（共著）：藤谷かおる・出村慎一・畑田雄也・北林保・岩田英樹・岡出美則・宗倉啓「高等学校における
「よい体育授業」を評価する有効な要因および項目の検討」『日本教科教育学会誌』第27巻第4号，2005年，
51-60ページ．（査読有）

・�論文（共著）：藤谷かおる・出村慎一・北林保・畑田雄也・岩田英樹・宗倉啓・岡出美則「高等学校における
「よい体育授業」の構成要因及びその評価項目内容の適切性：教師と生徒間の比較」『体育学研究』第49巻
第5号，2004年，471-482ページ．（査読有）

・�論文（共著）：藤谷かおる・八代勉・日尾廣明・近藤新太郎「楽しさの質とスポーツ・プロデュースに関す
る授業研究」『体育・スポーツ経営学研究』第16巻第1号，2001年，71-84ページ．（査読有）

・�論文（単著）：藤谷かおる「よいからだに関する調査研究」『体育科教育学研究』第17巻第1号，2000年，
1-8ページ．（査読有）

  口頭発表・ポスター発表 
・�口頭発表（単独）：藤谷かおる「学校運動会（体育祭）のサービスクオリティ評価」『日本体育学会第67回大
会抄録』，2016年，192ページ．

・�口頭発表（共同）：朝倉優子・出村慎一・藤谷かおる・内田雄・嶋山進一「女性高齢者におけるステップ反
応テストの動作時間の群間差」『日本体育学会第67回大会抄録』，2016年，220ページ．

・�口頭発表（共同）：朝倉優子・出村慎一・藤谷かおる・長澤吉則・青木宏樹「女性高齢者における年齢とス
テップ反応エストによる動作時間の確保〜運動習慣の有る群と無い群との比較〜」『日本教育医学会第
64回大会抄録』，2016年，36-37ページ．

・�口頭発表（共同）：青木宏樹・出村慎一・朝倉優子・嶋山進一・藤谷かおる「幼児のおける異なるボールの
種類による投速度調整の正確性」『日本教育医学会第64回大会抄録』，2016年，74ページ．

・�口頭発表（単独）：藤谷かおる「スポーツと人間関係：大学生を対象としたスポーツ共感の分析」『日本体
育・スポーツ経営学会第39回大会抄録』，2016年，78-79ページ．

・�口頭発表（共同）：内藤恵理・藤谷かおる「高齢者健康づくり教室のサービス品質評価」『日本体育・スポー
ツ経営学会第39回大会抄録』，2016年，82-83ページ．

・�口頭発表（単独）：藤谷かおる「大学生のスポーツ共感性尺度の検討」『日本体育学会第66回大会抄録』，
2015年，356ページ．

・�口頭発表（共同）：朝倉優子・出村慎一・藤谷かおる・北林保・高橋憲司・内田雄「大学テニス競技選手のサー
ビス速度と筋パワーの関係」『日本体育学会第66回大会抄録』，2015年，264ページ．

・�口頭発表（単独）：藤谷かおる「能登和倉万葉の里マラソン2012参加者のイベント評価と地域活性化に
向けての課題」『日本体育学会第64回大会抄録』，2013年，222ページ．

・�口頭発表（単独）：藤谷かおる「からだ観に関する研究」『日本体育学会第51回大会抄録』，2000年，472
ページ．
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  専門分野 
運動生理学・生化学

  専門分野キーワード 
運動　筋細胞　代謝　トレーニング　フリーラジカル　ミオグロビン　ミトコンドリア　ニュートリゲ
ノミクス

  共著，共編著，編著 
・�増田和実:�第10章�運動と呼吸�－�5）ミオグロビン.�ニュー運動生理学（II）（宮村実晴�編集）,�pp.�93-101,�
（株）真興交易,�東京,�2015.
・�増田和実:�4講�運動と筋ATP代謝.�11講�運動と酸化ストレス.�In　運動生理学20講（第3版）（勝田茂,�征
矢英昭�編集）,�pp.�24-34（4講）,�pp.�84-95（11講）,�（株）朝倉書店,�東京,�2015.（2セクション）

・�増田和実:�近赤外分光法（筋血流）.�In�自律神経機能検査　第5版（日本自律神経学会�編集）,�pp.�137-140,�
（株）文光堂,�東京,�2015.
・�Masuda�K:�Intracellular�oxygen�dynamics�observed�by�NIRS�during�skeletal�muscle�contraction.�In�Ap-
plication�of�Near�Infrared�Spectroscopy�in�Biomedicine,�(Series:�Handbook�of�Modern�Biophysics,�Vol.�4,�
Jue�T�&�Masuda�K�Eds),�Springer,�New�York,�2013.

・�高倉久志,�増田和実:�ミトコンドリアとミオグロビン.�In�身体運動と呼吸・循環機能（宮村実晴�編集）,�
pp.�162-167,�（株）真興交易,�東京,�2012.

・�増田和実:�エネルギーを決める要素.�In�スポーツ・運動生理学概論（山地啓司,�大築立志,�田中宏暁�編著）,�
pp.�106-119,�（株）明和出版,�東京,�2011.

・�増田和実:�ミオグロビン.�In�運動生理学のニューエビデンス（宮村実晴�編集）,�pp.�268-276,�（株）真興交
易,�東京,�2010.

・�増田和実:�3.18�O2運搬貯蔵色素（Hb，Mb）,�3.23�筋線維タイプと酸素利用.�In�からだと酸素の事典（酸
素ダイナミクス研究会�編集）,朝倉書店,�東京,�pp.�216,�pp.�226-227,�2009.�（2セクション）

・�増田和実,�田辺解:�4-9.�老化と酸化ストレス.�In�運動器の機能向上のための介護予防実践マニュアル〜
科学的根拠に基づく効果的かつ安全な実践に向けて〜（久野譜也,�松田光生,�福永哲夫,�川口毅,�烏帽子
田彰�編集）,�pp.�118-123,�社会保険研究所,�東京,�2007.

・�増田和実:�運動へのミオグロビンの役割.�In�運動と呼吸（宮村実晴�編集）,�pp.�213-224,�（株）真興交易,�
東京,�2004.

・�増田和実:�「運動の継続中止による身体への影響」「腰痛，肩こり，筋肉痛」「活性酸素」.�In�地域における
高齢者の健康づくりハンドブック（松田光生,�福永哲夫,�烏帽子田彰,�久野譜也�編集）,�（有）NAP�,�東京,�
pp.�74-75,�pp.�90-91,�pp.�104-105,�2001.

・�増田和実,�田辺解:�V.�知って得する健康科学最新情報.�4.�活性酸素－運動は両刃の剣？－.�In�高齢者の生
活機能増進法－地域システムと具体的ガイドライン－（岡田守彦,�松田光生,�久野譜也�編集）,�pp.�188-
199,�（有）NAP,�東京,�2000.

・�増田和実:�VI.�ミオグロビン（2）－量的変化と新たな生理的機能の解明－.�In�高所－運動生理学的基礎と
応用（宮村実晴�編集）,�pp.�97-108,�（有）NAP,�東京,�2000.

  論文・研究ノート 
総説（CA：責任著者）�
・�石澤里枝,�山田達也,�Hamidie�DRR,�増田和実CA：脂肪酸による骨格筋のミトコンドリア生合成機構.�北
陸体育学会紀要�51:�41-54,�2015.

・�Masuda�KCA,�Yamada�T,�Ishizawa�R�and�Takakura�H:�Role�of�myoglobin�in�regulating�respiration�during�
muscle�contraction.�J�Physical�Fitness�Sports�Med�2:�9-16,�2013.

・�増田和実CA：末梢循環と筋細胞.�体育の科学�62:�273-278,�2012.
・�古市泰郎,�増田和実CA：骨格筋エネルギー代謝におけるカルニチントランスポーターの役割.�体力科学�
61:�289-296,�2012.

・�高倉久志,�増田和実CA：筋収縮に伴う細胞内外の酸素環境変化と筋細胞内ヘムタンパクの存在意義.�北
陸体育学会紀要�46:�1-12,�2010.

・�Masuda�KCA,�Tanabe�K�and�Kuno�S:�Exercise�and�reactive�oxygen�species�in�elderly�-�exercise�as�pre-
vention�of�oxidative�stress�-.�Int�J�Sport�Health�Sci�4（Special�Isuue�2）:�348-359,�2006.

増田　和実　（マスダ　カズミ）　教授
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・�増田和実CA,�田辺解：高齢者の運動と活性酸素.�体力科学�52�Suppl:�73-82,�2003.
・�増田和実CA,�田辺解,�久野譜也:�運動と酸化ストレスと健康.�筑波大学体育科学系紀要�25:�1-11,�2002.
・�田辺解,�増田和実,�河野一郎,�久野譜也:�筋収縮と活性酸素:�新しい視点からみた筋の働き.�体育の科学�
52:�635-642,�2002.

・�金俊東,�増田和実,�久野譜也:�5.�MRIによる高齢者の筋特性.�In�臨床スポーツ医学�17巻臨時増刊号�ス
ポーツ医学におけるMR画像の応用－診断と最新の研究・展望を中心に－（黒田善雄,�中嶋寛之,�小林修
平,�河野一郎,�村山正博�編集）,�pp.�44-49,�文光堂,�東京,�2000.

・�増田和実CA,�Thomas�Jue,�久野譜也:�14.�筋代謝III�（1H）.�In�臨床スポーツ医学�17巻臨時増刊号�スポーツ
医学におけるMR画像の応用－診断と最新の研究・展望を中心に－（黒田善雄,�中嶋寛之,�小林修平,�河野
一郎,�村山正博�編集）,�pp.�110-117,�文光堂,�東京,�2000.

原著論文（CA:�責任著者）
・�Yamada�T,�Takakura�H,�Jue�T,�Hashimoto�T,�Ishizawa�R,�Furuichi�Y,�Kato�Y,�Iwanaka�N�and�Masuda�KCA:�
Myoglobin�and�the�regulation�of�mitochondrial�respiratory�chain�complex�IV.�J�Physiol�594:�483-495,�
2016.

・�Ishizawa�R,�Masuda�K,�Sakata�S�and�Nakatani�A:�Effects�of�different�fatty�acid�chain�lengths�on�fatty�
acid�oxidation-related�proteins�in�skeletal�muscles.�J�Oleo�Sci�64:�415-421,�2015.

・�Takakura�H,�Furuichi�Y,�Yamada�T,�Jue�T,�Ojino�M,�Hashimoto�T,�Iwase�S,�Hojo�T,�Izawa�T�and�Masuda�
KCA:�Endurance�training�facilitates�myoglobin�desaturation�during�muscle�contraction�in�rat�skeletal�
muscle.�Scientific�Reports�5:�9403,�2015.

・�Hamidie�DRR,�Yamada�T,�Ishizawa�R,�Saito�Y�and�Masuda�KCA:�Curcumin�treatment�enhances�the�ef-
fect�of�exercise�on�mitochondrial�biogenesis�in�skeletal�muscle�by�increasing�cAMP�levels.�Metabolism�
64:�1334-1347,�2015.

・�澤本加那子,�山田達也,�蔭地野稔,�石澤里枝,�Hamidie�DR�Ronald,�新田咲,�増田和実CA：膜透過処理による
骨格筋ミトコンドリア呼吸活性の定量化と異なる筋線維タイプにおける酸素消費速度の比較.�北陸体
育学会紀要�50:�7-18,�2014.

・�Furuichi�Y,�Goto-Inoue�N,�Manabe�Y,�Setou�M,�Masuda�K�and�Fujii�NL:�Imaging�mass�spectrometry�
reveals�fiber-specific�distribution�of�acetylcarnitine�and�contraction-induced�carnitine�dynamics�in�rat�
skeletal�muscles.�Biochem�Biophys�Acta�–�Bioenergetics�1837:�1699-1706,�2014.

・�Yamada�T,�Furuichi�Y,�Takakura�H,�Hashimoto�T,�Hanai�Y,�Jue�T�and�Masuda�KCA:�Interaction�between�
myoglobin�and�mitochondria�in�rat�skeletal�muscle.�J�Appl�Physiol�114:�490-497,�2013.

・�堀辰也,�石澤里枝,�Hamidie�RD�Ronald,�新田咲,�増田和実CA:�ポリフェノール摂取が収縮誘発性筋損傷の
回復過程に及ぼす影響.�北陸体育学会紀要�49:�1-9,�2013.

・�Furuichi�Y,�Sugiura�T,�KatoY,�Takakura�H,�Hanai�Y,�Hashimoto�T�and�Masuda�KCA:�Muscle�contraction�
increases�carnitine�uptake�via�translocation�of�OCTN2.�Biochem�Biophys�Res�Commun�418:�774-779,�
2012.

・�山田達也,�米田真平,�古市泰郎,�岩中伸壮,�増田和実CA：骨格筋の異なる筋線維タイプにおけるカルニチ
ン輸送担体の発現比較.�北陸体育学会紀要�48:�23-32,�2012.

・�Takakura�H,�Yamada�T,�Furuichi�Y,�Iwanaka�N�and�Masuda�KCA:�Effects�of�muscle�temperature�on�mus-
cle�oxygenation�kinetics�during�contraction�(in�English).�北陸体育学会紀要�47:�11-19,�2011.

・�Masuda�KCA,�Takakura�H,�Furuichi�Y,�Iwase�S�and�Jue�T:�NIRS�measurement�of�O2�dynamics�in�con-
tracting�blood�and�buffer�perfused�hindlimb�muscle.�Adv�Exp�Med�Biol�662:�323-328,�2010.

・�近藤針次,�下山一郎,�増田和実,�井奈波良一,�春名芳郎,�榊原規彰：非観血容積脈波連続血圧測定法と観血
式連続血圧測定法による血圧及び心拍出量評価.�医工学治療�22:�3-10,�2010.

・�Takakura�H,�Masuda�KCA,�Hashimoto�T,�Iwase�S�and�Jue�T:�Quantification�of�myoglobin�deoxygenation�
and�intracellular�partial�pressure�of�O2�during�muscle�contraction�under�Hb-free�medium�perfusion.�
Exp�Physiol�95:�630-640,�2010.

・�Furuichi�Y,�Sugiura�T,�Kato�Y,�Shimada�Y�and�Masuda�KCA:�OCTN2�is�associated�with�carnitine�transport�
capacity�of�rat�skeletal�muscles.�Acta�Physiol�200:�57-64,�2010.

・�渡邊高由樹,�徳田伸一,�高倉久志,�古市泰郎,�嶋田裕哉,�加登万裕子,�増田和実CA：音楽刺激が安静時の心
臓血管系の応答に及ぼす影響.�北陸体育学会紀要�45:�1-8,�2009.

・�加登万裕子,�嶋田裕哉,�古市泰郎,�高倉久志,�増田和実CA：傾斜歩行時の運動強度の推定.�日本運動生理学
雑誌�16:�9-16,�2009.

・�Furuichi�Y,�Masuda�KCA,�Takakura�H,�Hotta�N,�Ishida�K,�Katayama�K,�Iwase�S�and�Akima�H:�Effect�of�
intensive�interval�training�during�unloading�on�muscle�oxygenation�kinetics.�Int�J�Sports�Med�30:�563-
568,�2009.
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・�堀辰也,�増田和実CA,�古市泰郎,�田辺解,�狩野豊：Proanthocyanidinの経口摂取による筋組織の特異的な
ラジカル消去活性の変化.�北陸体育学会紀要�44:�1-9,�2008.

・�Masuda�KCA,�Truscott�K,�Lin�PC,�Kreutzer�U,�Chung�Y,�Sriram�R�and�Jue�T:�Determination�of�myoglobin�
concentration�in�blood-perfused�tissue.�Eur�J�Appl�Physiol�104:�41-48,�2008.

・��Kano�Y,�Masuda�K,�Furukawa�H,�Sudo�M,�Mito�K�and�Sakamoto�K:�Histological�skeletal�muscle�dam-
age�and�surface�EMG�relationships�following�eccentric�contractions.�J�Physiol�Sci�58:�349-355,�2008.

・�高倉久志,�増田和実CA,�長谷川慎：スポーツタイツの着用が自転車運動時の筋内酸素動態に及ぼす影響.�
北陸体育学会紀要�43:�29-36,�2007.

・�Masuda�KCA,�Hori�T,�Tanabe�K,�Kano�Y,�Hirayama�A�and�Nagase�S:�Proanthocyanidin�promotes�free�
radical�scavenging�activity�in�muscle�tissues�and�plasma.�Appl�Physiol�Nutr�Metab�32:�1097–1104,�
2007.

・�Tanabe�K,�Masuda�K,�Hirayama�A,�Nagase�S,�Kono�I�and�Kuno�S:�Effect�of�spontaneous�exercise�on�
antioxidant�capacity�in�rat�muscles�determined�by�electron�spin�resonance.�Acta�Physiol�186:�119-
125,�2006.

・�高嶋龍也,�増田和実CA,�高倉久志,�古市泰郎：筋収縮開始時における骨格筋deoxygenationの線形評価.�北
陸体育学会紀要�42:�1-7,�2006.

・�Hotta�N,�Sato�K,�Katayama�K,�Koga�S,�Masuda�K,�Miyachi�M,�Akima�H�And�Ishida�K:�Oxygen�uptake�ki-
netics�following�20�days�of�unilateral�lower�limb�suspension.�J�Physiol�Sci�56:�347-353,�2006.

・�Tanabe�K,�Masuda�K,�Ajisaka�R,�Matsuda�M,�Hirayama�A,�Nagase�S,�Kono�I�and�Kuno�S:�Relationships�
between�age,�daily�physical�activity,�antioxidant�capacity�and�oxidative�stress�among�middle-aged�and�
elderly�people.�Int�J�Sport�Health�Sci�4（Special�Isuue�2）:�515-527,�2006.

・�Masuda�KCA,�Kikuhara�N,�Demura�S,�Katsuta�S�and�Yamanaka�K:�Relationships�between�muscle�
strength�in�various�isokinetic�movements�and�kick�performance�among�soccer�players.�J�Sports�Med�
Phys�Fitness�45:�44-52,�2005.

・�山道佳奈,�増田和実CA,�東原玲,�加藤智也,�出村慎一,�近藤針次,�榊原規彰：高強度運動後の心臓収縮活動
に対する異なるクールダウン強度の影響.�北陸体育学会紀要�41:�23-34,�2005.

・�Akima�H,�Katayama�K,�Sato�K,�Ishida�K,�Masuda�K,�Furukawa�T,�Takada�H,�Watanabe�Y�and�Iwase�S:�
Intensive�cycle�training�with�artificial�gravity�maintains�muscle�size�and�function�during�bed�rest.�Aviat�
Space�Environ�Med�76:�923-929,�2005.

・�井上真希,�増田和実CA,�高嶋龍也：筋疲労耐性の性差と末梢血液循環状態との関連性.�北陸体育学会紀要�
40:�9-17,�2004.

・�井上夢月,�北浦孝,�小林大祐,�大久保英哲,�増田和実：L-カルニチンの大学陸上長距離選手への効果の検
討.�北陸体育学会紀要�39:�29-33,�2003.

・�Masuda�KCA,�Tanabe�K,�Kuno�S,�Hirayama�A�and�Nagase�S:�Antioxidant�capacity�in�rat�skeletal�muscle�
tissues�determined�by�electron�spin�resonance.�Comp�Biochem�Physiol�Pt.B�134:�215-220,�2003.

・�Sugawara�J,�Otsuki�T,�Tanabe�T,�Maeda�S,�Masuda�K,�Kuno�S,�Ajisaka�R�and�Matsuda�M:�Statistical�
evaluation�of�endurance-training�effects�on�systolic�blood�pressure�in�elderly�people�using�a�sin-
gle-case�design.�Int�J�Sport�Health�Sci�1:�148-153,�2003.

・�衣笠竜太,�川島紫乃,�増田和実,�鰺坂隆一,�松田光生,�久野譜也：筋力トレーニングによる中高年女性の筋
力増加とその要因としての筋の動員と筋肥大の経時的変化.�体力科学�52�suppl:�105-118,�2003.

・�Masuda�KCA,�Kikuhara�N,�Takahashi�H�and�Yamanaka�K:�Relationship�between�muscle�cross-sectional�
area�and�strength�in�various�isokinetic�movements�among�soccer�players.�J�Sports�Sci�21:�851-858,�
2003.

・�田辺解,�増田和実,�衣笠竜太,�菅原順,�鰺坂隆一,�松田光生,�河野一郎,�久野譜也：中高齢女性における血中
の抗酸化能力および酸化還元バランスに対する異なるタイプの運動トレーニングの影響.�日本運動生
理学雑誌�10:�65-76,�2003.

・�Masuda�KCA,�Kim�JD,�Kinugasa�R,�Tanabe�K�and�Kuno�S：Determinants�for�stair�climbing�by�elderly�
from�muscle�morphology.�Percept�Motor�Skills�94:�814-816,�2002.

・�田辺解,�増田和実,�菅原順,�鰺坂隆一,�松田光生,�河野一郎,�久野譜也：中高年者における日常の身体活動
量の相違が酸化ストレスに及ぼす影響.�体力科学�51:�325-336,�2002.

・�鰺坂隆一,�渡辺重行,�鈴木康文,�大槻毅,�田辺匠,�菅原順,�増田和実,�久野譜也,�松田光生,�山口巌：下肢レジ
スタンス運動における活動筋血液量動態－中高齢女性における検討－.�脈管学�42:�20-24,�2002.

・�Masuda�KCA,�Shimojo�H�and�Katsuta�S:�Level�of�myoglobin�concentration�in�human�vastus�lateralis�
muscle:�effect�of�training�status.�Adv�Exerc�Sports�Physiol�7:�47-51,�2001.

・�Masuda�KCA,�Okazaki�K,�Kuno�S,�Asano�K,�Shimojo�H�and�Katsuta�S:�Endurance�training�under�2500-m�
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hypoxia�does�not�increase�myoglobin�content�in�human�skeletal�muscle.�Eur�J�Appl�Physiol�85:�486-
490,�2001.

・�Kano�Y,�Shimegi�S,�Takahashi�H,�Masuda�K�and�Katsuta�S:�Changes�in�capillary�luminal�diameter�in�rat�
soleus�muscle�after�hind-limb�suspension.�Acta�Physiol�Scand�169:�271-276,�2000.

・�金俊東,�久野譜也,�相馬りか,�増田和実,�足立和隆,�西嶋尚彦,�石津政雄,�岡田守彦：加齢による下肢筋量の
低下が歩行能力に及ぼす影響.�体力科学�49:�589-596,�2000.

報告書
・�増田和実,�石澤里枝：米発酵技術を応用したスポーツ用機能性飲料の開発.�金沢大学ベンチャービジネ
スラボラトリー年報2015:�22-23,�2016.

・�Masuda�KCA,�Yamada�T�and�Jue�T:�Reply�to�Pancheva,�Panchev,�and�Pancheva�[Letter�to�the�editor].�J�
Appl�Physiol�115:�151,�2013.

・�増田和実,�古市泰郎,�高倉久志,�花井淑晃,�橋本健志,�狩野豊:�カルニチンの細胞内輸送の促進が骨格筋
の持久性能力に及ぼす影響.�（財）明治安田厚生事業団・第26回健康医科学研究助成報告書�102-109,�
2011.

・�仙石将太,�増田和実：インスリンによるカルニチン取り込みの亢進が持久性運動能力に及ぼす影響.�平
成21年度金沢大学学長研究奨励費研究結果論文集�第6号:�41-46,�2010.

・�増田和実,�Jue�Thomas,�橋本健志,�狩野豊：運動・不活動によるミトコンドリアの活性レベルの変化と酸
素供給機構に対するミオグロビンの生理学的関与�－骨格筋ミトコンドリアの活性化を規定する因子の
検証－.�公益財団法人�中冨健康科学振興財団�第21回研究助成業績集�平成22年度版�81-83,�2010.

・�増田和実,�加登万裕子,�寺沢なお子,�佐川哲也：角間里山ウォーキングコースの策定研究�－中高齢者対象
の習慣的な傾斜歩行の効果－.�平成20年度金沢大学里山プロジェクト研究課題成果報告書�1-4,�2009.

・�寺沢なお子,�増田和実:�奥能登のヘルスツーリズム可能性調査（珠洲プロジェクト2008）成果報告書.�平
成20年度石川県奥能登のヘルスツーリズム可能性調査・受託研究成果報告書�1-29,�2009.

・�増田和実,�加登万裕子,�佐川哲也:�角間里山ウォーキングコースの策定研究�－里山歩行に対する年齢の
影響－.�平成19年度金沢大学里山プロジェクト研究課題成果報告書�1-6,�2008.

・�松岡なつき,�増田和実:�異なる収縮様式における心臓血管系の応答の違いとそのメカニズムの検討.�平
成19年度金沢大学学長研究奨励費研究結果論文集�第4号:�24-29,�2008.

・�増田和実,�加登万裕子,�佐川哲也：角間里山ウォーキングの策定研究－里山歩行時の生理負担度の検
討－.�平成18年度金沢大学里山プロジェクト研究課題成果報告書�1-9,�2007.

・�岩瀬敏,�菅屋潤壹,�高田宗樹,�伊藤隆之,�石田浩司,�秋間広,�片山敬章,�渡邉順子,�平柳要,�岩﨑賢一,�塩澤
友規,�福永哲夫,�増尾善久,�増田和実,�下村吉治,�肥塚泉,�加茂力,�石見佳子,�布施晃：ベッドレストによる
宇宙飛行デコンディショニングに対する人工重力の有用性－人工重力プロジェクトへの参加．Space�
Utilize�Res�22:�192-195,�2006.

・�増田和実,�加登万裕子,�佐川哲也：角間里山ウォーキングの策定研究.�平成17年度金沢大学里山プロジェ
クト研究課題成果報告書�1-8,�2006.

・�増田和実,�秋間広,�衣笠竜太：運動トレーニングが骨格筋の酸素利用能力に及ぼす影響.�平成17年度（財）
石本記念デサントスポーツ科学振興財団研究助成成果報告書,�デサントスポーツ科学�27:�41-48,�2006.

・�古市泰郎,�増田和実:�短期間の局所不活動が下肢筋酸素動態に及ぼす影響について.�平成17年度金沢大
学学長研究奨励費研究結果論文集�第2号:�32-37,�2006.

・�岩瀬敏,秋間広,�片山敬章,�石田浩司,�増田和実,�河合康明,�下村吉治,�肥塚泉,�加茂力,�石見佳子,�平柳要,�
岩崎賢一,�塩澤友規,�菅屋潤壹,�布施晃,�増尾善久,�渡邉順子,�福永哲夫:�人工重力プロジェクトの概要―
国際多面的人工重力プロジェクトへの参加.�Space�Utilize�Res�21:�253-257,�2005.

・�増田和実:�骨格筋のエネルギー代謝能力，代謝疾患を評価法の開発に関する研究�－ヘムタンパクの酸
素代謝に関わる生理的役割を検索するシステム構築－.�（財）上原記念生命科学財団研究報告集2004�
18:�96-98,�2005.

・�増田和実:�電気刺激中の骨格筋内の酸素代謝状態のin�vivo検出の為のシステム構築.�（財）御器谷科学技
術財団研究助成,�助成研究・国際交流活動報告集�No.13:�35-38,�2005.

・�増田和実,�田辺解,�久野譜也：運動による抗酸化機能の向上法の開発.�In�高齢者における生活機能の維
持・増進と社会参加を促進するための地域システムに関する研究.�文部科学省科学技術振興調整費研究
成果報告書:�141-154,�2005.

・�増田和実：骨格筋の酸素代謝機構に関する基礎研究－NIRS�vs.�phosphorescence�quenching�method－.�
平成16年度金沢大学特別研究プロジェクト経費研究成果報告書�41-42,�2005.

・�中野慧,�増田和実：血流制限下における骨格筋酸素動態の変化.�平成15年度金沢大学学長研究奨励費・
研究成果報告書�1-20,�2004.

・�増田和実：骨格筋ミオグロビンの酸素代謝への介在に関する基礎的研究－近赤外光を用いた動物モデ
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ル実験－.�平成15年度金沢大学特別研究プロジェクト経費研究成果報告書�25-28,�2004.
・�増田和実,�田辺解,�平山暁,�永瀬宗重,�久野譜也：酸化ストレス耐性の向上を目的とした有酸素的身体ト
レーニングの有用性について　－ESRを用いた活性酸素消去活性の評価－.�第18回「健康医科学」研究
助成（（財）明治生命厚生事業団）.�健康医科学�18:�80-88,�2003.

・�久野譜也,�増田和実：運動中における骨格筋の酸素調節機構.�平成12年度文部科学研究費基盤研究C（企
画調査）「運動時の循環調節メカニズム」の共同実験に関する企画調査（研究代表者:�加賀谷淳子）:�pp.�
41-44,�2001.

・�増田和実：ストレスに負けない身体づくり.�文部科学省科学技術振興調整費「高齢者における生活機能
の維持・増進と社会参加を促進するための地域システムに関する研究」成果報告会抄録�32-35,�2001.

・�増田和実,�菅原順,�田辺解,�石塚雅治,�鰺坂隆一,�松田光生,�久野譜也：高齢者における足底屈運動時の腓
腹筋酸素飽和度の変化.�Therapeutic�Res�22:�1981-1985,�2001.

・�金俊東,�足立和隆,�増田和実,�岡田守彦,�久野譜也：高齢者の階段昇降速度と下肢構成筋群との関係.�In�高
齢者の生活機能増進法－地域システムと具体的ガイドライン－（岡田守彦,�松田光生,�久野譜也�編集）,�
pp.�298-300,�（有）NAP�,�東京,�2000.

・�坂戸洋子,�石津政雄,�村上晴香,�増田和実,�西嶋尚彦,�久野譜也：運動教室参加者の栄養摂取状況は非参加
者に比べて好ましいか.�In�高齢者の生活機能増進法－地域システムと具体的ガイドライン－（岡田守彦,�
松田光生,�久野譜也�編集）,�pp.�349-351,�（有）NAP�,�東京,�2000.

・�鈴木康文,�鰺坂隆一,�久野譜也,�宮永豊,�松田光生,�増田和実,�田辺匠,�村上晴香,�前田清司,�渡辺重行,�菅原
順：下肢抵抗性運動における心血管応答－安全でより効果的な筋力増強訓練の検討－.�In�高齢者の生
活機能増進法－地域システムと具体的ガイドライン－（岡田守彦,�松田光生,�久野譜也�編集）,�pp.�343-
345,�（有）NAP�,�東京,�2000.

  その他 
・�増田和実：書評・活性酸素の本当の姿（鈴木敬一郎�編,�NAP）.�体育の科学�64:�511,�2014.
・�増田和実：ジョギングはなぜいいの？（取材協力）In�働く女の子のライフスタイル�フリーマガジン�
a-haha�vol�99,�pp46,�2007.

  口頭発表・ポスター発表 
基調講演・招待講演
・�Masuda�K:�Mitochondrial�biogenesis�induced�by�exercise�and�nutriens:�implication�for�performance�
and�health�benefits.�(The�Invited�Keynote�Lecture).�The�International�Conference�on�Sport�Science,�
Health,�and�Physical�Education�(ICSSHPE)�in�conjunction�with�The�Annual�Applied�Science�and�Engi-
neering�Conference�(AASEC�2016)（Bandung,�West�Java,�Indonesia,�November�2016）

・�Masuda�K:�Re-assessment�of�myoglobin�function�related�to�muscle�mitochondrial�respiration.�Seminar�
in�Biological�Chemistry�Laboratory�at�University�of�California,�Davis�(Davis,�CA,�USA,�August�2016.)

・�増田和実：骨格筋のミトコンドリア呼吸機能とミオグロビン.�第24回日本運動生理学会大会（平成28年
7月�熊本）

・�増田和実：筋細胞の呼吸機能に対するミオグロビン機能の再定義.�第30回代謝調節の分子生物学・独り
占めセミナー,�首都大学東京,�運動分子生物学研究室主催（平成27年7月�東京）

・�増田和実：骨格筋ミトコンドリアへの酸素供給に対するミオグロビンの貢献の可能性.�第21回日本運
動生理学会大会（平成25年7月�埼玉）Adv�Exerc�Sport�Physiol�19:�97,�2013.

・�増田和実：骨格筋の酸素代謝機能に対する酸素結合担体の生理的意義とは？�第3回分子骨格筋代謝研
究会（平成23年6月�京都）

・�増田和実：筋の酸素ダイナミクスを追って.�立命館大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学セミナー
II（平成23年6月�滋賀）

・�増田和実：筋細胞内の酸素ダイナミクスから見えてきたこと.�第25回呼吸研究会（平成23年9月�下関）
・�増田和実：NIRSを用いた筋細胞内酸素ダイナミクスの評価.（Workshop:�体力医学分野での近赤外分光
装置の応用,�オーガナイザー:�三浦哉,�増田和実）第66回日本体力医学会大会（平成23年9月�山口）

一般発表（他多数）
・�増田和実,�高倉久志：筋収縮に伴う即時的な細胞内酸素の減少様相と酸素需要との関連性.�第16回日本
運動生理学会大会（平成20年8月�奈良）<若手研究者賞最優秀賞>
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  専門分野 
アダプテッドスポーツ，スポーツ社会学

  専門分野キーワード 
障がい者，スポーツ文化，スポーツクラブ，コミュニティ

  共著，共編著，編著 
・�共著：『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房，井上俊ほか編著，2012年。（分担：第16章）。
・�共著：『北陸地域経済学―歴史と社会から理解する地域経済―』碇山洋ほか編著，日本経済評論社，
2007年。（分担：第9章）

  論文・研究ノート 
【論文】
・�服部直充・奥田睦子，2016，「ヨーロッパ（ドイツ）におけるリハビリテーションとしてのスポーツ」,リ
ハビリテーション研究167号,�pp.38-41．

・�奥田睦子,2016,「NPOと地縁団体との協働によるコミュニティを基盤とする高齢者サポートシステム
の構築」,�金沢大学人間社会研究域附属地域政策センター編『2015年度　地域政策研究年報』,�pp.164-
169．

・�山口泰雄・田中暢子・奥田睦子ほか，2015，「パラリンピック競技の強化・活動拠点に関する国際比較
研究」，日本体育学会第66回大会体育社会学専門領域発表論文集23，pp.131-134．

・�奥田睦子，2015，「ドイツにおけるリハビリテーションスポーツ指導者の養成制度と活用システム―
精神障害者支援システムに着目して―」，金沢大学経済論集35（1），pp.69-88．

・�田中暢子・奥田睦子・大日方邦子・佐々木朋子，2015，「パラリンピック・選手会の意義・役割に関する
国際比較研究－アスリート・ファーストが強調される現代における選手会の機能と政治力－」，2014
年度笹川スポーツ研究助成研究成果報告書4（1），pp.19�-28．

・�田中暢子・奥田睦子,2015,「世界における精神障害者のスポーツの動向」,�日本精神科病院協会雑誌Vol34
（5）,�pp.15-�20．
・�奥田睦子，2013,「障害者スポーツ政策の実施と財源選択に関する日独比較�―事業型非営利組織のクラ
ブマネジメントの観点から―」『スポーツ政策の公共性に関する国際比較研究　平成22年度〜24年度
科学研究費補助金「基盤研究（B）」研究成果報告書，研究代表者�菊幸一（筑波大学）』，pp.60-76．

・�田島良輝・谷畠範恭・佐川哲也・西村貴之・奥田睦子，2013，「自立・持続経営を担保する総合型地域ス
ポーツクラブのベンチマーキングに関する研究」,�SSFスポーツ政策研究2，pp.106-115．

・�奥田睦子,2012，「総合型地域スポーツクラブへの障害者の受け入れのためのクラブマネジメント�―専
門的指導者の配置と財源の両立―」,金沢大学経済論集33（1），pp.243-263．

・�奥田睦子,2012，「高齢社会における健康づくり政策の多面性」,金沢大学経済論集32（2），pp.157-
172．

・�奥田睦子,2010,「ドイツにおける障害者の地域スポーツ活動への参加を支える社会的制度とその論理に
関する一考察」，金沢大学経済論集31（1）,pp.161-181．

・�奥田睦子，2009，「事業型非営利組織としての総合型地域スポーツクラブへの障害者の参加の社会的
しくみの検討―ドイツにおける医療保険制度に着目して―」，金沢大学経済論集30（1），pp.291-311．

【その他】
・�山口泰雄・藤田紀昭・田中暢子・奥田睦子ほか，2014，文部科学省委託調査�神戸大学編『トップアスリー
トの強化・研究活動拠点の在り方に関する調査研究（パラリンピック競技における選手，指導者及び競
技団体のニーズ調査並びに諸外国の情報収集業務等報告書』,�全368頁，本人担当箇所「海外先進事例調
査―�ドイツ―」，pp.291-300．

・�水原由明・藤田紀昭・堀川裕二・奥田睦子ほか，2013，（公財）日本障がい者スポーツ協会『2012年度（公
財）日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者実態調査結果報告書』，全88頁，本人担当箇所
「第1章�公認障害者スポーツ指導員実態調査の概要」および「第2章�調査結果」，pp.7-75．
・�鏡治也，田邊浩，奥田睦子ほか，2013，金沢大学地域創造学類編『地域創造学テキスト』，全106頁，
本人担当箇所「ノーマライゼーション」，pp.87-88．

奥田　睦子　（オクダ　ムツコ）　准教授
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・�奥田睦子，2012，井上俊・菊幸一編著『よくわかるスポーツ文化論』，「第16章2�パラリンピックとス
ペシャルオリンピックス」,�ミネルヴァ書房，pp.�166-167．

・�齋藤健二・出雲輝彦・井上洋一・田中暢子・奥田睦子ほか，2011，文部科学省委託調査�笹川スポーツ事
業財団編『スポーツ政策調査研究報告書』,�全583頁,�本人担当箇所「Ⅰ‐3　諸外国(12ヵ国）のスポーツ
振興施策の状況：ドイツにおける障害者スポーツ政策」,�pp.83-89．

【書評】
・�奥田睦子，2014，藤田紀昭著『障害者スポーツの環境と可能性』（2013年12月発行，創文企画），全
263頁を書評，アダプテッドスポーツ科学12(1)，pp.65-69．

・�奥田睦子，2012，松田恵示・松尾哲矢・安松幹展編『福祉社会のアミューズメントとスポーツ―身体か
らのパースペクティブ―』（2010年3月発行，世界思想社），全272頁を書評，スポーツ社会学研究20（1），
pp.92-95．

  口頭発表・ポスター発表 
・�奥田睦子・田中暢子，2016，「精神障害者の地域スポーツクラブへの参加のシステム試案に関する一
考察」，第14回�日本スポーツ精神医学会総会・学術集会シンポジウム『スポーツの力を再発見する�〜
精神・知的障がい者スポーツの今後〜』（北里大学，東京）シンポジスト，2016年9月．

・�奥田睦子，2016，「地域スポーツクラブにおけるコミュニティ形成のパラドックス」，西日本スポーツ
社会学会第11回大会（四国三郎の郷：徳島県美馬市），2016年8月．

・�奥田睦子，2016，「ドイツのリハビリテーションスポーツシステムの公共性」，日本スポーツ社会学会
第25回大会（一橋大学：東京），2016年3月．

・�奥田睦子，2016，「ドイツの地域におけるリハビリテーションスポーツシステム」，平成27年度北陸
体育学会（石川県政しいのき迎賓館：石川県金沢市），2016年3月．

・�山口泰雄・田中暢子・奥田睦子ほか，2015，「パラリンピック競技の強化・活動拠点に関する国際比較
研究」，日本体育学会第66回大会（国士舘大学：東京），2015年8月．

・�奥田睦子，2014，「地域におけるインクルーシブ・イベントの実践」，日本アダプテッド体育・スポー
ツ学会第18回大会（神戸女学院大学：兵庫県西宮市），2014年12月．

・�M.Okuda ，N.Tanaka ，T.Sasaki,�2014,�An�international�comparative�study�on�sport�development�
system�in�communities�for�the�disabled�between�Germany�and�Japan,�International�Sociological�As-
sociation�18th�World�Congress�of�Sociology,�Yokohama�JAPAN.

・�N.Tanaka,�M.Okuda,�T.Sasaki,�2014,�An�International�Comparative�Study�on�the�Sport�Development�
for�People�with�Mental�Health�Problems�in�5�Nations,�International�Sociological�Association�18th�
World�Congress�of�Sociology,�Yokohama�JAPAN.

・�奥田睦子，2013，「ドイツにおける障害者の地域スポーツ指導者養成制度と活用システム」，日本アダ
プテッド体育・スポーツ学会第17回大会（東北文化学園大学：宮城県仙台市），2013年12月．

・�奥田睦子，2013，「ドイツの医療保険制度を用いた地域におけるリハビリテーション・スポーツ」，日
本スポーツ精神医学会11回大会（犬山国際観光センター「フロイデ」：愛知県犬山市），2013年9月．

・�奥田睦子，2013，「障害者の事業型非営利組織としての総合型地域スポーツクラブへの参加システム
の構築　―専門的指導者の配置と財源の両立の観点から―」，日本スポーツ社会学会第22�回大会（福
山平成大学：広島県福山市），2013年3月．

・�奥田睦子，2012，「総合型地域スポーツクラブへの障害者の参加を促進する方法論の検討」，日本アダ
プテッド体育・スポーツ学会第16回大会（弘前大学：青森県弘前市）,2012年11月．

・�奥田睦子，2012，「ドイツにおける障害者のリハビリテーション・スポーツに関する一考察：身体管理
の手段と文化としての遊びの対立の超克」，日本スポーツ社会学会第21回大会（熊本大学：熊本県熊本
市），2012年3月．

・�奥田睦子，2011，「地域のスポーツクラブにおけるリハビリテーション・スポーツへの医療保険の適
用可能性の検討」，第15回日本アダプテッド体育・スポーツ学会（茨城県立医療大学：茨城県稲敷郡），
2011年12月．

・�奥田睦子，2010，「障害者の地域におけるスポーツ活動への�医療保険適用の功罪�－ドイツにおける近
年の状況から－」，日本アダプテッド体育・スポーツ学会第14回大会（富山大学：富山県富山市），2010
年12月．

・�奥田睦子，2010，「ドイツにおける障害者スポーツ政策に関する一考察」，第5回西日本スポーツ社会
学会（鞆の浦荘：広島県福山市），2010年8月．
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  専門分野 
スポーツ科学

  専門分野キーワード 
バイオメカニクス

  共著，共編著，編著 
・�共著：『ケガをさせない　エクササイズの科学』西薗秀嗣・加賀谷善教編，大修館書店，2015年．（分担：
第14章）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「看護学生を対象としたレッスンアプリによる比較映像を活用した車椅子移乗技術の自学自習法の試
み」会議名：第35回日本看護科学学会学術集会（2015年12月05日，広島国際会議場アステールプラザ）
（ポスター発表）
・�「Characteristics�of�joint�torque�during�walking�with�pushing�a�wheelchair」会議名：International�Society�
of�Biomechanics�XXVth�Congress（2015年07月13日，Glasgow,�Scotland）（ポスター発表）

山田　哲　（ヤマダ　テツ）　准教授
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  専門分野 
体育科教育

  専門分野キーワード 
学校体育，教師のリフレクション

  共著，共編著，編著 
・�水本徳明編著『図解でマスター実践教育法規2016』小学館，2016年，pp.1-130，「チーム学校力が問
われている」（pp12-13），「体罰と懲戒」（pp.72-73），「いじめ防止対策」（pp.74-75），「不登校指導」
（pp.76-77），「非行少年と子どもの暴力」（pp.78-79）執筆．
・�加藤崇英編著『「チーム学校」まるわかりガイドブック』教育開発研究所，2016年，pp.1-136，「部活動
指導員」（p.76）執筆．

・�小島弘道編著『学校教育の基礎知識』協同出版，2015年，pp.1-513，「生徒指導の実践と方法」（pp.215-
232）執筆．

・�浜田博文編著『学校を変える新しい力　教師のエンパワーメントとスクールリーダーシップ』小学館，
2012年，pp.1-256，「第7章　地域との合同運動会を創り上げた勝山小学校」（pp.154-179）執筆．

・�水本徳明編著『図解でマスター実践教育法規2015』小学館，2015年pp.1-130，「新学習指導要領が動
き出す」（pp.16-17），「道徳教育の教科化」（pp.18-19），「体罰と懲戒」（pp.74-75），「いじめ防止対策」
（pp.76-77），「不登校指導」（pp.78-79），「非行少年と子どもの暴力」（pp.80-81）執筆．
・�水本徳明編著『図解でマスター実践教育法規2014』小学館，2014年，pp.1-130，「体罰と懲戒」（pp.8-11），
「生徒指導の計画」（pp.72-73），「校則」（pp.74-75），「不登校指導」（pp.76-77），「非行少年と子どもの
暴力」（pp.78-79）執筆．

・�水本徳明編著『図解・図説でマスター実践教育法規2013』小学館，2013年6月，pp.1-130，「特別企画　
いじめへの対応」（pp.8-10），「生徒指導の計画」（pp.62-63），「体罰・懲戒・出席停止」（pp.64-65），「不
登校指導」（pp.66-67），「非行少年と子どもの暴力」（pp.68-69）執筆．

・�水本徳明編著『図解・図説でマスター実践教育法規2012』小学館，2012年，pp.1-130，「生徒指導の計
画」（pp.60-61），「体罰・懲戒・出席停止」（pp.62-63），「いじめへの対応」（pp.64-65），「不登校指導」
（pp.66-67），「非行少年と子どもの暴力」（pp.68-69）執筆．

  論文・研究ノート 
（査読付）
・�横山剛士「多職種構成による学校組織開発の論点」『学校経営研究』大塚学校経営研究会，第41巻，2016
年，pp.18-25.�

・�横山剛士「学校部活動の経営とスクール・ガバナンス」『体育・スポーツ経営学研究』，日本体育・スポー
ツ経営学会，第27巻，2014年，pp.79-86．　

・�横山剛士「高等専門学校の学生の学習意欲の構造とその規定要因―学校体育に焦点をあてて―」『高専教
育』，独立行政法人国立高等専門学校機構，35号．2012年，pp.359-364.

・�横山剛士『教育イノベーションの定着過程に関する研究―「学校と地域の連携による教育事業」および
「異校種間の連携による教育事業」の分析を中心に―』筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・
ケア科学専攻博士論文，筑波大学，2010年，pp.1-166．

・�横山剛士「体育教師のリフレクションを規定する経営的要因に関する研究」『体育経営管理論集』，日本
体育学会体育経営管理専門分科会，第1巻，2009年，pp.69-79．

・�水本徳明・横山剛士・照屋翔大・小柳雅子・大林正史「高等学校の学校経営課題と支援ニーズに関する研

横山　剛士　（ヨコヤマ　タケシ）　准教授
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究」『筑波大学教育学系論集』，筑波大学教育学系，第33巻，2009年，pp.15-40．
・�横山剛士・清水紀宏「教育イノベーションの継続的採用を促す組織的要因の検討―学校と地域の連携に
よる合同運動会の定着過程に関する事例研究―」『日本教育経営学会紀要』，日本教育経営学会，第47号，
2005年，pp.145-160．

（査読無）
・�廣瀬尋理・北恵子・横山剛士「「持続可能な社会の形成者として必要な資質や能力の育成」:�教科間のつな
がりを目指したカリキュラム開発を通して　保健体育科」研究紀要，�金沢大学附属中学校58号，2016
年，pp.100-105．

・�大久保英哲・林真愛・櫻井貴志・横山剛士・北恵子：「教育実習生の実践的力量形成のための授業リフレ
クション研究－体育授業における多視点ビデオの可能性－」教育実践研究�,�40号,�2014年，pp.1-14．

・�横山剛士「高等専門学校における学生の部活動ニーズに関する研究」『研究紀要』，長岡工業高等専門学
校，第47巻，2011年，pp.17-23．

・�横山剛士・川口有美子「Y県における学校教職員多様化の実態」研究代表：浜田博文『小中学校における教
育課題の多様化とそれに対応した学校組織の協働の在り方に関する研究』平成20年度財団法人文教協
会研究助成金報告書，2009年，pp.43-78．

・�横山剛士「学校教職員の多様化の制度的背景と進展状況」研究代表：浜田博文『小・中学校における学校
教職員の多様化の進展と協働の実態に関する基礎的研究』平成19年度財団法人文教協会研究助成金報
告書，2008年，pp.9-17．

・�横山剛士「校長の意思形成と保護者・住民」研究代表：小島弘道『学校の裁量権拡大と校長の意思決定構
造の変容に関する研究』平成15〜17年度科学研究費補助金基盤研究(C)課題番号15530489研究成果
報告書，2006年，pp.46-55．

  口頭発表・ポスター発表 
・�鶴見祐大・横山剛士「中学校部活動におけるバスケットボールの指導プログラムの開発・実施とその有
効性に関する研究－部活動におけるプリンストン・オフェンスを用いた指導に着目して－」日本体育・
スポーツ経営学会第39回大会，大会号，2016年．pp.44-45．

・�横山剛士「小学校体育授業における教師の省察に関する研究：1年生「ボール投げゲーム」の事例分析」日
本体育・スポーツ経営学会第39回大会，大会号，2016年．pp.36-37．

・�水本徳明・大林正史・田中真秀・チャクル・ムラット・鈴木瞬・内田沙希・小野明日美・福島正行・横山剛士・
照屋翔大・小柳雅子「公立中等教育学校の発足過程における教員の課題認識」日本教育経営学会第51回
大会，発表要旨集録，2011年，pp.38-43．

・�川口有美子・浜田博文・水本徳明・福島正行・横山剛士・照屋翔大・小栁雅子・大林正史・チャクル・ムラッ
ト「小・中学校の課題多様化に対応した学校組織の協働のあり方に関する調査研究」日本教育経営学会
第49回大会，発表要旨集録，2009年，pp.88-95．

・�横山剛士「体育教師のリフレクションを規定する経営的要因に関する研究」日本体育学会第59回大会，
予稿集，2008年，p.163．

・�横山剛士・橋迫珠樹「教師のリフレクションの実態とそれを規定する経営的要因に関する研究」日本教
育経営学会第48回大会，発表要旨集録，2008年，pp.110-115．

・�小島弘道・宇井美代子・末松裕基・横山剛士・照屋翔大・川口有美子・稲垣篤一・安井智恵「学校の裁量権
拡大と校長の意思決定構造の変容に関する調査研究」日本教育経営学会第46回大会，発表要旨集録，
2006年，pp.64-65．

・�横山剛士・清水紀宏「学校と地域の協同による体育事業の経営課題に関する研究―学校・地域の合同運
動会に着目して―」日本体育学会第55回大会，大会号，2004年，p.370．

・�横山剛士・八代勉・清水紀宏「学社連携・融合による体育事業の定着過程に関する事例研究―学校・地域
の合同運動会に着目して―」日本体育・スポーツ経営学会第27回大会，2004年，pp.36-37．
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  専門分野 
発達心理学，認知心理学，保育学

  専門分野キーワード 
テキスト理解，幼小接続及び連携，発達障害，巡回相談，幼児を対象とする里山自然活動

  著書 
・�単著『教員養成を担う大学における特別支援教育関連授業の実態の把握に向けた調査：調査報告書』研
究代表者・滝口圭子，2012年，平成22年度科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）教員養成大学における
特別支援教育関連授業の実践的構築（平成22年度質問紙調査報告書）

  共著，共編著，編著 
・�共著『保育の心理学：保育の中で捉えるこころのすがたと育ち』田爪宏二（編著），滝口圭子他20名（著），
あいり出版，2016年（第20章「遊びや生活を通した学び」担当p.240-249.）

・�共著『0歳〜12歳児の発達と学び：保幼小の連携と接続に向けて』清水益治・森敏昭（編著），滝口圭子他
16名（著），北大路書房，2013年（第3章4節「言葉の獲得（言葉）」担当p.31-39.）

・�共著『平成22年度文部科学省大学教育推進プログラム大学教育・学生支援推進事業隣接学校園との連
携を核とした教育モデル：多様な教育課題に対応できる教員養成を目指して（平成22年度報告書）』研
究代表者・後藤太一郎，2011年（「平成22年度の取組：11.�幼児教育」担当p.70-75.）

・�共著『新・プリマーズ発達心理学』無藤隆・中坪史典・西山修（編著），滝口圭子他13名（著），ミネルヴァ
書房，2010年（第6章「ことばとコミュニケーションの発達」担当p.60-72.）

・�共著『平成21年度文部科学省大学教育推進プログラム大学教育・学生支援推進事業隣接学校園との連
携を核とした教育モデル：多様な教育課題に対応できる教員養成を目指して（平成21年度報告書）』研
究代表者・後藤太一郎，2010年（「平成21年度の取組：8.�幼児教育」担当p.124-135.）

・�共著『小学生の生活とこころの発達』心理科学研究会（編），滝口圭子他22名（著），福村出版，2009年（第
2部第1章4「生活科と“調べ”学習」担当p.72-83.）

・�共著『保育内容　領域「言葉」：言葉の育ちと広がりを求めて』秋田喜代美・中坪史典・砂上史子（編著），
滝口圭子他6名（著），（株）みらい，2009年（第4章「人の話を注意して聞く」担当p.59-72.）

・�共著『平成20年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）報告書：教育実践力の育成と学校・
地域の活性化（最終報告書）』　研究代表者・上垣渉，2009年（「幼児教育講座における取組」担当p.85-
112.）

・�共著『平成19年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）報告書：教育実践力の育成と学校・
地域の活性化』研究代表者・上垣渉，2008年（「幼児教育講座における取組」担当p.63-76.）

・�共著『平成18〜19年度科学研究費補助金（基盤研究（B））研究成果報告書』研究代表者・松本金矢，2008
年（「幼児教育現場との協働：コアラプロジェクト2006」担当p.2･4-2･16.）

・�共著『LD，ADHD，高機能自閉症等の子どものための指導教材集　第1集』LD学会（編），明治図書，
2007年（「小学校移行支援ワークブック」「中学校移行支援ワークブック」担当　p.15-27，p.47-149.）※
日本LD学会指導教材公募�会長賞受賞※

・�共著『はじめて学ぶ幼児教育：Q&A＋アドバイス』石垣恵美子・北川明（編著），滝口圭子他9名（著），ミ
ネルヴァ書房，2005年（第7章「幼児教育・保育の内容・方法」担当p.83-94.）

・�共著『財団法人こども未来財団平成14年度児童環境づくり等総合調査研究事業報告書　大都市の子育
て環境における健康・心理面の課題分析に関する調査研究』　研究代表者・斉藤喜能，2003年（「1.�調査
結果　Ⅰ.�基本属性　Ⅱ.�子育て環境における心理的側面」担当p.8-29.）

滝口　圭子　（タキグチ　ケイコ）　教授
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  翻訳 
・�共訳『認知心理学のフロンティア　ワーキングメモリと日常：人生を切り拓く新しい知性』湯澤正通・湯
澤美紀（監訳），滝口圭子他13名（訳），北大路書房，2015年（第11章「ワーキングメモリと不安：個人
差と発達の相互作用を探る」担当p.192-214.）

・�共訳『授業を変える：認知心理学のさらなる挑戦』森敏昭・秋田喜代美（監訳），小坂圭子他9名（訳），北
大路書房，2002年（第4章「認知発達：子どもはいかに学ぶのか」担当p.79-112.）

  論文・研究ノート 
・�論文（共著）デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動1：活動概要と担当教員・観察者の評価，2016年，
金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要，8，49-60.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）デジタル絵本でつながる幼小中高連携活動2：児童・生徒の評価，2016年，金沢大学人
間社会学域学校教育学類紀要，8，61-69.＜査読有り＞

・�論文（単著）ごっこあそび・劇あそび，2015年，ちいさいなかま12月臨時増刊号，628，第47回全国
保育団体合同研究集会報告集，58.＜査読無し＞

・�論文（共著）　大学・附属学校園の幼小中連携活動の検討（1）：みそ汁作り・お弁当交流会の事例から，
2014年，金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター紀要教育実践研究，40，27-
36.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）大学・附属学校園の幼小中連携活動の検討（2）：みそ汁作り・お弁当交流会についての
インタビュー調査の結果から，2014年，金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター
紀要教育実践研究，40，37-47.＜査読有り＞

・�論文（単著）　幼児を対象とした里山ゾーンにおける自然活動：前期（4〜7月）の取り組みから，2014年，
金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要，6，35-48.＜査読有り＞

・�論文（単著）未就園児保育の運営に携わる学生の3-4年次の意識の推移：テキストマイニングを用いた分
析から，2013年，日本教育大学協会研究年報，31，3-14.＜査読有り＞

・�論文（共著）大学・附属学校園における連携活動の検討：家庭科を中心とした実践事例から，2013年，
金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要，5，45-53.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）幼稚園年中児クラスにおける歌唱指導：導入部に見受けられる保育者と子どもとのや
り取りから，2012年，金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター紀要教育実践研
究，38，45-57.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）公立幼稚園における未就園児支援に参加する保護者の意識の推移：5，6月期と11月期
の比較から，2012年，広島大学教育学部幼年教育研究年報，34，27-34.＜査読有り＞

・�論文（共著）幼児による想像の現実性判断に見られる多視点態度性，2012年，心理科学，33，1-15.＜
査読有り＞

・�論文（共著筆頭）教育相談の一環としてのキャンプを通した宿泊学習の効果：発達障害のある児童を対
象に，2011年，広島大学教育学部幼年教育研究年報，33，55-64.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）幼稚園におけるウサギとの生活に関する実践的考察：歌「うさぎのうーちゃん」の協同
的構成，2011年，三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要，31，7-12.＜査読無し＞

・�論文（単著）教育学部学生の子ども観は所属コースにより異なるのか：大学1年生を対象とした質問紙調
査，2011年，三重大学教育学部研究紀要，62，283-292.＜査読無し＞

・�論文（単著）文章理解における具体的状況描写のしやすさと言語性ワーキングメモリ及び空間ワーキン
グメモリとの関連性，2010年，三重大学教育学部研究紀要，61，333-341.＜査読無し＞

・�論文（共著筆頭）認定こども園（総合施設）モデル事業園の保護者及び保育者は運営の移行をどのように
とらえているのか，2009年，広島大学教育学部幼年教育研究年報，31，63-70.＜査読有り＞

・�論文（単著）幼児教育における教育モデル，2009年，三重大学COE（B）感性システムの構造化とそれを
基盤としたアクションリサーチ的アプローチの可能性の探求：「感じる力」を培う教育モデルの開発に
むけて　平成16年度〜20年度活動報告書（研究代表者・根津知佳子），78-85.



−427−

・�論文（共著）特別支援教育のハンドブックの使いやすさを高める要因とその充足の効果の検討，2008年，
LD研究，17，191-200.＜査読有り＞

・�論文（単著）附属幼稚園での継続的な観察の意味を探る：学生は何を感じ，何を考えたのか，2008年，
三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要，28，33-38.＜査読無し＞

・�論文（共著筆頭）子育て交流保育コアラプロジェクト：教員養成カリキュラムの充実及び子育ての地域
的共同の実践的構成を追究する共同研究，2008年，日本教育大学協会研究年報，26，59-72.＜査読
有り＞

・�論文（単著）教員養成カリキュラムの充実，2007年，平成18年度三重大学教育学部附属幼稚園子育て
交流保育「コアラ」プロジェクト報告書　教員養成カリキュラムの充実・子育ての地域的共同への支援
プログラムの実践的構成・幼稚園における2歳児保育の可能性の追求を目的とした共同研究，8-20.�＜
査読無し＞

・�論文（共著）小学校の通常学級の教員に対する特別支援教育に関する情報の供給の在り方：特別支援教
育の情報源に対する需要の検討から，2006年，SNEジャーナル，12，102-115.＜査読有り＞

・�論文（共著）幼児に対する母親の上位水準名命名に関する語用論的分析，2006年，岡山県立大学短期大
学部研究紀要，13，47-59.＜査読無し＞

・�論文（単著）社会福祉の現場で必要とされる「感じる力」とは，2005年，三重大学COE（B）感性システム
の構造化とそれを基盤としたアクションリサーチ的アプローチの可能性の探求：「感じる力」を培う教
育モデルの開発にむけて　平成16年度活動報告書（研究代表者・根津知佳子），34-35.

・�論文（単著）生活科ってなに？：幼児教育の視点から，2005年，三重大学教育学部FD委員会報告書　生
活科の学びを育む，60-61.

・�論文（共著筆頭）中学生の自己実現を考える（3）：学校生活に対する意識との関連から，2004年，福山
平成大学経営学部経営福祉学科紀要，9，21-32.＜査読無し＞

・�論文（共著）就学前5歳児を対象とした聴覚性文理解テストの作成，2003年，音声言語医学，44，315-
320.＜査読有り＞

・�論文（共著）幼児による想像の現実性判断における状況の迫真性，実在性認識，感情喚起の影響，2003
年，発達心理学研究，14，124-135.＜査読有り＞

・�論文（共著）互恵的利他行動文脈が記憶検索時間に及ぼす影響，2003年，九州ルーテル学院大学紀要
VISIO，30，1-10.＜査読無し＞

・�論文（共著筆頭）保育者はプロジェクト活動にどのように取り組むのか：水プロジェクトの実践から，
2003年，広島大学教育学部幼年教育研究年報，25，11-20.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）中学生の自己実現を考える（2）：親の自己実現及び養育態度との関連から，2001年，
広島大学教育学部紀要第三部（教育人間科学関連領域），50，469-476.＜査読無し＞

・�論文（共著筆頭）就学前児のテキスト理解に及ぼす作動記憶容量の影響，2000年，教育心理学研究，
48，343-351.＜査読有り＞

・�論文（単著）幼児期における名詞の獲得過程：量的･質的検討の試み，2000年，広島大学教育学部幼年
教育研究年報，22，19-26.＜査読有り＞

・�論文（共著筆頭）中学生の自己実現を考える：親の自己実現との関連から，2000年，広島大学教育学部
紀要第三部（教育人間科学関連領域），49，373-381.＜査読無し＞

  その他 
・�事典の項目（共著）『幼児学用語集』　小田豊・山崎晃（監修），滝口圭子他96名（著），北大路書房，2013
年（第2章・発達「象徴機能の発達：能記と所記・三項関係・認知的制約」担当p.46-47.）

・�学術エッセイ（単著）ワーキングメモリを構成要素としたテキスト理解のモデル化，2008年，国立大学
法人三重大学広報委員会Wave三重大，38，10-11.

・�中・高・大生を対象とする教材（単著）　親なびワーク：未来を担う世代編，2008年，三重県教育委員会
事務局生涯学習室，10-59.
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  口頭発表・ポスター発表 
・�ポスター発表（単著）The�attitudes�of�parents�of�nursery�school�children�towards�making�the�transition�
to�a�primary�school�next�spring，The�31st�International�Congress�of�Psychology，�275.（2016年7月28日，
パシフィコ横浜）

・�ポスター発表（共著筆頭）みそ汁作りを中心とする幼小中交流活動を通しての幼児の意識，日本家庭科
教育学会第59回大会研究発表要旨集，134-135.（2016年7月9日，新潟コンベンションセンター）

・�ラウンドテーブル（企画）小学校教諭と考える幼児教育と小学校教育の連携・接続，日本発達心理学会
第27回大会論文集，124.（2016年4月30日，北海道大学）

・�自主企画シンポジウム（話題提供）学校教育における読解力と幼児教育とのインターラクション：読解
力を生み出す「学びのしかけ」とは，日本教育心理学会第56回総会発表論文集，108-109.（2014年11
月8日，神戸国際会議場）

・�口頭発表（単著）幼稚園での里山自然活動を保護者はどうとらえているか：K幼稚園の分析から，日本保
育学会第67回大会発表論文集，288.（2014年5月18日，大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学）

・�自主企画シンポジウム（企画・司会・話題提供）　教員養成系大学における特別支援教育に関連する授業
のあり方を考える，日本LD学会第22回大会発表論文集，210-211.（2013年10月13日，パシフィコ横浜）

・�ポスター発表（単著）教員養成大学・学部における特別支援教育関連授業の開講実態2：授業内容及び授
業の工夫に関する分析，日本LD学会第22回大会発表論文集，540-541.（2013年10月13日，パシフィ
コ横浜）

・�口頭発表（単著）未就園児保育の運営に携わる保育者志望学生の課題意識の推移：反省会におけるグルー
プディスカッションを経て，日本教育心理学会第53回総会発表論文集，19.（2011年7月24日，かでる2・
7）

・�ポスター発表（共著筆頭）　発達障害の児童生徒に対する親の会との協働による短期型キャリア教育プ
ログラムの実践Ⅰ：「よつばカフェ」参加者の「就労準備に向け必要なスキル」に関する自己評価の変化，
日本LD学会第19回大会発表論文集，598-599.（2010年10月10日，愛知県立大学）

・�ポスター発表（単著）幼児のテキスト理解における言語性ワーキングメモリと視空間ワーキングメモリ
の影響，日本認知科学会第27回大会発表論文抄録集，34.（2010年9月17日，神戸大学）
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  専門分野 
考古分子生物学・文化財科学・馬学

  専門分野キーワード 
文化財科学・放射性炭素年代学・骨化学・考古生物学・動物考古学・馬学

  共著，共編著，編著 
・�分担執筆および共著：『藤原宮跡出土馬の研究』，山崎健編，能登印刷株式会社，2016年，87頁（分担：
第2章，第3章，第4章，第5章，共著：第6章）　ISBN：9784905338666

  論文・研究ノート 
・�論文：覚張隆史，動物遺存体炭素・窒素安定同位体分析，東名遺跡群総括報告書，第1分冊，2016年，
161-166頁（査読無し）

・�論文：S.�Kusaka,�E.�Ishimaru,�F.�Hyodo,�T.�Gakuhari,�M.�Yoneda,�T.,�Yumoto,�I.�Tayasu,�Homogeneous�
diet�of�contemporary�Japanese�inferred�from�stable�isotope�ratios�of�hair,�(2016).�Scientific�Reports,�6,�
33122.�（査読有り）

・�論文：覚張隆史・植月学，山梨県遺跡出土馬の歯エナメル質の同位体生態学に基づく飼育形態の復元，
山梨県考古学協会誌，24号，2016年，81-97頁（査読無し）

・�論文：青柳泰介・覚張隆史・丸山真史，南郷大東遺跡から出土した馬歯の化学分析〜安定同位体分析に
よる食性および生育環境の復元の試み〜，青陵，146号，2016年，1-3頁（査読無し）

・�論文：覚張隆史，大県遺跡から出土した馬歯の多元素同位体分析，大県遺跡発掘報告書，2016年，
197-202頁（査読無し）

・�論文：丸山真史・覚張隆史，吉田南遺跡出土の動物遺存体〜ウマ遺存体の分析を中心に〜，吉田南遺跡
発掘報告書，2016年（査読無し）

・�論文：H.�Someda,�T.�Gakuhari,�J.�Akai,�Y.�Araki,�T.�Kodera,�G.�Tsumatori,�Y.�Kobayashi,�S.�Matsunaga,�
S.�Abe,�M.�Hashimoto,�M.�Saito,�M.�Yoneda,�H.�Ishida�(2015).�Trial�application�of�oxygen�and�carbon�
isotope�analysis�in�tooth�enamel�for�identification�of�past-war�victims�for�discriminating�between�Japa-
nese�and�US�soldiers,�Forensic�Science�International，166：pp.e1-e5（査読有り）

・�論文：T.�Ishige,�T.�Gakuhari,�K.�Hanzawa,�T.�Kono,�I.�Sunjoto,�J.�R.�A.�Sukor,�A.�H.�Ahmad�and�H.�Mat-
subayashi�(2015).�Complete�mitochondrial�genomes�of�the�tooth�of�a�poached�Bornean�banteng�(Bos�
javanicus�lowi;�Cetartiodactyla,�Bovidae).�Mitchondria�DNA.�10.3109/19401736.2015.1033694.�（査読
有り）

・�論文：T.�Gakuhari,�H.�Komiya,�J.�Sawada,�T.�Anezaki,�T.�Sato,�K.�Kobayashi,�S.�Ito,�K.�Kobayashi,�H.�Mat-
suzaki,�K.�Yoshida,�M.�Yoned�(2015).�Radiocarbon�dating�of�a�human�remains�and�dog�burials�from�the�
Kamikuroiwa�rockshelter.�Anthropological�Science.�Anthropological�Science.�123:�pp.�87-94�（査読有り）

・�論文：覚張隆史�(2015).�歯エナメル質の炭素安定同位体比に基づく三ツ寺Ⅰ・Ⅱ遺跡出土馬の食性復元.�
動物考古.�32:�pp.�25-37.�（査読有り）

・�論文：覚張隆史�(2015).�化学分析で解明する甲斐の古代馬�甲斐の黒駒－歴史を動かした馬たち－.�pp.�
81-84.�（査読無し）

・�論文：T.�Gakuhari,�M.�Intoh,�T.�Nakano,�M.�Yoneda�(2014).�Strontium�Isotope�Analysis�of�Prehistoric�
Faunal�Remains�Excavated�from�Fais�Island�in�Micronesia.�People�and�Culture�in�Oceania.�29:�pp.�69-
81.�（査読有り）

・�論文：H.�Matsubayashi,�K.�Hanzawa,�T.�Kono,�T.�Ishige,�T.�Gakuhari,�P.�Lagan,�I.�Sunjoto,�J.�Rafiah�A.�
Sukor,�W.�Sinun,�A.�H.�Ahmad�(2014).�First�molecular�data�on�Bornean�banteng�Bos�javanicus�lowi�
(Cetartiodactyla,�Bovidae)�from�Sabah,�Malaysian�Borneo.�Mammalia.�79.�pp�.1-9.�（査読有り）

・�論文：菊地大樹・覚張隆史・劉呆運�(2014).�西周王朝の牧経営.�中国考古学.�14.�pp.�85-102.�（査読有り）
・�論文：日下宗一郎・覚張隆史�(2014).�長原遺跡（NG12-3次調査）出土の人骨および動物骨の安定同位体
分析.�長原遺跡発掘調査報告.�28.　pp.�125-128.�（査読無し）

覚張　隆史　（ガクハリ　タカシ）　特任助教
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・�論文：覚張隆史・米田穣�(2014).�加曽利貝塚出土イノシシ・シカの安定同位体分析.�貝塚博物館紀要.�41.�
pp.�1-6.�（査読無し）

・�論文：覚張隆史・米田穣�(2013).�中世大友府内町跡から出土した動物遺存体の安定同位体分析.�豊後府
内.�17.�pp.�412-415.�（査読無し）

・�論文：覚張隆史・米田穣�(2013).�カラカミ遺跡出土動物遺存体の安定同位体化学分析.�壱岐カラカミ遺
跡�発掘報告書�Ⅳ.�pp.�227-230.�（査読無し）

・�論文：覚張隆史・米田穣�(2013).�城久遺跡群出土骨の炭素・窒素安定同位体分析.�喜界島町埋蔵文化財発
掘調査報告書(12).�城久遺跡群　大ウフ遺跡・半田遺跡.�pp.�204-207.�（査読無し）

・�論文：覚張隆史・山崎京美・米田穣�(2012).�同位体生態学からみたヒトと動物との関わり.�考古学ジャー
ナル.�3月号.�pp.�22-26.�（査読無し）

・�論文：米田穣・太田博樹・日下宗一郎・覚張隆史・小山荘太郎�(2012).�保美貝塚出土人骨・獣骨の分析.�
日本考古学協会第78回総会研究発表要旨.�pp.�128-129.�（査読有り）

・�論文：R.�Nakagawa,�N.�Doi,�Y.�Nishioka,�S.�Nunami,�H.�Yamauchi,�M.�Fujita,�S.�Yamazaki,�M.�Yamamoto,�
C.�Katagiri,�H.�Mukai,�H.�Matsuzaki,�T.�Gakuhari,�M.�Takigami,�M.�Yoneda�(2011).�Pleistocene�human�
remains�from�Shiraho-Saonetabaru�Cave�on�Ishigaki�Island,�Okinawa,�Japan,�and�their�radiocarbon�dat-
ing,�Anthropological�Science.�118.�pp.�173-183.�（査読有り）

・�論文：米田穣・覚張隆史・内藤裕一・瀧上舞・土肥直美・片桐千亜紀�(2011).�人骨の化学分析からみた白
保竿根田原洞穴人の食生態.�日本考古学協会第77回総会研究発表要旨.�pp.�158-159.�（査読有り）

・�論文：米田穣・覚張隆史・石丸恵理子・富岡直人�(2010).�骨の安定同位体分析から中世博多の人々の生
活に迫る，市史研究ふくおか.�5，pp.�86-101.�（査読有り）

・�論文：覚張隆史・米田穣�(2010).�ココマ遺跡出土イノシシ類の化学分析，三宅島ココマ遺跡�動物と生
業の研究，pp.�35-42.�（査読無し）

・�論文：覚張隆史�(2009).�特集　考古学の中の生き物たち　在来馬と人間のかかわり，BIOSTORY，11，
pp.�27-35.�（査読有り）

  口頭発表・ポスター発表 
・�“Bioisoscape�Analysis�for�Zooarchaeological�Research�of�Horse�Production�System�and�Evolution�in�
East�Asia”,�7th�Society�for�East�Asian�Archaeology,�2016年6月9日,�Harvard�University（口頭発表）

・�「遺跡出土馬における古代DNA分析の進展」国際シンポジウム　古代東アジア　都市の馬と環境，2016
年1月23日，学習院大学（招待講演）

・�「東アジア遺跡出土馬の古DNA分析における方法論的改善とその応用」第28回日本ウマ科学会，2015
年12月1日，東京大学（口頭発表，優秀発表賞）

・�“A�Research�perspective:�Reconstruction�of�Horse�Culture�and�Origins�in�East�Asia�Using�Isotope�and�
Ancient�DNA�Analysis”�The�International�Council�for�Archaeozoology�(ICAZ).�San�Rafael,�Argentine.�
2014年9月23日.�(口頭発表)

・�「同位体分析から食性と環境を探る」，�日本動物学会シンポジウム，北海道大学総合博物館，�2013年5
月25日（招待講演）

・�“AMS�Radiocarbon�dating�for�faunal�remains�from�Shiraho-Saonetabaru�Cave�in�Ishigaki�Island”�EA-
AMS4.�The�University�of�Tokyo,�Tokyo,�Japan.�2011年12月17日.�(ポスター発表).

・�“Environmental�Reconstruction�of�Pleistocene�East�Asia�Based�on�Faunal�Remains�from�Ishigaki�Is-
land”�Dual�Symposia�The�Emergence�and�Diversity�of�Modern�Human�Behavior�in�Palaeolithic�Asia�&�
The�4th�Annual�Meaeting�of�the�Asian�Palaeolithic�Association.�National�Science�Museum,�Tokyo,�Ja-
pan.�2011年11月29日.�(ポスター発表).

・�“Reconstructing�the�Relocation�of�Horse�and�Cattle�during�the�Japanese�Middle�Ages�by�Humans�us-
ing�Isotope�Analysis”�ESF-JSPS�Frontier�Science�Conference�Series�for�Young�Researchers.�Kyushu�
University,�Fukuoka,�Japan.�2010年3月1日.�(口頭発表).

・�“Reconstructing�horse�and�cattle�transport�systems�during�the�Middle�Ages�in�Japan�using�multiple�
isotope�analyses”�The�International�Council�for�Archaeozoology�(ICAZ).�Marie�Currie�University,�Paris,�
France.�2010年8月23日.�(口頭発表).

・�“Revaluation�of�amino�acid�racemization�as�indicator�of�ancient�DNA”�9th�International�Conference�on�
Ancient�DNA�and�Associated�Biomolecules.�Pompeii,�Italia.�2008年10月19日.�(ポスター発表).
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  専門分野 
数学,�実解析,�調和解析�

  専門分野キーワード 
特異積分,�フーリエ級数

  共著，共編著，編著 
・�（1）�共著,�RIMS�Kokyuroku�Bessatsu,�49�（2014）,�京都大学数理解析研究所,�分担：�S.�Sato,�Bounded-
ness�of�Littlewood-Paley�operators,�75-101（査読有）.�

・�（2）�共著,�Proceedings�of�the�fourth�international�symposium�on�Banach�and�function�spaces�IV,�2014,�
ISBN�：�9784946552489,�分担：�S.�Sato,�Cesàro�and�Riesz�means�of�critical�order�on�certain�function�
spaces,�225-230�（査読有）.　

・�（3）�共著,�RIMS�Kokyuroku�Bessatsu,�14�（2009）,�京都大学数理解析研究所,�分担：�S.�Sato,�On�certain�
estimates�of�singular�integrals�useful�for�extrapolation,�155-162（査読有）.

・�（4）�共著,�Selected�papers�on�differential�equations�and�analysis,�AMS�Translations.�Series�2,�215�（2005）,�
ISBN：�978-0-8218-3927-0,�分担：�S.�Sato,�Singular�integrals�and�Littlewood-Paley�functions,�57-78（査
読有）.　

・�（5）�共著,�Proceedings�of�the�Second�ISAAC�Congress�1�（2000）,�ISBN：�978-0-7923-6597-6,�分担：　
S.�Sato,�Weak�（1,1）�estimates�for�Littlewood-Paley�functions�with�rough�kernels,�83-87（査読有）.�

  論文・研究ノート 
・�（1）�Shuichi�Sato,�Weighted�weak�type�（ 1,1 ）�estimates�for�singular�integrals�with�non-isotropic�ho-
mogeneity,�Arkiv�för�Matematik,�54�（1）（2016）,�157-180,�Mittag-Leffler�Institute,�the�royal�Swedish�
academy�of�sciences.�

・�（2）�S.�Sato,�Littlewood-Paley�operators�and�Sobolev�spaces,�Ill.�J.�Math.,�58（�4）�（2014）,�1025-1039.　
・�（3）�Y.�Ding�and�S.�Sato,�Littlewood-Paley�functions�on�homogeneous�groups.�Forum�Math.�28（1）�
（2016）,�43-55.　
・�（4）�S.�Sato,�Pointwise�convergence�of�Cesàro�and�Riesz�means�on�certain�function�spaces,�Acta�Sci.�
Math.�（Szeged）,�80�（2014）,�129-139.　

・�（5）�Y.�Ding�and�S.�Sato,�Maximal�singular�integrals�on�product�homogeneous�groups,�Studia�Math.�
222（2014）�,�41-49.�

・�（6）�Y.�Ding�and�S.�Sato,�Singular�integrals�on�product�homogeneous�groups,�Integr.�Equ.�Oper.�Theory　
76（1）�（2013）,�55-79.　�

・�（7）�S.�Sato,�Estimates�for�singular�integrals�on�homogeneous�groups,�J.�Math.�Anal.�Appl.�400（ 2）�
（2013）,�311-330.　
・�（8）�S.�Sato,�Nonisotropic�dilations�and�the�method�of�rotations�with�weight�Proc.�Amer.�Math.�Soc.　
140�（8）�（2012）,�2791-2801.　

・�（9）�Fu,�Zunwei,�Lu,�Shanzhen,�Sato,�Shuichi,�Shi,�Shaoguang,�On�weighted�weak�type�norm�inequali-
ties�for�one-sided�oscillatory�singular�integrals,�Studia�Mathematica�207（2）�（2011）,�137-151.　　

・�（10）�S.�Sato,�Singular�integrals�associated�with�functions�of�finite�type�and�extrapolation　Analysis,�
Munich,�31（3）�（2011）,�273-291.�

・�（11）�S.�Sato,�Weak-type�（1,�1）�estimates�for�parabolic�singular�integrals,�Proc.�Edinb.�Math.�Soc.�54�
（1）�（2011）,�221-247.　　
・�（12）�S.�Sato,�A�note�on�L^p�estimates�for�singular�integrals,�Sci.�Math.�Jpn.�71（2010）,�343-348.　
・�（13）�S.�Sato,�Estimates�for�singular�integrals�along�surfaces�of�revolution,�J.�Aust.�Math.�Soc.�86�

佐藤　秀一　（サトウ　シュウイチ）　教授
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（2009）,�413-430.�　　
・�（14）�S.�Sato,�Estimates�for�singular�integrals�and�extrapolation,�Studia�Math.�192�（2009）,�219-233.�
・�（15）�Dashan�Fan�and�Shuichi�Sato,�A�note�on�singular�integrals�associated�with�a�variable�surface,�
Math.�Inequal.�Appl.�12�（2009）,�441-454.　

・�（16）�S.�Sato,�Estimates�for�Littlewood-Paley�functions�and�extrapolation,�Integr.�equ.�oper.�theory�62�
（2008）,�429-440.　�
・�（17）�S.�Sato,�Non-regular�pseudo-differential�operators�on�the�weighted�Triebel-Lizorkin�spaces,�To-
hoku�Math.�J.�59�（2007）,�323-339.　�

・�（18）�S.�Sato,�Weighted�estimates�for�maximal�functions�associated�with�Fourier�multipliers,�Studia�
Sci.�Math.�Hungarica�44�（3）�（2007）,�317-330.　

・�（19）�D.�Fan�and�S.�Sato,�Singular�and�fractional�integrals�along�variable�surfaces,�Hokkaido�Mathemat-
ical�Journal�35�（2006）,�61-85.　

・�（20）�S.�Sato,�A�note�on�weighted�estimates�for�certain�classes�of�pseudo-differential�operators,�Rocky�
Mountain�J.�Math.�35�（2005）,�267-284.　

・�（21）�D.�Fan�and�S.�Sato,�Weighted�weak�type�（1,1）�estimates�for�singular�integrals�and�Littlewood-Paley�
functions,�Studia�Math.�163�（2004）,�119-136.　�

・�（22）�佐藤秀一,�特異積分と�Littlewood-Paley�関数,�数学�55�（2）�（2003）,�128-147,�岩波書店.　�
・�（23）�S.�Sato,�Some�weighted�estimates�for�Littlewood-Paley�functions�and�radial�multipliers,�J.�Math.�
Anal.�Appl.�278�（2）�（2003）,�308-323.　�

・�（24）�D.�Fan�and�S.�Sato,�Remarks�on�Littlewood-Paley�functions�and�singular�integrals,�J.�Math.�Soc.�
Japan�54�（3）�（2002）,�565-585.　�

・�（25）�S.�Sato�and�K.�Yabuta,�Multilinearized�Littlewood-Paley�operators,�Sci.�Math.�Jpn.�55�（3）�（2002）,�
447-453.　

・�（26）�C.-P.�Chen,�Dashan�Fan�and�S.�Sato,�DeLeeuw's�theorem�on�Littlewood-Paley�functions,�Nagoya�
Math.�J.�165�（2002）,�23-42.　

・�（27）�D.�Fan�and�S.�Sato,�Weak�type�（1,1）�estimates�for�Marcinkiewicz�integrals�with�rough�kernels,�
Tohoku�Math.�J.�53�（2001）,�265-284.　

・�（28）�D.�Fan�and�S.�Sato,�Transference�on�certain�multilinear�multiplier�operators,�J.�Aust.�Math.�
Soc.70�（1）�（2001）,�37-55.　　

・�（29）�S.�Sato,�Weighted�weak�type�（1,1）�estimates�for�oscillatory�singular�integrals,�Studia�Math.�141�
（1）�（2000）,�1-24.　�

  その他 
評論
・�（1）�Zbl�06597356,�Shi,�Yehao;�Li,�Zhongkai,�Coefficient�multipliers�of�H^1�into�l^q�associated�with�
Laguerre�expansions,�J.�Math.�Soc.�Japan�68,�No.�2�（2016）,�797-805,�zbMATH,�formerly�Zentralblatt�
MATH.�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.�

・�（2）�Zbl�1342.42028,�Shi,�Yehao;�Li,�Zhongkai,�Multipliers�of�Hardy�spaces�associated�with�Laguerre�
expansions,�J.�Math.�Soc.�Japan�68,�No.�1�（2016）,�91-99,�zbMATH,�formerly�Zentralblatt�MATH.�（Re-
viewer：�Shuichi�Sato）.

・�（3）�MR3334095,�Li,�Kangwei;�Sun,�Wenchang�Weighted�estimates�for�multilinear�Fourier�multipliers.�
Forum�Math.�27（2015）,�no.�2,�1101-1116,�Mathematical�reviews（MathSciNet）,�American�Mathemat-
ical�Society�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.　�

・�（4）�MR3267748,�Aliev,�Ilham�A.;�Çobanoğlu,�Selim�,�The�rate�of�convergence�of�truncated�hypersin-
gular�integrals�generated�by�the�Poisson�and�metaharmonic�semigroups.�Integral�Transforms�Spec.�
Funct.�25（2014）,�no.�12,�943-954,�Mathematical�reviews（MathSciNet）,�American�Mathematical�So-
ciety�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.�

・�（5）�MR2322376,�Grafakos,�Loukas;�Honzik,�Petr;�Ryabogin,�Dmitry,�Are�L�2�-bounded�homogeneous�
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singular�integrals�necessarily�L�p�-bounded?�Harmonic�analysis,�partial�differential�equations,�and�re-
lated�topics,�51--55,�Contemp.�Math.,�428,�Amer.�Math.�Soc.,�Providence,�RI,�2007,�Mathematical�re-
views（MathSciNet）,�American�Mathematical�Society�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.�

・�（6）�MR2074870,�Sikora,�Adam;�Tao,�Terence,�Bochner-Riesz�summability�for�analytic�functions�on�
the�m�-complex�unit�sphere�and�for�cylindrically�symmetric�functions�on　R^{n-1}�×R�.�Comm.�Anal.�
Geom.�12　（2004）,�no.�1-2,�43-57,�Mathematical�reviews（MathSciNet）,�American�Mathematical�So-
ciety�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.�

・�（7）�MR1977967,�Hu,�Guoen;�Lu,�Shanzhen;�Yan,�Dunyan,�L�p�（R�m�×R�n）boundedness�for�the�Mar-
cinkiewicz�integral�on�product�spaces.�Sci.�China�Ser.�A�46（2003）,�no.�1,�75-82,�Mathematical�re-
views（MathSciNet）,�American�Mathematical�Society�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.　�

・�（8）�MR1944784,Chen,�Jiecheng;�Fan,�Dashan;�Ying,�Yiming,�Singular�integral�operators�on�function�
spaces.�J.�Math.�Anal.�Appl.�276（2002）,�no.�2,�691-708,�Mathematical�reviews（MathSciNet）,�Ameri-
can�Mathematical�Society�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.　�

・�（9）�MR192509,�Ying,�Yi-ming;�Jin,�Yong-yang,�Lp�-bounds�for�a�Marcinkiewicz�integral�on�product�
domains.�J.�Math.�Res.�Exposition�22（2002）,�no.�3,�317-324,�Mathematical�reviews（MathSciNet）,�
American�Mathematical�Society�（Reviewer：�Shuichi�Sato）.　

招待講演　
・�（1）�S.�Sato,�Some�weighted�weak�type�estimates�for�singular�integrals,�Harmonic�Analysis�and�Appli-
cations,�Chern�Institute�of�Mathematics,�Nankai�University,�Tianjin�,�2014/06/11.　

・�（2）�S.�Sato,�Boundedness�of�Littlewood-Paley�operators,�RIMS研究集会「調和解析と非線形偏微分方
程式」,�京都大学数理解析研究所,�2013/07/09,�

・�（3）�S.�Sato,�Some�results�in�harmonic�analysis�related�to�singular�integrals�with�mixed�homogeneity�,�
The�Asian�Mathematical�Conference�2013,�Busan,�South�Korea,�2013/7/1.�

・�（4）�S.�Sato,�Multiple�singular�integrals�on�product�of�homogeneous�groups,「Harmonic�Analysis�and�
its�Applications�at�Tokyo�2012」,�Tokyo�Metropolitan�University,�Minami-Osawa�Campus,International�
House�,�2012.

・�（5）�S.�Sato,�Cesaro�and�Riesz�means�of�critical�order�on�certain�function�spaces,「The�Fourth�Interna-
tional�Symposium�on�BANACH�and�FUNCTION�SPACES�2012」,�Kyushu�Institute�of�Technology,�To-
bata�Campus,�Kitakyushu,�JAPAN,�2012.　

・�（6）�佐藤秀一,�Some�non-regular�convolution�operators,�日本数学会実関数論分科会特別講演�（名古屋
大学）,�日本数学会2010年度秋季総合分科会）,�2010.�

・�（7）�S.�Sato,�On�singular�integrals�and�maximal�singular�integrals�associated�with�non-isotropic�dila-
tions,「Harmonic�analysis�and�its�applications�at�Pohang�2009,�Pohang�University�of�Science�and�Tech-
nology,�Pohang,�2009.　

・�（8）�S.�Sato,�Estimates�for�singular�integrals�associated�with�nonisotropic�dilations,�第9回名古屋国際数
学コンファレンス,�「Harmonic�analysis�and�partial�differential�equations」,名古屋大学�大学院多元数理科
学研究科,�2009.　

・�（9）�S.�Sato,�On�certain�estimates�of�singular�integrals�useful�for�extrapolation,�RIMS研究集会「調和解
析と非線形偏微分方程式」,�京都大学数理解析研究所,�2008.　

・�（10）�S.�Sato,�Lp�estimates�for�singular�Radon�transforms�and�extrapolation,「Harmonic�Analysis�and�
its�Applications�at�Sapporo�2007�,�北海道大学,�2007.�

・�（11）�S.�Sato,�Weighted�estimates�for�the�maximal�functions�defined�by�Fourier�multipliers�associated�
with�homogeneous�functions,「Harmonic�Analysis�and�its�Applications�at�Osaka,�大阪教育大学,�天王寺,�
2004.　

・�（12）�S.�Sato,�Weighted�weak�type�estimates�for�certain�oscillatory�singular�integrals,「Harmonic�anal-
ysis�and�its�applications」,�A�satellite�conference�of�International�Congress�of�Mathematicians-2002,�
Hangzhou�,�2002.　
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  専門分野 
数学

  専門分野キーワード 
微分幾何学

  論文・研究ノート 
・�論文：Extremal�Lorentzian�surfaces�with�null�r-planar�geodesics�in�space�forms,�Tohoku�Math.�J.,�67�
（2015）,�611-634�（with�K.�Miura）.�（査読有）
・�論文：Twistor�holomorphic�affine�surfaces�and�projective�invariants,�SUT�J.�Math.,�50�（2014）,�325-
341（50th�Anniversary�Issue）.�（査読有）

・�論文：The�first�Chern�class�and�conformal�area�for�a�twistor�holomorphic�immersion,�Abh.�Math.�Se-
min.�Univ.�Hambg.,�84�（2014）,�67-83.�（査読有）

・�論文：A�Lorentzian�surface�in�a�four-dimensional�manifold�of�neutral�signature�and�its�reflector�lift,�J.�
Geom.�Symmetry�Phys.,�26�（2012）,�71-83.�（査読有）

・�論文：Surfaces�in�self-dual�Einstein�manifolds�and�their�twistor�lifts,�Differential�Geom.�Appl,�29�（2011）,�
S220-S226.�（査読有）

・�論文：Surfaces�in�four-dimensional�hyperkahler�manifolds�whose�twistor�lifts�are�harmonic�sections,�
Proc.�Amer.�Math.�Soc.�139�（2011）,�309-317.�（査読有）

・�論文：On�surfaces�of�low�genus�whose�twistor�lifts�are�harmonic�sections,�J.�Geom.�Symmetry�Phys.,�
17�（2010）,�35-43.�（査読有）

・�論文：Stability�of�twistor�lifts�for�surfaces�in�four-dimensional�manifolds,�J.�Geom.�Phys.,�59�（2009）,�
1326-1338.�（査読有）

・�論文：A�generalization�of�Cartan's�identities�for�isoparametric�hypersurfaces�and�its�applications,�Re-
sults�Math.,�52�（2008）,�197-210�（with�N.�Abe）．（査読有）

・�論文：On�surfaces�whose�twistor�lifts�are�harmonic�sections,�J.�Geom.�Phys.,�57�（2007）,�1549-1566.�
（査読有）
・�論文：Affine�differential�geometry�of�the�unit�normal�vector�fields�of�hypersurfaces�in�the�real�space�
forms,�Hokkaido�Math.�J.�35�（2006）,�613-627.�（査読有）

・�論文：Harmonic�sections�of�normal�bundles�for�submanifolds�and�their�stability,�J.�Geom.,�83�（2005）,�
57-64.�（査読有）

・�論文：Harmonic�sections�normal�to�submanifolds�and�their�stability,�Tokyo�J.�Math.,�27�（2004）,�457-
468.�（査読有）

・�論文：Certain�stability�of�the�identity�maps�on�principal�bundles�with�Kaluza-Klein�metric�for�the�energy�
functionals,�JP�J.�Geom.�Topol.,�4�（2004）,�209-223.�（査読有）

・�論文：二次超曲面へのアファインはめ込みの基本定理とその応用,� 数理解析研究所講究録,�1206�
（2001）,�107-113.�（査読なし）
・�論文：The�index�and�certain�stability�of�minimal�anti�invariant�submanifolds�in�Sasakian�and�Kahler�man-
ifolds,�Tsukuba�J.�Math.,�25�（2001）,�465-479.�（査読有）

・�論文：An�affine�submersion�with�horizontal�distribution�and�its�applications,�Differential�Geom.�Appl.,�
14�（2001）,�235-250�（with�N.�Abe）.�（査読有）

・�論文：The�fundamental�theorems�for�affine�immersions�into�hyperquadrics�and�its�applications,�Mona-
tsh.�Math.,�131�（2000）,�37-48.�（査読有）

長谷川　和志　（ハセガワ　カズユキ）　教授
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  口頭発表・ポスター発表 
・�「Twistor�lifts�and�factorization�for�conformal�maps�of�a�surface」,�20th�International�Workshop�on�Her-
mitian�Symmetric�Spaces�and�Submanifolds,�大邱,�大韓民国,�2016年7月.

・�「Lorentzian�surfaces�in�pseudo-Riemannian�space�forms�and�their�reflector�lifts」,�第8回日中友好幾何
学研究集会,�成都,�中国,�2012年9月.

・�「Lorentz�surfaces�in�pseudo-Riemannian�space�forms�of�neutral�signature�with�horizontal�reflector�lifts」,�
The�13th�International�Conference�"Geometry,�Integrability�and　Quantization",�Varna,�Bulgaria,�2011
年6月.

・�「Surfaces�of�genus�zero�in�self-dual�Einstein�manifolds�and�their�twistor�lifts」,�International�Conference�
"Differential�Geometry�and�its�Applications",�Brno,�Czech,�2010年8月.

・�「On�low�genus�surfaces�whose�twistor�lifts�are�harmonic�sections」,�The�11th�International�Conference�
"Geometry,�Integrability�and�Quantization",�Varna,�Bulgaria,�2009年6月.
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  専門分野 
数学　代数学

  専門分野キーワード 
数論

  論文・研究ノート 
・�論文�：�On�the�value�at�zero�of�partial�zeta�functions�for�ray�classes�of�a�real�quadratic�field,�金大学人間
社会学域学校教育系紀要,�No.�8�,�2016年.�（査読無）

・�論文�：�A�note�on�the�unit�index�in�a�CM-field,�金大学人間社会学域学校教育系紀要,�No.6,�2014年.�（査
読無）

・�論文�：�On�Kummer�extensions�generated�by�S-units�in�algebraic�number�fields,�金沢大学人間社会学域
学校教育系紀要,�No.5,�2013年.�（査読無）

・�論文�：�A�note�on�the�index�formula�of�the�group�of�S-units�concerning�Brauser's�class�number�relation,�
金沢大学人間社会学域学校教育系紀要,�No.3,�2011年.�（査読無）

・�論文�：�Brauer's�class�number�relation�for�the�S-ideal�class�number�of�an�algebraic�number�field,�金沢大
学人間社会学域学校教育系紀要,�No.2,�2010年.�（査読無）

・�論文�：�A�refined�formula�of�the�relative�class�number�of�an�imaginary�abelian�field,�金沢大学人間社会学
域学校教育系紀要,�No.1,�2009年.�（査読無）

・�論文�：�A�note�on�the�structure�of�the�p-class�group�of�an�algebraic�number�field,�金沢大学教育学部紀要,�
自然科学編,�No.57,�2008年.�（査読無）

・�論文�：�On�a�refined�formula�of�the�relative�class�number�of�a�CM-field,�金沢学院大学経営情報学部紀要,�
No.5,�2007年.�（査読無）

・�論文�：�On�the�χ-part�of�the�relative�class�group�of�an�abelian�field,�金沢学院大学経営情報学部紀要,�No.4,�
2006年.�（査読無）

・�論文�：�The�Relative�p-class�number�formula�of�an�abelian�field,�金沢学院大学紀要�情報科学・自然科学編,�
No.3,�2005年.�（査読無）

・�論文�：�The�reflection�theorem�on�quadratic�fields�for�p=3�and�D3-extensions�over�Q,�金沢学院大学紀
要�情報科学・自然科学編,�No.2,�2004年.�（査読無）

・�論文�：�On�the�cyclotomic�Zp-extension�and�the�relative�p-class�number�formula�of�a�CM-field,�金沢学
院大学紀要�情報科学・自然科学編,��No.1,�2003年.�（査読無）

・�論文�：�On�the�relative�p-class�number�formula�of�CM-fields,�金沢学院大学経営情報学部紀要,�Vol.7,�
2002年.�（査読無）

・�論文�：�Representation�over�Zp�and�p-class�group�of�imaginary�abelian�number�fields,�金沢学院大学経営
情報学部紀,�要Vol.6,�2001年.�（査読無）

・�論文�：�On�the�Leopoldt�conjecture�for�a�finite�p-extension�of�an�algebraic�number�field,�金沢学院大学
経営情報学部紀,�要Vol.5,�2000年.�（査読無）

  口頭発表・ポスター発表 
・�実2次体の�partial�zeta�関数の�s=0での値の計算,�第182回北陸数論セミナー�（2015年10月22日,�金沢
大学）

・�CM体の�uniut�index�についてⅡ,�第155回北陸数論セミナー（2013年11月14日,�金沢大学）
・�S単数によるKummer拡大について,�第140回北陸数論セミナー（2012年10月25日,�金沢大学）

山下　浩　（ヤマシタ　ヒロシ）　教授
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・�Brauerの類数関係に現れる単数群の指数について,�第122回北陸数論セミナー�（2011年7月7日,�金沢
大学）

・�S類群の位数に関する類数関係について,�第108回北陸数論セミナー�（2010年7月29日,�金沢大学）
・�Unit�indexについてのLemmermeyerの定理について,�第91回北陸数論セミナー�（2009年5月7日,�金沢
大学）

・�ブラウアーの類数関係についての紹介,�第77回北陸数論セミナー（2008年5月8日,�金沢大学）
・�ブロックによる相対類数公式の細分化,�第69回北陸数論セミナー（2007年7月19日,�金沢大学）
・�アーベル体の相対類群のχ-partとv_p（L（0,�χ^{-1}）,�第53回北陸数論セミナー（2006年6月8日,�金沢
大学）

・�On�a�refined�formula�of�the�relative�class�number�of�an�imaginary�abelian�field,�第41回北陸数論セミナー
（2005年6月29日,�金沢大学）
・�ガウス和の生成するlatticeと相対類数について,�第33回北陸数論セミナー（2004年10月14日,�金沢大学）
・�Genus�Number�Formulaと中心拡大,�北陸数論小研究集会中心拡大のガロア群,�（�2004年1月10日,�金
沢大学）

・�CM体のp類数公式についてⅡ,�第15回北陸数論セミナー（2003年3月6日）
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  専門分野 
低温物理学

  専門分野キーワード 
低温物性，ナノ構造科学，磁性

  論文・研究ノート 
・�論文：“Local�conductance�spectra�of�itinerant�ferromagnetic�SrRuO3�through�break�junction”,�Hiroshi�
Kambara,�Yuki�Obinata,�Kenichi�Tenya,�and�Hiroyuki�Tsujii,�Japanese�Journal�of�Applied�Physics�55,�
093004�1-4�（2016）.（査読有）

・�論文：“Magnetic�and�Superconducting�Properties�of�Vanadium�Nanoconstrictions”,�H.�Takata,�Y.�Inaga-
ki,�T.�Kawae,�K.�Ienaga�and�H.�Tsujii,�J.�Phys.�Conference�Series�592,�012137�（2015）.（査読有）

・�論文：“Spectroscopic�study�of�low-temperature�hydrogen�absorption�in�palladium”,�K.�Ienaga,�H.�Taka-
ta,�Y.�Onishi,�Y.�Inagaki,�H.�Tsujii,�T.�Kimura,�and�T.�Kawae,�Applied�Physics�Letters�106,�021605�（2015）.
（査読有）
・�論文：“Electron�tunneling�measurements�in�atomic�scale�gap�filled�with�liquid�4He�below�4.2K”,�K.�Ien-
aga,�T.�Yokota,�N.�Nakashima,�Y.�Inagaki,�T.�Kawae�and�H.�Tsujii,�Journal�of�Physics：�Conference�Se-
ries,�400,�042019�（2012）.（査読有）

・�論文：“A�compact�capacitive�dilatometer�for�thermal�expansion�and�magnetostriction�measurements�
at�millikelvin�temperatures”,�S.�Abe,�F.�Sasaki,�T.�Oonishi,�D.�Inoue,�J.�Yoshida,�D.�Takahashi,�H.�Tsujii,�H.�
Suzuki,�K.�Matsumoto,�Cryogenics,�52,�452-456�（2012）.（査読有）

・�論文：“Study�of�ferromagnetic�transition�in�Pd�nanometer-scale�constrictions�using�a�mechanically�con-
trollable�break�junction�technique”,�K.�Ienaga,�N.�Nakashima,�Y.�Inagaki,�H.�Tsujii,�T.�Kimura,�and�T.�Kawae,�
Applied�Physics�Letters�101,�123114�1-4�（2012）.（査読有）

・�論文：“Zero-bias�anomaly�in�ferromagnetic�Ni�nanoconstrictions”,�K.�Ienaga,�N.�Nakashima,�Y.�Inagaki,�H.�
Tsujii,�S.�Honda,�T.�Kimura,�and�T.�Kawae,�Physical�Review�B�86,�064404�1-4�（2012）.（査読有）

・�論文：“Specific.�Heat�of�the�S�=�1/2.�Two-Dimensional.�Shastry-Sutherland.�Antiferromagnet�SrCu2（BO3）2�in�
High�Magnetic�Fields”,�Hiroyuki�Tsujii,�Costel�R.�Rotundu,�Bohdan�Andraka,�Yasumasa�Takano,�Hiroshi�
Kageyama,�Yutaka�Ueda,�J.�Phys.�Soc.�Jpn.,�80,�043707�1-4�（2011）.（査読有）

・�論文：“Magnetic�impurity�effect�in�atomic�sized�conductor”,�K.�Ienaga,�N.�Nakashima,�Y.�Inagaki,�T.�Kawae,�
H.�Tsujii,�Proceedings�of�2010�IEEE�Region�10�Conference,�1885-1887�（2010）.（査読有）

・�論文：“Control�of�nanosize�ferromagnetic�electrodes�by�magnetostriction”,�K.�Ienaga,�N.�Nakashima,�Y.�
Inagaki,�T.�Kawae,�H.�Tsujii,�Proceedings�of�2010�IEEE�Region�10�Conference,�1888-1890�（2010）.（査
読有）

・�論文：“Magnetoresistance�in�ballistic�Ni�nanocontact�at�4.2K”,�K.�Ienaga,�N.�Nakashima,�Y.�Inagaki,�T.�
Kawae,�and�H.�Tsujii,�Proceedings�of�2010�IEEE�Region�10�Conference,�1891-1893�（2010）.�（査読有）

・�論文：“Investigation�of�the�heavy�fermion�state�and�superconductivity�in�Pr（1-x）LaxOs4Sb12�by�the�upper�
critical�field�slope�at�Tc”,�B.�Andraka,�C.�R.�Rotundu,�P.�Kumar,�and�H.�Tsujii,�Journal�of�Physics：�Con-
densed�Matter,�22,�345701�1-5�（2010）.（査読有）

・�論文：“Fe�Magnetic�Impurity�Effect�in�Au�Atomic�Sized�Conductor”,�K.�Ienaga,�Y.�Inagaki,�T.�Kawae,�and�
H.�Tsujii,�Journal�of�Physics：�Conference�Series,�200,�072042�（2010）.（査読有）

・�論文：“The�dilute�limit�of�heavy�fermions：�evidence�of�the�coherent�nature�of�CeAl3”,�B.�Andraka,�C.�R.�
Rotundu,�Y.�Takano,�and�H.�Tsujii,�Journal�of�Physics：�Condensed�Matter�21�495601�1-4�（2009）.（査

辻井　宏之　（ツジイ　ヒロユキ）　教授
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読有）
・�論文：“Acoustic�properties�of�superfluid�3He�in�97%�aerogel”,�H.�Tsujii,�S.�Mihara,�S.�Abe,�H.�Suzuki,�
and�K.�Matsumoto,�Journal�of�Physics：�Conference�Series,�150,�032114�（2009）.�（査読有）

・�論文：“Magnetic�Phase�Diagram�of�the�S=1/2�Antiferromagnetic�Ladder�（CH3）2CHNH3CuCl3”,�H.�Tsu-
jii,�Y.�H.�Kim,�Y.�Yoshida,�Y.�Takano,�T.�P.�Murphy,�K.�Kanada,�T.�Saito,�A.�Oosawa,�and�T.�Goto,�Journal�
of�Physics：�Conference�Series,�150,�042217�（2009）.（査読有）

・�論文：“Magnetic�susceptibility�of�PrMg3�at�ultra�low�temperatures”,�J.�Yoshida,�S.�Abe,�A.�Tada,�H.�Tsu-
jii,�K.�Matsumoto,�H.�Suzuki,�and�H.�S.�Suzuki,�Journal�of�Physics：�Conference�Series,�150,�042241�
（2009）.（査読有）
・�論文：“Ultrasound�Study�of�the�Solid-Liquid�Transition�and�Solid-Liquid�Interface�of�4He�in�Aerogels”,�K.�
Matsumoto,�H.�Tsuboya,�K.�Yoshino,�S.�Abe,�H.�Tsujii,�and�H.�Suzuki,�Journal�of�the�Physical�Society�
of�Japan,�78,�034601�（2009）.（査読有）

・�論文：“Novel�Quantum�Criticality�in�CeRu2Si2�near�Absolute�Zero�Observed�by�Thermal�Expansion�and�
Magnetostriction”,�J.�Yoshida,�S.�Abe,�D.�Takahashi,�Y.�Segawa,�Y.�Komai,�H.�Tsujii,�K.�Matsumoto,�H.�
Suzuki,�and�Y.�Onuki,�Physical�Review�Letters�101,�256402�（2008）.（査読有）

・�論文：“Mott�Transition�in�a�Valence�Bond�Solid�Insulator�with�a�Triangular�Lattice”,�Y.�Shimizu,�H.�Akimo-
to,�H.�Tsujii,�A.�Tajima,�and�R.�Kato,�Physical�Review�Letters�99,�256403�（2007）.（査読有）

・�論文：“Thermodynamics�of�the�up-up-down�phase�of�the�S�=�1/2�triangular-lattice�antiferromagnet�
Cs2CuBr4”,�H.�Tsujii,�C.�R.�Rotundu,�T.�Ono,�H.�Tanaka,�B.�Andraka,�K.�Ingersent,�and�Y.�Takano,�Physi-
cal�Review�B,�76,�060406（R）�（2007）.（査読有）

・�論文：“Field-Induced�Tomonaga�Luttinger�Liquid�of�a�Quasi-One-Dimensional�S�=�1�Antiferro-�mag-
net”,�M.�Hagiwara,�H.�Tsujii,�C.�R.�Rotundu,�B.�Andraka,�Y.�Takano,�T.�Suzuki,�and�S.�Suga,�Modern�
Physics�Letters�B,�21,�965�（2007）.�（査読有）

・�論文：“Reentrant�Mott�transition�from�a�Fermi�liquid�to�a�spin-gapped�insulator�in�an�organic�spin-1/2�
triangular-lattice�antiferromagnet”,�Y.�Shimizu,�H.�Akimoto,�H.�Tsujii,�A.�Tajima,�and�R.�Kato,�Journal�of�
Physics：�Condensed�Matter�19,�145240�（2007）.�（査読有）

・�論文：“Magnetic�Phase�Diagram�of�the�Quasi-Two-Dimensional�S�=�1�Antiferromagnet�F2PNNNO”,�H.�
Tsujii,�B.�Andraka,�Y.�Hosokoshi,�K.�Inoue,�Y.�Takano,�Journal�of�Magnetism�and�Magnetic�Materials,�
301,�e415�（2007）.�（査読有）
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  専門分野 
火山岩岩石学，火山地質学

  専門分野キーワード 
火山，岩石

  論文・研究ノート 
・�論文：石川県の史跡末松廃寺跡における塔心礎の岩石学的性質　─塔心礎に使われている岩石は戸室
石か？─．日本海域研究，第43号，1-8，2012．（査読有）

・�論文（共著）：New�insights�into�andesite�genesis�：�therole�of�mantle-derived�calc-alkalic�and�crust-de-
rived�tholeiitic�melts�in�magma�differentiation�beneath�Zao�volcano,�NE�Japan.�Journal�of�Petrology�
49,�1971-2008,�2008.�（査読有）

・�論文（共著）：南竜ヶ馬場のかんらん石に富むスコリアを含む新白山火山の火山灰．石川県白山自然保
護センター研究報告，第34集，1-9，2007．（査読無）

・�論文（共著）：白山山頂部に分布する新白山火山本質岩塊の全岩化学組成．石川県白山自然保護センター
研究報告，第33集，7-14，2006．（査読無）

・�論文（共著）：白山山頂部における新白山火山本質岩塊の岩石記載学的特徴．石川県白山自然保護セン
ター研究報告，第31集，1-12，2004．（査読無）

・�論文（共著）：金沢市の戸室火山における溶岩の分布　─田島城跡溶岩ドームの発見─．日本海域研究
所報告，第35号，117-124，2004．（査読有）

・�論文（共著）：新白山火山南竜火山灰中のスコリアを含む火山灰層の岩石学的特徴．石川県白山自然保
護センター研究報告，第30集，1-6，2003．（査読無）

・�論文：戸室火山の溶岩分布と溶岩試料の放射年代，北陸地盤情報，�No.14，5-10，2003．（依頼論文）
・�論文（共著）：新白山火山，剣ヶ峰および白水滝溶岩における岩石学的多様性．金沢大学教育学部紀要（自
然科学編），第51号，1-10，2002．（査読無）

・�論文（共著）：新白山火山，翠ヶ池期噴出物の岩石記載学的特徴．金沢大学教育学部紀要（自然科学編），
第50号，1-9，2001．（査読無）

  その他 
・�分担執筆：金沢城史料叢書21　金沢城跡埋蔵文化財確認調査報告書Ⅱ，p.385（編集・発行：石川県金
沢城調査研究所），291-296，2014．（分担：第7章第1節　試料の岩石学的性質）

・�分担執筆：金沢城史料叢書18　戸室石切丁場確認調査報告書Ⅱ，p.385（編集・発行：石川県金沢城調
査研究所），2013．（分担：第2章第2節　地質環境，第5章第1節　戸室石の岩石特性）

・�共著：約2,000年前の白山の噴火─剣ヶ峰溶岩・白水滝溶岩・南龍火山灰から探る─．石川県白山自然
保護センター普及誌はくさん，第33巻，第4号，8-12，2006．

・�分担執筆：．日本地質学会第108年学術大会見学旅行案内書，�p.186，2001．（分担（共著）：第1班　白
山コース　白山火山の岩屑なだれ堆積物）．

  口頭発表・ポスター発表 
・�戸室火山の地質と戸室石：日本鉱物科学会2016年年会（共著）
・�白山火山における約2200年前溶岩の岩石学的検討：日本火山学会2015年度秋季大会（共著）
・�白山火山東麓に分布する2200年前の火砕堆積物の特徴と生成機構：日本火山学会2014年度秋季大会
・�白山火山，2200年前の噴火活動に関する新知見：日本地質学会中部支部2013年年会
・�新白山火山におけるマグマ組成の時間変化：日本火山学会2005年度秋季大会（共著）
・�新白山火山，白水滝溶岩流における岩石記載学的性質の時間変化：日本地質学会第108年学術大会
2001年（共著）

酒寄　淳史　（サカヨリ　アツシ）　教授
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  専門分野 
無機化学，機能物性化学

  専門分野キーワード 
遷移金属錯体，分子認識，溶媒-溶質相互作用

  共著，共編著，編著 
・�“Thermochromism�of�the�complexes�at�solid�state”�in�“Inorganic�Chromotropism-Basic�Conceps�and�
Application�of�colored�Materials”�ed�by�Y.�Fukuda,�Chap.�4-2,�Y.�Ihara,�Kodansha��Scientific.�（2007）.

・�第5版実験化学講座22，金属錯体・金属クラスター，福田豊監修，丸善（東京），2章1-12項「ニッケル（II）
錯体」，井原良訓，111-120（2004）.

・�クロミック材料と応用，市村国広監修，シーエムシー出版（東京），第3章1節「金属錯体」，96-107（1989）.

  論文・研究ノート 
・�塩化コバルト・6水和物と固体アルコール混合系示温教材の開発，井原良訓，山口好美，長瀬歩美，北
原麻由子，科学教育研究，36，269-272�（2012）.＜査読有り＞

・�The�use�of�solvatochromic�mixed�copper（II）�chelates�with�N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine�and�
tropolonato�or�hinokitiolato�ligands,�[Cu（trop/hino）（tmen）]B（C6H5）4,�as�indicator�for�Lewis�basicity�of�
solvents�and�low-coordinating�anions.�A�Camard,�Y�Ihara,�F.�Murata,�K.�Mereiter,�Y.�Fukuda�and�W.�Lin-
ert,�Inorganica�Chimica�Acta,�358,�409-414�（2005）.　＜査読有り＞

・�Extraction�of�Unprotected�Amino�Acids�by�Mixed-ligand�Nickel（II）�and�Copper（II）�Chelates�Y.�Ihara,�S.�
Kurose�and�T.�Koyama,�Monatsh.�Chem.,�132,�1433-1438（2001）.�＜査読有り＞

・�Stereochemistry�and�structural�isomerization�observed�in�solid-phase�thermal�reactions�of�bis（C-sub-
stituted�ethylenediamine ）nickel（ II ）�complexes.�Y�Ihara,�Recent�Res.�Devel.�Inorg�Organometallic�
Chem.,�1,�37-43（2001）.�＜査読有り＞

井原　良訓　（イハラ　ヨシノリ）　教授
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  専門分野 
量子ビーム材料評価

  専門分野キーワード 
応力解析，材料強度，金属加工

  共著，共編著，編著 
・�共著：『非破壊検査工学叢書』日本非破壊検査協会，2002年。（尾上守夫，佐々木敏彦,他30名）
・�共著：『X線応力測定法標準（2002年版）鉄鋼編』日本材料学会，2002年。（佐々木敏彦（主査）,他7名）
・�共著：『応力ひずみ測定用語集』日本非破壊検査協会，2001年。（熊沢鉄雄，佐々木敏彦，他14名）
・�共著：『改訂版　金属便覧』丸善，2001年。（日本金属学会，佐々木敏彦,他248名）
・�共著：『X線応力測定法標準　セラミックス編』日本材料学会，2000年。（田中啓介，鈴木賢治，佐々木敏彦,
他7名）

・�共著：『Industrial�Applications�of�X-Ray�Diffraction,�edited�by�Frank�H.�Chung�and�Deane�K.�Smith』
Marcel�Dekker,�Inc.�（New�York），2000年。（Y.Hirose�and�T.Sasaki）

・�共著：『X線応力測定法標準（1997年版）』日本材料学会X線材料強度部門委員会編，1997年。（後藤徹，佐々
木敏彦,他6名）

・�共著：『X線材料強度史』日本材料学会X線材料強度部門委員会編，1996年。（廣瀬幸雄，佐々木敏彦,他6名）
・�共著：『X-Ray�Diffraction�Studies�on�the　deformation�and�Fracture�of�Solids,�edited�by�Keisuke�Tana-
ka,�Shotaro�Kodama�and�Toru�Goto』Elsevier�Applied�Science�（London�and�New�York），1993年。
（T.Sasaki,�Y.Yoshioka�and�M.Kuramoto）

  論文・研究ノート 
以下全て論文。
・�「X線回折法による焼入れ鋼の表面硬さ評価」『材料試験技術vol.61，No．2，pp.10-15，（2016-4）』2016年。
（査読有）
・�「A�comparison�of�X-ray�stress�measurement�methods�based�on�the�fundamental�equation」『Journal�of�
Applied�Crystallography,�49，pp.426-432（2016）』2016年。（査読有）

・�「Improvement�in�X-ray�stress�measurement�using�Debye-Scherrer�ring�by�in-plane�averaging」『Journal�
of�Applied�Crystallography,�49,（2016）,�pp.241-249』2016年。（査読有）

・�「X-ray�residual�stress�measurement�of�austenitic�stainless�steel�based�on�Fourier�analysis」『Nuclear�
Technology,�vol.194,�No.1,�（2016）�pp.111-116』2016年。（査読有）

・�「Evaluation�of�Rolling�Contact�Fatigue�by�Using�X-ray�Diffraction」『ASTM,�the�Materials　Performance�
and�Characterization,�Vol.�5,�No.�1,�2016,�pp.�23-37』2015年。（査読有）

・�「Improvement�of�X-ray�stress�measurement�from�a�Debye-Scherrer�ring�by�oscillation�of�the�X-ray�in-
cident�angle」『Powder�Diffraction,�30（3）,�pp.250-255』2015年。（査読有）

・�「Linearized�analysis�of�X-ray�stress�measurement�using�the�Debye-Scherrer�ring」『Int.�J.�Mater.�Res.�
（formerly�Z.�Metallkd.）,�106（2015）9,�pp.1002-1004』2015年。（査読有）
・�「デバイリングのフーリエ解析による鉄鋼材料のX線応力測定」『日本材料学会誌，vol.64,�No.7,�pp.567-
572』2015年。（査読有）

・�「Non-destructive�readout�of�2D�and�3D�dose�distributions�using�a�disk-type�radiophotoluminescent�
glass�plate」『2015�IOP�Conf.�Series：�Materials�Science�and�Engineering�80』2015年。（査読有）

・�「イメージングプレートを用いcosα法に適したX�線応力測定装置の開発と検証」『日本材料学会誌,�

佐々木　敏彦　（ササキ　トシヒコ）　教授
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vol.64,�No.7,�pp.560-566』2015年。（査読有）
・�「X-ray�stress�measurement�from�an�imperfect�Debye-Scherrer�ring」『Int.�J.�Mater.�Res.�（formerly�Z.�
Metallkd.）,�106（2015）3,�pp.237-241』2015年。（査読有）

・�「低ラムダ条件でのスラスト玉軸受の転動疲労寿命」『トライボロジスト，第60巻，第11号，pp.741-
751』2015年。（査読有）

・�「ワイブルプロットで推定した転動疲労寿命の有意差検定」『トライボロジスト，第59巻，第10号，
pp.667-673』2015年。（査読有）

・�「X-ray�stress�measurement�with�two-dimensional�detector�based�on�Fourier�analysis」『Int.�J.�Mater.�
Res.�（formerly�Z.　Metallkd.）,�105　（2014）　E：�pp.1-6』2014年。（査読有）

・�「渦電流法による鋳造カムシャフトのチル化率評価」『非破壊検査,�vol.63,�No.7�pp.360-364�（2014）』
2014年。（査読有）

・�「Two-Dimensional�Imaging�of�Debye-Scherrer�Ring�for�Tri-axial�Stress�Analysis�of�Industrial�Materials」
『The�Journal�of�Instrumentation,�vol.9,�No.7,�C07006,�2014』2014年。（査読有）
・�「A�comparative�study�of�optical�and�radiative�characteristics�of�X-ray-induced�luminescent�defects�in�
Ag-doped�glass�and�LiF�thin�films�and�their�applications�in�2-D�imaging」『Nuclear�Instruments�and�Meth-
ods�in�Physics�Research�B�326�（2014）�76–80』2014年。（査読有）

・�「ショットピーニング処理したマトリクス系ハイスの残留応力」『日本材料強度学会誌，第46巻，第3号，
平成25年2月，（41〜48頁）』2013年。（査読有）

・�「鉄道用車輪の残留応力評価」『日本機械学会論文集A，第76巻，第763号（283〜289頁）』2010年。（査
読有）

・�「透過型Ⅹ線回折法による生体アパタイト結晶配向性の新評価法」『日本金展学会誌，第73巻，第10号　
（2009）,�pp.786-793』2009年。（査読有）
・�「ショットピーニング加工を施した微細粒鋼焼きなまし材における疲労強度とX線3軸残留応力測定」
『材料，第58巻，第7号，pp.610-617』2009年。（査読有）
・�「エリアディテクタ方式のX線三軸応力測定法の改良に関する研究」『日本機械学会論文集（A編），75巻，
750号，pp.219-227』2009年。（査読有）

・�「 New�Technique�for�Evaluation�of�Preferential�Alignment�of�Biological�Apatite（ Bap ）�Crystallites�in�
Bone�Using�Transmission�X-ray�Diffractometry」『Material�Transactions,�vol.49,�No.9,�2008』2008年。（査
読有）

・�「MEASUREMENT�OF�RESIDUAL�STRESSES�IN�RAILS�BY�NEUTRON�DIFFRACTION」『WEAR�,�265,�
pp.1402-1407（2008）』2008年。（査読有）

・�「The�Development�Of�Two�Color�Multi�Layer�Mirror�System�And�Its�Application�For�Micro�Beam�X-Ray�
Diffractometry」『Adavances�in�X-ray�Analysis,�Vol�51,�（2008）』2008年。（査読有）

・�「The�evaluation�of�preferential�alignment�of�Biological�Apatite�（BAp）�Crystallites�in�bone�using�a�trans-
mission�X-ray�diffraction」『Adavances�in�X-ray�Analysi,s�Vol�51,�（2008）』2008年。（査読有）

・�「Application�of�Neutron�Diffraction�Technique�to�Industrial�Materials」『Materials�Science�Forum�Vols.�
571-572（2008）�,�pp.255-260』2008年。（査読有）

・�「Application�of�Synchrotron�Radiation�to�Residual�Stress�Analysis�by�IP/cosα�Method」『Materials�Sci-
ence�Forum�Vols.�571-572（2008）�,�pp.249-254』2008年。（査読有）

・�「Influence�of�Peak�Determination�Method�on�Area�Detector�Type�Neutron�Stress�Measurement」『Ma-
terials�Science�Forum�Vols.�571-572,�（2008）,�pp.57-62』2008年。（査読有）

・�「Residual�Stress�in�Railway�Rails�by�IP/cosα�method」『Materials�Science�Forum�Vols.�524-525�（2006）,�
pp381-386』2006年。（査読有）

・�「Application�of�the�cosα�method�to�Area�Detector�Type�Neutron�Stress�Measurement」『Materials�
Science�Forum�Vols.�524-525�（2006）,�pp247-252』2006年。（査読有）

・�「窒化チタンを被覆した炭化タングステン－コバルト合金の残留応力測定に対するインプレーンX線回
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折法の適用」『分析化学，vol.55，No.6，（2006），pp.405-410』2005年。（査読有）
・�「結晶方位分布関数を用いたTiCN配向膜のX線応力測定」『材料，第54巻，第8号,�（881〜886頁）,�
2005』2005年。（査読有）

・�「Internal�Stress�Behavior�of�the�Short�Ceramic�Fiber�Reinforced�Aluminum�Alloy�under�Tensile�Defor-
mation」『Science�and�Technology�of�Advanced�Materials,�6,�（2005）,�902-909』2005年。（査読有）

・�「X-Ray�Stress�Measurement�of�Carbide�in�Tool�Steel」『Materials�Science�Forum（Trans�Tech�Publica-
tions�Ltd）�Vols.490-491�（July�2005）,�pp.�281-286』2005年。（査読有）

・�「Influence�of�Interfacial�Neighborhood�on�Residual�Stress�Due�to�Deposition�of�TiN�Thin�Films�Made�
by�PVD」『Materials�Science�Forum（Trans�Tech�Publications�Ltd）�Vols.490-491�（July�2005）�pp.�601-
606,�2005』2005年。（査読有）

・�「Neutron�Stress�Measurement�Using�Neutron�Image�Plate」『Materials�Science�Forum�Vols.�490-491�
（Trans�Tech�Publications�Ltd）,�pp.229-233,�2005』2005年。（査読有）
・�「Determination�of�Volume�Fraction�of�Constituents�in�Deformed�Stainless�Steel�by�Means�of�Image�
Plate」『Materials�Science�Forum�Vols.�490-491（Trans�Tech�Publications�Ltd）,�pp.190-195,�2005』
2005年。（査読有）

・�「cosα法による中性子応力測定に関する基礎的研究」『日本機械学会論文集A，第71巻，第704号（670〜
676頁）2005』2005年。（査読有）

・�「マイクロメカニックスによるパラメータ⊿εPを用いた（α+γ）二相ステンレス鋼のX線フラクトグラ
フィ」『材料，vol.53，No.2，pp.157-162，（2004）』2004年。（査読有）

・�「Development�of�Measuring�System�for�Stress�by�Means�of�Image�Plate�for�Laboratory�X-ray�Experi-
ment」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.46,�pp.61-67,�2003』2003年。（査読有）

・�「Effect�of�the�Residual�Stress�on�the�Mechanical�Strength�of�the�Thin�Films」『Advances�in�X-ray�Anal-
ysis,�vol.46,�pp.173-178,�2003』2003年。（査読有）

・�「パルス電解法により形成したクロム層の残留応力と微視的ひずみに及ぼす電解条件の影響」『材料,第
52巻,第4号（427〜432頁），（2003）』2003年。（査読有）

・�「中性子応力測定へのエリアディテクタの適用に関する基礎的研究」『日本機械学会論文集A，第69巻，
第688号（1711〜1716頁）,�2003』2003年。（査読有）

・�「Cr-Kα/α211およびCr-Kβ/γ311による二相ステンレス鋼のX線応力測定へのIPの適用」『日本機械
学会論文集A，第69巻，第683号（1151〜1157頁），（2003）』2003年。（査読有）

・�「繊維配向を有するTiNおよびTiCN薄膜の熱による残留応力変化にともなう機械的強度への一影響」『材
料,第52巻,第7号（744〜749頁），（2003）』2003年。（査読有）

・�「The�Residual�Stress�Measurement�of�TiCN�PVD」『Advances�in�X-ray�Analysis,�Vol.�45.�（365〜370頁）,�
（2002）』2002年。（査読有）
・�「Effect�of�Heat�Treatment�on�Residual�Stress�Profiles�of�Pulse-Plated�Crack-free�Cr�Layer」『Advances�
in�X-ray�Analysis,�vol.45,�pp.280-285,�2002』2002年。（査読有）

・�「X-ray�Stress�Measurement�for�Ni-Al�System�Intermetallic�Compound�Prepared�by�SHS-Method」『Ad-
vances�in�X-ray�Analysis,�vol.45,�pp.275-279,�2002』2002年。（査読有）

・�「 Texture�and�Press�Formability�of�Dual�Phase�Stainless�Steel�Sheet 」『 Advances�in�X-ray�Analysis,�
vol.45,�pp.269-274,�2002』2002年。（査読有）

・�「X-Ray�Evaluation�of�Pulsed-Plated�Crack-Free�Cr�Layer」『Material�Science�Research�International,�
vol.8,No.4,（199〜206頁），（2002）』2002年。（査読有）

・�「クロムめっき部材の熱処理による耐食性低下のメカニズムと低下防止策」『材料,第51巻,第7号（749〜
755頁），（2002）』2002年。（査読有）

・�「球形介在物を含む材料に主応力が作用する場合の平均弾塑性挙動」『日本機械学会論文集A，第68巻，
第667号（422〜427頁），（2002）』2001年。（査読有）

・�「二相ステンレス鋼の研削加工層における残留応力および変形挙動に関する研究」『日本機械学会論文集
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A，第67巻，第663号（1840〜1846頁），（2001）』2001年。（査読有）
・�「Residual�Stress�and�its�Thermal�Properties�of�Crack-Free�Chromium�Deposits�by�Pulse-Current�Elec-
trolysis」『Materiaux�&�Techniques,�No.�11-12,�（23-30頁）,�2001』2001年。（査読有）

・�「共鳴核反応分析法によるBCN膜の水素量測定」『材料,第50巻,第7号（727〜731頁），（2001）』2001年。
（査読有）
・�「パルス電解法によるクロムめっき層のX線的研究」『材料,第50巻,第7号（719〜726頁），（2001）』
2001年。（査読有）

・�「中性子回折法による無ひずみ状態の格子面間隔測定に関する測定技術の開発」『材料,第50巻,第7号
（701〜706頁），（2001）』2001年。（査読有）
・�「Residual�stress�in�composite�film�（Ni-Co-P/Si3N4）」『Thin�Solid�Films,�398-399（476〜479頁），
（2001）』2001年。（査読有）
・�「オーステナイト系ステンレス鋼SUS304のショットピ－ニング加工による疲労強度への影響」『日本機
械学会論文集,66巻,646号（1172〜1177頁）,�（2000）』2000年。（査読有）

・�「研削加工した焼結複合材料（Fe-Cr/TiN）の残留応力測定」『材料,第50巻,第7号（713〜718頁），（2001）』
2001年。（査読有）

・�「中性子回折法によるFe-Cr/TiN系焼結複合材料内部の残留応力測定」『日本機械学会論文集,67巻,658
号（982〜988頁）,�（2001）』2001年。（査読有）

・�「Complete�Pole�Figure�Measurement�Using�Back-Reflection�Method�with�Imaging�Plate�and�Applica-
tion�to�Three-Dimensional�Analysis�of�Texture」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.44,�pp.272-277,�2001』
2001年。（査読有）

・�「Study�on�Evaluation�of�Residual�PhaseStress�of�the�Dual�Phase�Stainless�Steel」『Advances�in�X-ray�
Analysis,�vol.44,�pp.222-228,�2001』2001年。（査読有）

・�「Measurement�of�Residual�Phase�Stress�of�The�Metal�Matrix�Composite�Material�Using�Synchrotron�
Radiation」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.44,�pp.215-221,�2001』2001年。（査読有）

・�「Composition�Dependence�of�X-ray�Elastic�Constants�of�Titanium�Aluminide�Intermetallic�Compounds」
『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.44,�pp.209-214,�2001』2001年。（査読有）
・�「X-ray�Stress�Determination�of�Cold-Rolled�Steel�Sheet�Using�Orientation�Distribution�Function」『Ad-
vances�in�X-ray�Analysis,�vol.44,�pp.201-208,�2001』2001年。（査読有）

・�「Study�on�Fracture�Analysis�of�（α+γ）�Dual�Phase�Stainless�Steel�Using�X-ray�Diffraction」『Advances�
in�X-ray�Analysis,�vol.44,�pp.62-68,�2001』2001年。（査読有）

・�「Study�on�Behavior�of�Phase�Stress�in�Fe-Cr/TiN�Composites�with�Synchrotron�Radiation」『Material�
Science�Research�International,�Special�Technical�Publication,�1,�（390〜393頁），（2001）』2001年。（査
読有）

・�「 Internal�Residual�Stress�of�Sintered�Fe-Cr/TiN�Composite�Measured�with�Neutron�Diffraction 」『 J.�
Phys.�Soc.�Jpn.,�70,�Suppl.,�（528〜530頁），（2001）』2001年。（査読有）

・�「Measurement�of�Strain�Free�Lattice�Spacing�in�Neutron�Residual�Stress�Analysis�by�Sample�Rotation�
Method」『J.�Phys.�Soc.�Jpn.,�70,�Suppl.,�（514〜516頁），（2001）』2001年。（査読有）

・�「Texture�and�Press�Formability�of�Dual-Phase�Stainless�Steel�Sheet」『Material�Science�Research�Inter-
national,�Special�Technical�Publication,�1,�（356〜359頁），（2001）』2001年。（査読有）

・�「Complete�Pole�Figure�Measurement�Using�Only�Back-Reflection�Method�with�Imaging�Plate�and�Ap-
plication�to�Three-Dimensional�Analysis�of�Texture」『JSME�International�Journal,�Ser.�A,�44,�2,�2001』
2001年。（査読有）

・�「オーステナイト系ステンレス鋼SUS304のショットピ－ニング加工による疲労強度への影響」『日本機
械学会論文集,66巻,646号（1172〜1177頁）,�（2000）』2000年。（査読有）

・�「Study�on�stress�measurement�of�PVD-coating�layer」『Thin�Solid�Films,�377-378,�（617〜620頁），
（2000）』2000年。（査読有）
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・�「Study�of�the�Fatigue�Fracture�Surface�Regions�of�Steel�Using�Microbeam�Synchrotron�X-ray�Diffrac-
tion」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.43,�pp.382-387,�2000』2000年。（査読有）

・�「An�X-ray�Fractographic�Study�of�a�Sintered�Composites�System�of�Al2O3/SiC（Whisker）」『Advances�
in�X-ray�Analysis,�vol.43,�pp.376-381,�2000』2000年。（査読有）

・�「Simultaneous�Measurement�of�Several�Pole�Figures�using�an�Imaging�Plate」『Advances�in�X-ray�Anal-
ysis,�vol.43,�pp.157-162,�2000』2000年。（査読有）

・�「X-ray�Measurement�of�Tri-axial�Macro-�and�Microstress�in�Fe-Cr�Steel/TiN�System�Composite�Mate-
rials�Prepared�by�Powder�Metallurgy」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.43,�pp.123-128,�2000』2000年。
（査読有）
・�「 X-ray�Stress�Measurement�for�Titanium�Aluminide�Intermetallic�Compound 」『 Advances�in�X-ray�
Analysis,�vol.43,�pp.107-116,�2000』2000年。（査読有）

・�「Neutron�Stress�Measurement�Using�Neutron�Image�Plate」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.43,�pp.92-
97,�2000』2000年。（査読有）

・�「X-Ray�Tri-axial�Stress�Measurement�of�a�Diamond�Film」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.42,�pp.601-
611,�2000』2000年。（査読有）

・�「Proposal�of�Method�to�Make�Pole�Figure�Imaging�Plate」『Advances�in�X-ray�Analysis,�vol.42,（521〜
527頁）,�（2000）』2000年。（査読有）

・�「X-ray�Fractographic�Study�of�Sintered�Fe-Cr�Steel/TiN�System�Composite�Materials」『Advances�in�
X-ray�Analysis,�Vol.�42.（412〜420頁）,�（2000）』2000年。（査読有）

・�「X-Ray�Fractograpy�Using�Synchrotron�Radiation　-residual�Stress�Distribution�Just�beneath�Fatigue�
Fracture�Surface�-」『Material�Science�Research�International,�vol.6,No.4,�（269〜274頁），（2000）』
2000年。（査読有）

・�「X-Ray�Stress�Measurement�for�<110>-Oriented�TiC�Films」『Material�Science�Research�International,�
vol.6,No.4,�（237〜242頁），（2000）』2000年。（査読有）

・�「シンクロトロン放射光によるX線フラクトグラフィ－疲労破面直下の残留応力分布－」『材料,第49巻,
第7号（748〜753頁），（2000）』2000年。（査読有）

・�「シンクロトロン放射光を用いた複合材料のX線応力測定」『材料,第49巻,第7号（729〜734頁）,�（2000）』
2000年。（査読有）

  その他 
・�「中性子回折法に依る応力測定―角度分散型による標準法及び中性子IPを用いた試み―」『日本工業出版�
検査技術�第21巻7号』2016年。（解説記事）

・�「小型・迅速・低コスト化が可能な二次元検出器方式のcosα法X線応力測定」『日本工業出版�検査技術�
第20巻6号』2015年。（解説記事）

・�「X線残留応力測定法―技術の概要と最新の現場適用の動向―」『溶接学会誌�第84巻第1号』2015年。（解
説記事）

・�「X線応力測定法の概要と現状―技術の動向と現場適用に向けた最新の小型化・高速化―」『日本工業出
版�検査技術』2014年。（解説記事）

・�「二次元検出器による次世代X線応力測定（cosα法）」『トライボロジスト�第57巻�第7号』2012年。（解
説記事）

・�「Influence�of�Triaxial�Stress�State�on�the�Neutron�Stress�Measurement�using�Neutron�Image�Plate」
『JAERI-Review,�2007,�pp.93,（日本原子力研究所ユーザーレポート）』2007年。（報告書）
・�「Evaluation�of�Fatigue�Damage�of�Industrial�Materials�by�Means�of�Diffraction�Patterns�Obtained�bu�
Synchrotron�Radiation」『Photon�Factory�Activity�Report�2006,�#24,�pp.174（高エネルギー加速器研究
機構ユーザーレポート）』2006年。（報告書）

・�「A�Fundamental�Study�on�Neutron�Stress�Measurement�Using�an�Image�Plate」『Progress�Report�on�
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Neutron�Scattering�Research,�March,�2005,�pp.143,（日本原子力研究所ユーザーレポート）』2006年。（報
告書）

・�「A�Challenge�to�d0-Disused�Neutron�Stress�Measurement�Using�Area�Detector」『Progress�Report�on�
Neutron�Scattering�Research,�March,�2005,�pp.106,（日本原子力研究所ユーザーレポート）』2005年。（報
告書）

・�「Application�of�Synchrotron�Radiation�to�Study�Rolling�Contact�Fatigue�of�Railway�Rails」『Photon�Fac-
tory�Activity�Report�2005,�#23,�pp.127（高エネルギー加速器研究機構ユーザーレポート）』2005年。（報
告書）

  口頭発表・ポスター発表 
・�「新X線技術による重要部品の残留応力・材料評価」会議名：第8回総合検査機器展セミナー（2016年9
月29日，東京ビッグサイト，東京）

・�「Full�Use�of�a�Debye-Scherrer�Ring�for�X-ray�Stress�Measurement�of�Polycrystalline�Materials�with�cos
α�Method」会議名：APCFS’2016;�The�10th�Asia-Pacific�Conference�on�Fracture�and�Strength（2016年
9月20日，Toyama,�Japan）

・�「新X線技術による超高速応力測定実現への試み（SOI検出器及びフーリエ解析法の適用）」会議名：第
119回転がり疲れ研究会（2016年9月7日，三重）

・�「X線残留応力測定をリアルタイムで！〜SOI検出器の応用〜」会議名：イノベーションジャパン2016
（2016年8月25,26日，東京ビッグサイト，東京）
・�「転がり接触疲労した鉄道レール頭頂面のX線三軸応力測定」会議名：日本材料学会第50回X線材料強度
に関するシンポジウム（2016年7月21日，東京）

・�「High�Speed�X-ray�Stress�Measurement�with�a�Monolithic�SOI�Pixel�Detector」会議名：THERMEC’2016;In-
ternational�Conference�on�Processing�&�Manufacturing�of�Advanced�Materials（2016年5月29日〜6月3日，
Gratz，Austria）

・�「X線回折による鉄道レールの転がり接触疲労の評価」会議名：平成27年度第2回残留ひずみ・応力解析
研究会（2016年3月1日，東京）

・�「背面反射デバイリングによるレールの材料強度評価」会議名：TRANSLOG2015；第24回交通・物流部
門大会（2015年12月9〜11日，東京）

・�「軟X線用の背面反射回折環二次元イメージング機構の開発」会議名：SOI新学術研究会（2015年12月1
〜2日，静岡）

・�「Fast�and�versatile�measurement�of�residual�stress�and�hardness�of�gear�and�shaft�materials」会議名：
International�Conference�on�Gears（2015年10月5〜7日，Munich，Germany）



−452−

  専門分野 
インド中世建築史

  専門分野キーワード 
インド建築史，石窟寺院建築

  共著，共編著，編著 
・�共著：Walter�M.�Spink�and�Naomichi�Yaguchi�“Ajanta：�History�and�Development�-Vol�Seven-�Bagh,�
Dandin,�Cells�and�Cell�Doorways”�Brill�（Leiden･Boston）�2016

・�共著：�Ed.�Prof.�Mahesh�A.�Deokar�et�al.,‘Buddhist�Texts�and�Traditions’,�Department�of�Pali,�Savitribai�
Phule,�Pune�University,�Pune�and�Central�University�of�Tibetian�Studies,�Sarnath,�Varanasi,�2015,�YA-
GUCHI�Naomichi　“A�Study�on�the�Development�and�the�Sequence�of�the�Porch�Cells�of�Vakataka�
Caves�at�Ajanta”,�pp.315-332

・�共著：Walter�M.�Spink�and�Naomichi�Yaguchi�“Ajanta：�History�and�Development”�-Vol�Six-�Defining�
Features,�Brill�（Leiden･Boston）�2014

・�共著：鈴木博之，山岸常人編　都市・建築・歴史　第2巻『古代社会の崩壊』（第4章分担執筆）「ホイサラ
多神格寺院の平面構成」　東京大学出版会　A5版　pp.237�-�308　2005年8月

・�共著：中川武監修,�『世界宗教建築事典』，東京堂出版，pp.�200�–�201，2001年9月
・�共著：Dr.�I.K.�Sharma,�Dr.�D.�Devaraj,�Dr.�R.�Gopal�Ed.‘The�Special�composition�of�Hoysala�Temple�
Architecture’,�“Narasimhapriya”,�（Chapter�38分担執筆）,�Sundeep�Prakashan�（New�Delhi）,�pp.�269�-�
280　2000年

・�共著：小寺武久，溝口正人他，『旧中山道太田宿調査報告書Ⅰ（民家）』，美濃加茂市教育委員会社会教育課，
pp.�10�-�11.，1992年3月

・�共著：肥塚隆，宮治昭編『世界美術大全集　東洋編　第14巻　インド（2）』，小学館，pp.385�–�390，　
1999年1月10日

・�共著：名古屋大学建築・都市史研究会著，上野邦一，片木篤編，「ホイサラ寺院の空間構成」，『建築史
の想像力』（第3章第3節分担執筆），学芸出版社，pp.�194-212.，1996年6月

・�共著：東海近代遺産研究会編著，『近代を歩く　いまも息づく東海の建築・土木遺産』，ひくまの出版，
pp.�70�–�71，1994年9月

  論文・研究ノート 
・�論文：矢口直道「アジャンター後期石窟西群の正面廊僧坊の変遷と開窟順序に関する考察」（単著），『日
本建築学会北陸支部研究報告集』第51輯，2008年7月pp.467-470．（査読無）

・�論文：YAGUCHI�Naomichi“A�Study�of�the�Development�and�the�Sequence�of�the�Porch�Cells�in�the�
Western�Group�of�Vakataka�Caves�at�Ajanta”,�The�proceeding�“Exploring�Buddhist�Cave�Temples”�
International�Conference�in�hour�of�Walter�M.�Spink,�2008年5月,�pp.60-78.（査読無）

・�論文：矢口直道「パッラヴァ朝の初期ヒンドゥー教石窟の空間構成」『岐阜市立女子短期大学研究紀要』
第57輯，2008年，pp.77-84，�2008．（査読無）

・�論文：YAGUCHI�Naomichi,�‘On�the�Spatial�Units�of�the�Hoysala�Temples’,�『岐阜市立女子短期大学研
究紀要』第54輯，pp.183-189，2005年3月（査読無）

・�共著論文：矢口直道，久保村里正，山田綾「公立大学に於ける公開講座の意義」『岐阜市立女子短期大学
研究紀要』第53輯，pp.197-208.，2004年3月（査読無）

・�論文：矢口直道「後期チャールキヤ寺院の壁面構成に関する考察　-平面構成との関連について-」『岐阜

矢口　直道　（ヤグチ　ナオミチ）　准教授
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市立女子短期大学研究紀要』第53輯，pp.189-196.，2004年3月（査読無）
・�論文：矢口直道「後期チャールキヤ寺院にまつられた神格と平面構成　-ホイサラ寺院との比較を通し
た考察-」『岐阜市立女子短期大学研究紀要』第52輯，pp.239-246.，2003年3月（査読無）

・�論文：矢口直道「後期チャールキヤ寺院の平面構成　-ホイサラ寺院との比較を通した考察-」『岐阜市立
女子短期大学研究紀要』第51輯，pp.195-206，2002年3月（査読無）

・�論文：矢口直道「ナヴァランガからみたインド・ホイサラ寺院の平面分析」『日本建築学会計画系論文集』
第532号，pp.�255�–�262，2000年6月（査読有）

・�論文：矢口直道「まつられた神格とそれらの位置からみたインド・ホイサラ寺院の類型学的考察」『日本
建築学会計画系論文集』第511号，pp.201�–�208，1998年9月（査読有）

・�論文：矢口直道「インド・ホイサラ朝寺院の平面についての類型学的考察」『日本建築学会計画系論文集』
第506号，pp.169�–�175，1998年4月（査読有）

・�論文：矢口直道「まつられた神格とそれらの位置からみたインド・ホイサラ寺院の類型学的考察」『日本
建築学会大会（九州）学術講演梗概集』，F2分冊，pp.217�–�218，1998年9月（査読無）

・�論文：矢口直道「ホイサラ朝寺院の星形プランについて　-ホイサラ朝寺院の空間構成に関する考察（そ
の二）」『日本建築学会東海支部研究報告集』第31号，pp.�669�–�672，1993年2月（査読無）

・�論文：矢口直道「ホイサラ朝寺院の平面構成について　-ホイサラ朝寺院の空間構成に関する考察（その
一）」『日本建築学会東海支部研究報告集』第31号，pp.�665�–�668，1993年2月（査読無）





生 物 学
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  専門分野 
生態・環境

  専門分野キーワード 
カイアシ類，個体群動態，捕食

  共著，共編著，編著 
・�Lake�Biwa�：�interactions�between�nature�and�people�2012/05�共著
・�カイアシ類学入門�東海大学出版会�2005/09�共著
・�Biodiversity：�An�Ecological�Perspective�1996/12�共著

  論文・研究ノート 
・�Predator-prey�relationship�between�the�landlocked�dwarf�ayu�and�planktonic�Crustacea�in�Lake�Biwa,�
Japan�川幡佳ー，成田�哲也，西野�麻知子�Limnology�7巻�3号�199-203頁�2006/12�査読有原著論文�研
究論文（学術雑誌）

・�Clearance�rate�of�the�cyclopoid�copepod�Mesocyclops�dissimilis�on�the�calanoid�copepod�Eodiapto-
mus�japonicus�川幡�佳�ー�Plankton�&�Benthos�Research�1�巻�1�号�68-70頁�2006/02�査読有�原著論文�
研究論文（学術雑誌）

・�Gastric�evacuation�in�koayu�Plecoglossus�altivelis�altivelis�examined�in�aquaria�西野�麻知子，�川幡�佳ー�
FISHERIES�SCIENCE�69�巻�4�号�819-822�頁�2003/08�査読有�原著論文�研�究論文（学術雑誌）

・�Feeding�rate�of�naupliar�Eodiaptomus�japonicus�川幡�佳ー，�成田�哲也�Plankton�Biology�and�Ecology�
50巻�1�号�27-29頁�2003/02�査読有�原著論文研究論文（学術雑誌）

・�Stomach�contents�of�the�landlocked�dwarf�ayu�in�lake�Biwa,�Japan川幡佳ー，成田哲也，名越誠，�西野
麻知子Limnology3巻3号135-142頁2002/12査読有原著論文研究論文（学術雑誌）

・�Length-weight�relationships�of�eight�freshwater�planktonic�crustacean�species�in�Japan�川幡�佳ー，�占
部�城太郎�Freshwater�Biology�39巻�2号�199-205頁�1998/03�査読有�原著論文研究論�文（学術雑誌）

・�Population�dynamics�of�planktonic�crustacea�studied�during�BITEX'93川幡佳ー，占部城太郎Japanese�
Journal�of�Limnology�57巻4-2号545-552頁1996/12�査読有原著論文研究論文（学術雑誌）

・�Ontogenetic�niches�of�a�planktonic�copepod�in�lake�Biwa�studied�on�a�fine�temporal�scale�川幡佳ー�
Ecological�Research�10巻�2号�207-215頁�1995/08�査読有�原著論文研究論文（学術雑誌）

・�Description�of�planktonic�copepods�from�Lake�Kahoku-gata,�Japan�川幡佳―,Danielle�Defaye�Japanese�
Journal�of�Limnology�55巻�2号�143-158頁�1994/04�査読有�原著論文�研究論文（学術雑誌）

・�Mesocyclops�dissimilis�n.�sp.�from�Lake�Biwa,�Japan�（Copepoda,�Cyclopoida）�Danielle�Defaye,�川幡�
佳ー�Hydrobiologia�257巻�2�号�121-126�頁�1993/04�査読有�原著論文�研究論文（学術雑誌）

・�Mortality�rate�of�Eodiaptomus�japonicus�（Copepoda：�Calanoida）�in�Lake�Biwa� 川幡佳ー�Japanese�
Journal�of�Limnology�54巻�2号�131-136頁�1993/04�査読有�原著論文研究論文（学術雑誌）

・�Ontogenetic�changes�in�copepod�behaviour：�an�ambush�cyclopoid�predator�and�a�calanoid�prey�川幡�
佳ー�Journal�of�Plankton�Research�13巻�1�号�27-34�頁�1991/01�査読有�原著論文�研究論文（学術雑誌）

・�HaeckelからHitlerへ?Gasmanの捏造　川幡佳一　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要4巻51-56
頁2012/02査読無解説研究論文（大学・研究所等紀要）

・�『偉大な人種の消滅』の人種主義　川幡佳一　金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要3巻43-47頁
2011/02�査読無解説研究論文（大学・研究所等紀要）

・�Darwin�&�Wallace�（1858）におけるWallace論文　川幡佳一　金沢大学人間社会学域学校教育学類�紀要

川幡　佳一　（カワバタ　ケイイチ）　教授
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2巻53-58頁2010/02�査読無解説研究論文（大学・研究所等紀要）
・�浮游性カイアシ類Eodiaptomusjaponicusの琵琶湖における生態　川幡佳一　月刊海洋号外26巻108-
112頁2001/08査読無総説研究論文（学術雑誌）

・�浮遊動物の日周鉛直移動　川幡佳ー　遺伝49巻6号54-58頁1995/06査読無総説研究�論文（学術雑誌）
・�湖沼生態系における生物多様性評価の試み　川幡佳―　日本生態学会誌44巻2号223-228頁1994/08
査読有総説研究論文（学術雑誌）
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  専門分野 
生物学，分子生物学

  専門分野キーワード 
植物細胞，遺伝子

矢倉　公隆　（ヤクラ　キミタカ）　教授



農　　学
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  専門分野 
農業土木，農村計画

  専門分野キーワード 
人口，過疎，農業，生態系サービス

  著書 
・�『土地利用の変化が農林業の多面的機能に与える影響（電力中央研究所報告�研究報告：Y11020）』電力
中央研究所，2012年。

  共著，共編著，編著 
・�共著：『秋田・廃村の記録―人口減時代を迎えて』秋田文化出版，2016年。（浅原昭生氏と共同執筆）
・�共著：『地域再生の失敗学』光文社，2016年。（分担：第4章／飯田泰之氏と共同執筆）
・�共編著：『里山・里海―自然の恵みと人々の暮らし―』国際連合大学高等研究所／日本の里山・里海評価
委員会編，朝倉書店，2012年。（分担：第Ⅰ集第3章／大黒俊哉氏，湯本貴和氏，松田裕之氏，大久保
悟氏，大浦広斗氏，倉田直幸氏，中村慧氏，朱宮丈晴氏，永松敦氏と共同執筆）

・�共 編 著：Satoyama-Satoumi�Ecosystems�and�Human�Well-Being：�Socio-Ecological�Production�
Landscapes�of�Japan,�Anantha�Kumar�Duraiappah,�Koji�Nakamura,�Kazuhiko�Takeuchi,�Masataka�
Watanabe,�and�Maiko�Nishi（ed.）,�UNU�Press,�2012.�（分担：第3章／Toshiya�Okuro,�Takakazu�Yumoto,�
Hiroyuki�Matsuda,�Satoru�Okubo,�Hiroto�Oura,�Naoyuki�Kurata,�Satoshi�Nakamura,�Takeharu�Shumiya,�
and�Atsushi�Nagamatsuと共同執筆）

・�共編著：『3・11後　ニッポンの論点』朝日新聞オピニオン編集部編，朝日新聞出版，2011年。（分担：
51-53ページ／聞き手：秋山惣一郎氏）

・�共編著：『撤退の農村計画―過疎地域からはじまる戦略的再編』林直樹，齋藤晋編，学芸出版社，2010年。
（分担：第1章，第2章第4節，第3章第2節，第3章第3節，第4章第1節，第5章第1節，第5章第3節，
第5章第4節の120-121ページ，第6章第6節，第7章第1節の168-169ページ，第7章第3節）

・�共編著：『地球の処方箋―環境問題の根源に迫る』総合地球環境学研究所編，昭和堂，2008年。（分担：
38-41ページ）

・�共編著：『しらべる　まとめる　指導に生かす　パソコン＆データ解析法』林直樹，久保昌子，永井成
美編，東山書房，2007年。（分担：第3部）

  論文・研究ノート 
・�論考：「山間の小集落における縮拓論」『建築雑誌』第131集・第1679号，26-27，2016年。（依頼原稿／
査読無）

・�論考「山間地で求められる農村戦略」『農村計画学会誌』34（1），51-54，2015年。（依頼原稿／査読無）
・�論考「過疎緩和のための集落移転は現実的な選択肢か」『人と国土21』11月号・第40巻第4号，20-23，
2014年。（依頼原稿／査読無）

・�論文（共著）：渡邉絵里子，斎藤昌幸，林直樹，松田裕之「日本のレッドデータブックに掲載された維管
束植物種の絶滅リスクに基づく生物多様性ホットスポット解析」『保全生態学研究』16，53-66，2014年。
（査読有）
・�論文（共著）：Yuko�Hori,�Naoki�Hayashi,�and�Hiroyuki�Matsuda：�The�Long-Term�Trends�of�Satoyama�
Capital�Stocks�and�Ecosystem�Services;�Case�Study�in�Mt.�Hakusan�Biosphere�Reserve�and�its�Vicinity,�
in：�Global�Environmental�Research,�16（2）,�189-196,�2012.�（査読有）

林　直樹　（ハヤシ　ナオキ）　准教授
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・�論文（共著）：Naoki�Hayashi,�Eriko�Watanabe,�and�Hiroyuki�Matsuda：�Relationship�between�threatened�
vascular�plants�and�the�human�population�in�Japan,�in：�Journal�of�Ecology�and�Field�Biology,�35（3）,�
331-341,�2012.�（査読有）

・�論考：「過疎集落からはじまる戦略的な構築と撤退」『農村計画学会誌』29（4），418-421，2011年。（依
頼原稿／査読無）

・�論考：「「過疎集落から始まる国土利用の再構築」に関するメモランダム」『都市問題』102（5），68-75，
2011年。（依頼原稿／査読無）

・�論考：「過疎からの「積極的な撤退」検討すべきとき」『WEDGE』12月号，16-18，2010年。（依頼原稿／
査読無）

・�論考：「「積極的な撤退」は過疎集落を守る次善策」『ランドスケープデザイン』73，22-23，2010年。（依
頼原稿／査読無）

・�論考：「進むべきは進み，引くべきは少し引いて確実に守る―「撤退の農村計画」の農山村再生ビジョン」
『ガバナンス』2010年6月号，25-27，2010年（依頼原稿／査読無）
・�論考：「山村は少し引いて確実に守る―「撤退の農村計画」のチャレンジ―」『ワイルドライフ・フォーラ
ム』2010年秋冬号，2-5，2010年。（依頼原稿／査読無）

・�論文（共著）：小橋理代，脇坂しおり，林直樹，坂根直樹，森谷敏夫，永井成美「ダイエット経験が若年
女性の自律神経活動に及ぼす影響」『肥満研究』15（2），179-184，2009年。（査読有）

・�論文（共著）：藤平和俊，大須賀公一，吉岡崇仁，林直樹「制御理論を応用した持続可能な開発のための
教育の方法論とその有効性の確認」『環境教育』18（1），17-28，2008年。（査読有）

・�論考（共著）：林直樹，前川英城，齋藤晋，一ノ瀬友博「人口減少時代の中山間地域」『ランドスケープ研究』
71（4），357-360，2008年。（査読無）

・�論考（共著）：林直樹，齋藤晋，一ノ瀬友博，前川英城「共同研究会「撤退の農村計画」―人口減少時代の
戦略的農村再構築―」『農村計画学会誌』25（4），564-567，2007年。（査読無）

・�論文（共著）：林直樹，齋藤晋，高橋強「京都府農村地域における若年層の人口移動とインフラ整備―
1990年から2000年を中心として―」『農村計画学会誌』24（2），115-122，2005年。（査読有）

・�論文（共著）：林直樹，齋藤晋，高橋強「農村地域における若年・壮年期の人口移動の純移動率」『農村計
画論文集』6，295-300，2004年。（査読有）

・�論文（共著）：飯田耕久，高橋強，林直樹「農産物直売施設による営農意欲向上と地域の活性化効果」『農
村計画論文集』6，211-216，2004年。（査読有）

・�報文（共著）：前川英城，林直樹，高橋強「農村町内会の特徴とその維持に関する考察」『農業土木学会誌』
72（10），27-30，2004年。（査読有）

・�論文（共著）：林直樹，齋藤晋，高橋強「農村地域における若年層男性の人口移動と産業構造」『農村計画
論文集』5，31-36，2003年。（査読有）

・�論文（共著）：林直樹，高橋強「溜池におけるゴミ投棄防止のための「見回り」」『農村計画論文集』4，37-
42，2002年。（査読有）

・�報文（共著）：林直樹，高橋強「溜池管理問題の多変量解析による類型化と対策」『農業土木学会誌』70（6），
39-44，2002年。（査読有）

・�論文（共著）：林直樹，高橋強「ため池における危険イメージに関する基礎的研究」『農村計画論文集』3，
85-90，2001年。（査読有）

・�論文（共著）：林直樹，高橋強「農業用ため池におけるゴミ投棄の要因と対策」『農業土木学会論文集』
212，31-36，2001年。（査読有）

・�論文（共著）：林直樹，高橋強「子供時代の水辺利用認識とため池高度利用の評価」『農村計画論文集』2，
43-48，2000年。（査読有）

  その他 
・�「少し引いて確実に守れ―生活再建型の集落移転」『中国新聞』2013年6月4日。
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・�「国土利用の再構築」『神奈川新聞』2013年5月18日。
・�「集落撤退も選択肢に（論点：人口減少時代のまち）」『毎日新聞』2013年1月13日。
・�「Japan�Revives�a�Sea�Barrier�That�Failed�to�Hold」『The�New�York�Times』2011年11月3日。（コメント
掲載）

・�「被災3県沿岸　人口46%減」『岩手日報』2011年9月26日。（ほか多数掲載：共同通信社）
・�「集落移転の青写真示そう」『朝日新聞（朝刊）』2011年4月15日。
・�「積極的な撤退　検討を」『北日本新聞』2011年2月27日。（ほか多数掲載：共同通信社）
・�「過疎集落「積極的な撤退」で解決を」『朝日新聞（朝刊）』2009年9月24日。
・�「積極的移転の道を追求」『北海道新聞（朝刊）』2008年6月23日。
・�「積極的な撤退視野に」『山陽新聞』2008年4月24日。

  口頭発表・ポスター発表 
・�「秋田県の無居住化集落における生産基盤」会議名：平成28年度農業農村工学会大会講演会（2016年8
月31日，ホテル法華クラブ仙台）（関口達也氏，浅原昭生氏との共同成果として発表）

・�「親の生活を支援するための移住の可能性」会議名：平成27年度農業農村工学会大会講演会（2015年9月，
岡山大学津島キャンパス）

・�「「過疎」の測定と行政サービスのコスト」会議名：平成26年度農業農村工学会大会講演会（2014年8月，
朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター）

・�「農村の持続可能開発：林業の再配置」会議名：2013年日本建築学会大会地球環境部門パネルディスカッ
ション（2013年9月1日，北海道大学）

・�「過疎集落の消滅による防災関連支出の増加」会議名：平成24年度農業農村工学会大会講演会（2012年
9月，北海道大学高等教育推進機構）

・�「撤退の農村計画」会議名：2012年度日本建築学会大会（東海）（2012年9月，名古屋大学東山キャンパス）
・�「国土利用再編による道路維持管理費の削減」会議名：平成23年度農業農村工学会大会講演会（2011年
9月，九州大学箱崎キャンパス）

・�「消滅の危険にさらされている里地里山と二地域居住」会議名：平成22年度農業農村工学会大会講演会
（2010年，神戸大学）
・�「積極的な撤退についての試案」会議名：平成21年度農業農村工学会大会講演会（2009年8月，筑波大
学筑波キャンパス）

・�「次世代に向けた森林の利用に関する意識調査―人々にとっての「身近な森林」―」会議名：環境科学会
2008年会（2008年9月，サピアタワー）（吉岡崇仁氏との共同成果として発表）
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青木　賢人� 403

東江　日出郎� 272

浅井　暁子� 24

浅川　淳司� 317

足立　拓朗� 95

足立　英彦� 168

安部　聡一郎� 126

アベ，デヴィッド・キヨシ� 162

荒木　友希子� 319

安藤　常光� 16

飯島　洋� 49

碇山　洋� 251

池上　貴之� 353

石黒　盛久� 2

石田　道彦� 170

和泉　邦子� 28

市原　あかね� 384

伊藤　悟� 143

伊藤　伸也� 354

稲角　光恵� 172

稲葉　実香� 205

井原　良訓� 444

入江　浩司� 64

岩田　英樹� 409

岩田　礼� 66

岩津　航� 51

岩本　健良� 298

上田　望� 30

上田　長生� 128

鵜澤　剛� 207

宇都宮　純一� 175

宇根　義己� 154

江藤　望� 18

塩谷　雅弘� 273

大井　学� 324

大江　元貴� 93

大貝　葵� 208

大谷　実� 397

大友　信秀� 177

大野　智彦� 386

大村　雅章� 20

岡田　努� 308

岡田　浩� 236

奥田　睦子� 420

小熊　仁� 305

長内　祐樹� 210

小澤　裕香� 300

尾島　恭子� 390

小野　隆太� 21

折川　司� 325

鏡味　治也� 156

覚張　隆史� 429

樫見　由美子� 181

粕谷　雄一� 68

加藤　篤行� 274

加藤　和夫� 70

加藤　峰弘� 252

神谷　浩夫� 145

河合　晃一� 249

河合　隆平� 356

河田　史宝� 327

川幡　佳一� 456

木村　高宏� 242

久保　拓也� 53

久保田　慎二� 139

黒田　智� 99

古泉　達矢� 370

髙　秀成� 212

合田　篤子� 184

小島　治幸� 311

小島　陽介� 214

小林　信介� 130

小林　大祐� 301

小林　宏明� 330

小原　文衛� 55

近藤　明� 73

齊藤　高広� 186

寒河江　雅彦� 380

阪上　るり子� 75

酒寄　淳史� 441

佐川　哲也� 411

櫻井　利夫� 188

佐々木　拓� 12

佐々木　敏彦� 446

佐藤　清和� 280

佐藤　秀一� 432

佐藤　尚平� 372

佐藤　秀樹� 276

佐藤　文彦� 57

佐藤　美樹� 189

佐無田　光� 254

澤田　幹� 282

篠原　秀夫� 331

清水　邦彦� 14

志村　恵� 32

白石　弘幸� 283

秦　小麗� 135

菅原　裕文� 26

杉橋　やよい� 374

杉山　欣也� 34

鈴木　暁世� 59

瀬尾　崇� 278

髙田　茂樹� 36

高橋　涼子� 290

髙山　知明� 76

索　　　引
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●2014 年度

●2013 年度

●2010 年度

●2012 年度

●2011 年度

人びとはなぜ満州へ渡ったのか
：長野県の社会運動と移民

農地管理と村落社会
：社会ネットワーク分析からのアプローチ

自由市場資本主義の再形成と動揺
：現代比較社会経済分析

金沢大学人間社会研究叢書

ホロコースト後のユダヤ人
：約束の土地は何処か

死の島からの旅
：福永武彦と神話・芸術・文学

ビザンツ貴族と皇帝政権
：コムネノス朝支配体制の成立過程

地域戦略と自治体行財政 インド密教の儀礼世界

小林 　信介（経済学経営学系准教授） 吉田　国光（人間科学系准教授）

堀林　巧（経済学経営学系教授）

●2015 年度

虚構の生
：堀辰雄の作品世界
飯島　洋（学校教育系准教授）

野村　真理（経済学経営学系教授） 岩津　航（歴史言語文化学系准教授）

根津　由喜夫（歴史言語文化学系教授）
武田　公子 ( 経済学経営学系教授 ) 森　雅秀（人間科学系教授）

滝口　圭子� 425

滝沢　雄一� 86

武居　渡� 333

竹内　義晴� 38

竹島　貞治� 285

武田　公子� 256

田中　俊之� 101

田邊　俊治� 335

田邊　浩� 292

谷内　通� 314

田村　うらら� 163

辻井　宏之� 439

土屋　明広� 358

寺沢　なお子� 392

土井　妙子� 336

戸川　成弘� 190

轟　亮� 294

鳥居　和代� 360

永井　善之� 192

永江　亘� 216

中島　健二� 260

中島　弘二� 149

中野　涼子� 243

仲正　昌樹� 238

中村　慎一� 103

中村　誠一� 105

中村　正人� 195

長屋　憲慶� 141

名古　道功� 197

西嶋　義憲� 78

西村　聡� 40

西村　茂� 240

西村　秀二� 200

西本　陽一� 158

新田　哲夫� 81

根津　由喜夫� 108

能川　泰治� 110

野村　真理� 112

羽賀　由利子� 218

長谷川　和志� 435

林　紀代美� 406

林　直樹� 460

原田　愛� 62

原田　克巳� 321

ビートン，アンドリュー� 245

東川　浩二� 202

平石　晃樹� 362

平川　英子� 220

平瀬　直樹� 115

平田　透� 287

フォックス，セナン・ジェームズ� 246

深澤　のぞみ� 82

福本　知行� 222

藤井　純夫� 117

藤澤　美恵子� 262

藤谷　かおる� 413

舟橋　秀明� 224

古市　大輔� 119

古畑　徹� 121

弁納　才一� 265

堀内　隆行� 131

堀田　優子� 88

本所　恵� 364

本間　学� 225

前田　隆� 267

正木　響� 269

増田　和実� 415

松田　淑子� 338

松田　洋介� 366

松原　道男� 400

松村　恵里� 165

松本　謙一� 341

眞鍋　知子� 303

丸本　由美子� 227

丸谷　耕太� 377

三浦　要� 4

宮本　誠子� 228

棟居　徳子� 230

村井　淳志� 345

村上　裕� 233

森　雅秀� 6

森島　美佳� 395

守屋　哲治� 84

森山　治� 296

矢口　直道� 452

矢倉　公隆� 458

安永　大地� 89

山形　眞理子� 124

山岸　雅子� 394

山崎　友也� 234

山下　浩� 437

山田　哲� 422

山本　英輔� 10

山本　卓� 43

山本　竜大� 247

山本　一� 45

柳　在圭� 288

結城　正美� 46

横山　剛士� 423

吉田　国光� 152

吉田　泰幸� 137

吉永　匡史� 133

ラントハーゲ，ザビーネ� 91

鷲山　靖� 347

綿引　伴子� 349
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●2014 年度

●2013 年度

●2010 年度

●2012 年度

●2011 年度

人びとはなぜ満州へ渡ったのか
：長野県の社会運動と移民

農地管理と村落社会
：社会ネットワーク分析からのアプローチ

自由市場資本主義の再形成と動揺
：現代比較社会経済分析

金沢大学人間社会研究叢書

ホロコースト後のユダヤ人
：約束の土地は何処か

死の島からの旅
：福永武彦と神話・芸術・文学

ビザンツ貴族と皇帝政権
：コムネノス朝支配体制の成立過程

地域戦略と自治体行財政 インド密教の儀礼世界

小林 　信介（経済学経営学系准教授） 吉田　国光（人間科学系准教授）

堀林　巧（経済学経営学系教授）

●2015 年度

虚構の生
：堀辰雄の作品世界
飯島　洋（学校教育系准教授）

野村　真理（経済学経営学系教授） 岩津　航（歴史言語文化学系准教授）

根津　由喜夫（歴史言語文化学系教授）
武田　公子 ( 経済学経営学系教授 ) 森　雅秀（人間科学系教授）



金沢大学人間社会研究域研究業績集
�

平成29年3月3日　発行

編　集　　金 沢 大 学 人 間 社 会 研 究 域
　　　　　〒920-1192　金沢市角間町

　　　　　電話（076）264-5450

印　刷　　田 中 昭 文 堂 印 刷 株 式 会 社
　　　　　〒920-0377　金沢市打木町東1448番地

　　　　　電話（076）269-7788

�
Published�by

INSTITUTE�OF�HUMAN�AND�SOCIAL�SCIENCES，

KANAZAWA�UNIVERSITY


