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【Els-Marie Anbäcken】
■ 『Older people in an international local context; 
The cases of Sweden and Japan』（著書・共）/
Vårdalstiftelsen  Stockholm, Sweden　2008.12  

■  『Garnisonen - ett steg på väg Om starten av ett 
korttidsboende för äldre personer på väg hem från 
sjukhus. （Garnisonen- a step ahead. On the launch 
of a short term living for older persons heading for 
home after hospital stay） Rapport om de första årens 
verksamhet på Garnisonens vårdboende i   Linköping 
（Report from the first years of work at Garnisonen 
care living in Linköping）』（著書・共）／ FoU center 
for research and development in social work,　
Linköping　2009.07

■  「Existential issues in later-life care， a Swedish case 
study」（ 論 文・ 単 ）/『Kwansei Gakuin University 
Social Sciences Review』Vol.13 pp.63-99、関西学院大
学　2009.02

【Eucharia Donnery】 
■ 「Needs Analysis for the Construction of the English 
Curriculum for the School of Human Welfare Studies: 
A Preliminary Study」（ 論 文・ 共 ）/『Human 
Welfare』創刊号 pp.33-68、関西学院大学人間福祉学部
研究会　2009.03

■ 「Testing the Waters: Drama in the Japanese University 
EFL Classroom」/『Scenario Online Journal』Vol. 5 
2009.01

【藤井　美和】 
■ 『増補改訂版　たましいのケア：病む人のかたわらに』
pp.115-209（著書・共）/いのちのことば社　2009.04

■ 『キリスト教平和学事典』（著書・共）/教文館　2009.09

【福居　誠二】 
■ 「ネパール文化交流旅行報告」：『せいわのセーワ５号』
pp.29-34（編著・共）/聖和大学人文学部国際共働研究
室　2009.03

■ 「ネパール文化交流旅行に兆す変化―2007年春ネパール
調査旅行とその後―」（論文・単）/『聖和大学論集』
36巻 B号 pp.287-297、聖和大学　2008.12

【Joan Elizabeth Gilbert】 
■ 「Needs Analysis for the Construction of the English 
Curriculum for the School of Human Welfare Studies: 
A Preliminary Study」（ 論 文・ 共 ）/『Human 
Welfare』創刊号 pp.33-68、関西学院大学人間福祉学部
研究会　2009.03

【井出　　浩】 
■ 『子どもの心の診療入門』（著書・共）/ 中山書店　
2009.09

【池埜　　聡】 
■ 「高齢化する在米被爆者の実態調査：被爆による身体的、
心理的、社会的影響の包括的理解と政策及び研究課題」
（論文・共）/『人間福祉学研究』第２号 pp.72-86、関西
学院大学人間福祉学部研究会

【生田　正幸】
■ 『新・社会福祉士養成講座８　相談援助の理論と方法Ⅱ』
（著書・共）/中央法規　2009.03

■ 「社会的起業への期待と課題」（論文・単）/『いきいきチャ
レンジ！』第47号 pp.4-5、福祉医療機構　2009.09

■ 「シリーズ　情報の使い方、活かし方、考え方（全12回）」
（論文・単）/『介護ビジョン』2008年12月号 -2009年４
月号、日本医療企画

【今井　小の実】
■ 「女性の社会進出と社会事業の専門職化―アメリカの
“ソーシャルワーク”の誕生を通して―」（論文・単）
/『評論・社会科学』第87号 pp.29-50、同志社大学社会
学会　2009.01

■ 「方面委員制度とストラスブルク制度―なぜエル
バーフェルトだったのか―」（論文・単）/『Human 
Welfare』創刊号 pp.5-18、関西学院大学人間福祉学部
研究会　2009.03

■ 「先輩からの助言（第七回）小倉襄二先生」（インタビュー）
/『社会事業史研究』第36号 pp.159-173、社会事業史学
会　2009.03

【石川　久展】
■ 『新社会福祉援助の共通基盤（下）第２版』（著書・共）
/中央法規　2009.03

■ 『「地域生活の質」に基づく高齢者ケアの推進』（著書・共）
/有斐閣　2009.03

■ 『相談援助演習教員テキスト』（著書・共）/中央法規　
2009.08

■ 『社会福祉士　相談援助演習』（編著・共）/中央法規　
2009.09

■ 『社会福祉士国家試験模擬問題集〈2010〉』（著書・共）
/中央法規　2009.01

■ 「閉じこもり高齢者への傾聴ボランティア活動に対する
利用者評価」（論文・共）/『明治学院大学社会学部付
属研究所年報』39号 pp.85-96、明治学院大学社会学部付
属属研究室　2009.03

■ 「高年者のソーシャルネットワークの特徴と生活満足度
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との関連に関する研究」（論文・共）/『人間福祉学研
究』２号 pp.49-60、関西学院大学人間福祉学部研究会　
2009.11

【神野　直彦】 
■ 『租税の財政社会学』（編著・共）/ 税務経理協会　
2009.01

■ 「お金でかえないもの　農業で故郷の存続を」（論文・単）
/『日本農業新聞』１面、2009.10

■ 「教育を盆栽型から栽培型へ」（論文・単）/『週刊東洋経済』
６月20日号 p.9、東洋経済新報社　2009.06

■ 「今こそ税源配分の見直しを」（論文・単）/『税務経理』
8939号・合併号、時事通信社　2009.08

■ 「論点を見失うな」（論文・単）/『週刊東洋経済』9月5
日号 p.9、東洋経済新報社　2009.09

■ 「国と地方　成長優先から生活重視へ　豊かさをもたら
す地方分権」（論文・単）/『週刊エコノミスト』９月
15日特大号、毎日新聞社　2009.09

■ 「生命を大切にする税制」（論文・単）/『税務経理』第
8953号、時事通信社　2009.10

■ 「他者の幸福が自己の幸福となる社会」（論文・単）/『週
刊東洋経済』11月14日号 p.9、東洋経済新報社　2009.11.

■ 「産業構造の転換に対応した改革を」（論文・単）/『税
務経理』第8966号、時事通信社　2009.12

■ 「危機克服への戦略」（論文・単）/『日本経済政策学会発表』
2009.04

■ 「地方分権改革を総括する」（論文・単）/『日本自治学
会発表』2009.11

【甲斐　知彦】 
■ 「指導補助員とリスクマネジメントに関する研究―自然
学校指導者の「ヒヤリハット事例」における原因認知
について―」（論文・共）/『平成19・20年度兵庫県立
南但馬自然学校研究紀要』pp.1-14　2009.03

【川村　暁雄】 
■ 「人権と世界平和」：池尾靖士編著『平和学をつくる』
pp.201-222（著書・共）/晃洋書房　2009.06

■ 「世界の不均等な構造と社会発展」：池尾靖士編著『平
和学をつくる』pp.153-174（著書・共）/ 晃洋書房　
2009.06

■ 「人権と開発・発展」：君島東彦編『平和学を学ぶ人のた
めに』pp.54-72（著書・共）/世界思想社　2009.07

【川島　惠美】 
■ 『多人数講義における双方向的授業の工夫―旗揚げ式と
クリッカー方式の実践例―』（著書・共）/関西学院大
学総合教育研究室　2009.03

■ 「社会福祉対人援助技法にかかる映像教材のデジタル化
による高度活用の研究」（研究報告・共）/『情報科学研究』
第23号 pp.24-28、関西学院大学情報メディア教育セン
ター　2009.03

【小西　加保留】 
■ 『改訂　保健医療ソーシャルワーク実践１・２・３』（編

著・共）/中央法規　2009.09・2009.11
■ 「介護を要する感染者を地域で支える―医療・保健・福
祉をつなぐ視点と“ツボ”をさぐる―」（論文・共）/『日
本エイズ学会誌』11巻２号 pp.126-130、日本エイズ学会
　2009.05

【小西　砂千夫】 
■ 「地方財政のマクロフレーム―地方財政制度運営の年
間スケジュール」（論文・単）/『自治フォーラム』　
2009.04-2009.05

■ 「地方財政のマクロフレーム―地方交付税の総額決定方
式」（論文・単）/『自治フォーラム』　2009.06-2009.07

■ 「地方財政のマクロフレーム―地方財政計画と基準財政
需要額との関係」（論文・単）/『自治フォーラム』　
2009.08-2009.10

■ 「地方財政のマクロフレーム―地方財政計画における歳
出・歳入の関係と地方債の償還確実性」（論文・単）/『自
治フォーラム』　2009.11

■ 「公会計制度改革の意義―現場の感覚を数字で置き換え
る技を磨け」（論文・単）/『自治フォーラム』　2009.02

■ 「中札内村における平成の大合併と今後」（論文・単）
/山本栄一『むらの魅力の経済学：北海道の代表的風景
　中札内村の研究』日本評論社　2009.05

■ 「平成21年度地方財政計画と自治体財政運営への影響」
（論文・単）/『地方議会人』　2009.04

■ 「自治体財政健全化法の本格施行と議会の役割」（論文・
単）/『議長会報』　2009.03

■ 「格差拡大から是正に転じた平成21年度地財対策」（論文・
単）/『地方財務』　2009.02

■ 「公会計改革と財務4表の位置づけ：財政担当者に求め
られる公会計への感覚」（論文・単）/『地方財務』　
2008.12-2009.04

■ 「国の「格差縮小策」は自治体の最後のチャンス？」（論
文・単）/『週刊エコノミスト』　2009.02

■ 「自治体の財政健全化と地域金融機関」（論文・単）/『地
銀協月報』　2009.07

■ 「地方財政制度の根本を支える３つの要素」（論文・単）
/『地方財政』　2009.08

■ 「総選挙後の分権改革」（論文・単）/『自治日報』　
2009.08

■ 「自治体の財政健全化と健全化法制・公会計改革の関係」
（論文・単）/『市政（全国市長会）』　2009.09

【牧里　毎治】 
■ 『児童福祉の地域ネットワーク』（編著・共）/相川書房
　2009.06

■ 「福祉コミュニティビジネスと企業の社会貢献」：社会
福祉士養成講座編集委員会編『地域福祉の理論と方法』
pp.111-116（著書・共）/中央法規出版　2009.03

■ 「地域福祉の理念」「地域福祉の概念」：全社協社会福祉
学習双書編集委員会編『地域福祉論』pp.18-37（著書・共）
/全社協　2009.03

■ 「社会福祉実践を支える資源開発の方法」（論文・単）/『社
会福祉研究』105号 pp.66-74、鉄道弘済会　2009.07
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■ 「新しい福祉とは何か…コミュニティ・ビジネスと地域
福祉を考える」（論文・単）/『建築と社会』2009年４
月号 pp.12-13、日本建築協会　2009.04

■ 「地域福祉の役割」（論文・単）/『NHK社会福祉セミナー』
2009年８-11月号、日本放送出版協会　2009.08

【松岡　克尚】 
■ 「相談援助における社会資源、ネットワーキング」：社会
福祉学習双書編集委員会編『社会福祉学習双書2009社
会福祉援助技術論Ⅱ』pp.227-250（著書・共）/全国社
会福祉協議会　2009.03

■ 「精神保健福祉士の専門性」：日本精神保健福祉士養成校
協会編『新・精神保健福祉士養成講座　精神保健福祉論』
pp.216-222（著書・共）/中央法規　2009.02

■ 「障害者（身体障害）とその家族への相談援助演習」：白
澤政和ほか編『社会福祉士相談援助演習』pp.276-281（著
書・共）/中央法規　2009.09

■ 「障害者のアゴンに関する社会文化的考察―『障害者ア
ゴン』類型化の試み」（報告書・単）/ノーマライゼイショ
ン社会構築に向けた地域保健福祉アミューズメント資
料のアーカイブ化及びコンテンツに関する研究『2009
年度 RARC 福祉プロジェクト報告書』pp.107-118、立
教大学アミューズ　2009.03

【嶺重　　淑】 
■ 『聖書の人間像―人類の古典に学ぶ』（著書・単）/キリ
スト新聞社　2009.03

■ 『キリスト教平和学事典』（編著・共）/教文館　2009.09
■ 「大宴会の譬え―ルカ14:15-24の釈義的考察」（論文・
単）/『関西学院大学キリスト教と文化研究』第10号 
pp.23-34、関西学院大学キリスト教と文化研究センター
2009.03

■ 「ルカ福音書と山上の説教の註解書」（論文・単）/『説
教黙想アレテイア：説教者のための聖書注解書ガイ
ド』特別増刊号 pp.56-61、日本キリスト教団出版局　
2009.06

【室田　保夫】 
■ 『東アジアにおける公益思想の変容―近世から近代へ』
（著書・共）/日本経済評論社　2009.03

■ 『子どもの人権問題資料集成　戦前編　第１巻～第３巻』
（編著・共）/不二出版　2009.06

■ 『キリスト教平和学事典』（著書・共）/教文館　2009.09
■ 『「小橋勝之助日誌」（三）―「天路歴程」』（資料紹介・共）
/『Human Welfare』創刊号 pp.131-144、関西学院大学
人間福祉学部研究会　2009.03

■ 「近代日本の社会事業雑誌」（論文・単）/『キリスト教
社会問題研究』57号 pp.1-37、同志社大学人文科学研究
所　2008.12

■ 「岩橋武夫研究覚書―その歩みを業績を中心に」（論文・
単）/『関西学院大学人権研究』13号 pp.27-45、関西学
院大学人権教育研究室　2009.03

【中塘　二三生】 

■ 「ダイエット行動における自己評価法の検討―「自己採
点式ダイエット」の開発―」（レフェリー付論文・共）/『大
阪体育学研究』47巻 pp.11-18、大阪体育学会　2009.03

■ 「認知症高齢者の夜間睡眠に対する光療法の効果」
（レフェリー付論文・共）/『医学と生物学』153巻 
pp.256-261、緒方医学化学研究所　2009.07

■ 「テニス選手のBMI と体脂肪率」（雑誌記事・共）／『テ
ニスマガジン』11号 pp.35、ベースボール・マガジン　
2009.11

■ 「テニスと体重：体重コントロールの目安を知る」（雑誌
記事・共）/『テニスマガジン』10号 pp.39、ベースボー
ル・マガジン　2009.11

■ 「肥満と健康について」（雑誌記事・単）/『JAL グルー
プ機内誌スカイワード』10号 pp.43、2009.1

【中野　陽子】 
■ 「Needs Analysis for the Construction of the English 
Curriculum for the School of Human Welfare Studies: 
A Preliminary Study」（論文・共）/『Human Welfare』
創刊号 pp.33-68、関西学院大学人間福祉学部研究会　
2009.03

■ 「The influence of proficiency levels on resolving 
ambiguous relative-clause attachments in German as 
a second language」（論文・単）/『言語と文化』12号 
pp.55-69、関西学院大学言語教育研究センター　2009.02

■ 科学研究費補助金研究成果報告書『日本語のかき混ぜ構
文における項とヘッドの依存関係の成立』（著書・単）
2009.05

【中島　尚美】 
■ 『MINERVA 社会福祉養成テキストブック13　児童や
家庭に対する支援と子ども家庭福祉制度』（著書・共）
/ミネルヴァ書房　2009.08

■ 『育ちゆく子ども―子育てシリーズ③―　「おねしょ」を
とおして豊かなふれあい２』（著書・共）/神戸市総合
児童センター・神戸市母子交流研究会　2009.11

【才村　　純】 
■ 『図表でわかる子ども虐待―保育・教育・教養の現場で
活かすために』（著書・単）/明石書店　2008.12

■ 『児童福祉論：新・社会福祉士養成講座』（著書・共）
/中央法規　2009.03

■ 『子ども家庭福祉の新展開：保育・教育ネオシリーズ６』
（著書・共）/同文書院　2009.03

■ 『児童家庭福祉論：社会福祉学習双書2009』（著書・共）
/社会福祉法人全国社会福祉協議会　2009.03

■ 『児童や家庭に対する支援と子ども家庭福祉制度』（著書・
共）/ミネルヴァ書房　2009.08

■ 『子ども家庭福祉とソーシャルワーク：社会福祉基礎シ
リーズ⑥』（編著・共）/有斐閣　2009.02

■ 改訂保育士養成講座編纂委員会編『児童福祉：改訂4版
保育士要請講座』pp.93-170（編著・共）/全国社会福祉
協議会　2009.03

■ 『子育て支援の新たな職能を学ぶ』（著書・共）/ミネル
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ヴァ書房　2009.05
■ 『子ども虐待の予防とケアのすべて（追録式）』（編著・共）
/第一法規　2009.10

■ 『子ども虐待の予防とケアのすべて（追録式）』（編著・共）
/第一法規　2009.07

■ 「子ども家庭福祉の理念と課題」（論文・単）/『育療』
44号 pp.35-37、日本育療学会　2009.03

■ 「法改正に伴う児童相談所の現状と課題」（論文・単）/『子
どもの虐待とネグレクト』Vol.11No.1 pp.26-33、日本子
ども虐待防止学会　2009.04

■ 「保護者援助ガイドラインおよび家庭復帰適否判断の
ためのチェックリストの有用性に関する実証的研究」
（論文・共）/『日本子ども家庭総合研究所紀要』45集 
pp.195-234、社会福祉法人恩賜財団日本子ども家庭総合
研究所　2009.03

【坂口　幸弘】 
■ 「子どもの死と遺族へのグリーフケア」（論文・共）/『育
療』42号 pp.28-32、日本育療学会　2009.02

【芝野　松次郎】 
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