
【藤井 美和】
�『ソーシャルワークにおけるスピリチュアリティとは
何か』（訳書・共）／ミネルヴァ書房 2014.12

�『死生学と QOL』（著書・単）／関西学院大学出版会
2015.02

�『輝く子どものいのち－こどもホスピス・癒しと希望』
（著書・共）／いのちのことば社 2015.05

【林 直也】
�「スポーツチームへの愛着が地域愛着や地域コミュニ
ティ活動への参加意欲に及ぼす影響に関する研究」
（論文・単）／『Human Welfare』第 7巻第 1号 pp.59-
69、関西学院大学人間福祉学部研究会 2015.03

�「男子学生を対象とした体力テストと痩身・肥満アン
ケートの相互関係について」（論文・共）／『身体運動
文化論攷』第 14号 pp.75-94、身体運動文化学会関
西支部 2015.03

【市瀬 晶子】
�「第 3章 ソーシャルワークの定義と歴史」空閑浩人
編著『ソーシャルワーク』pp.48-66（著書・共）／ミ
ネルヴァ書房 2015.02

�「第 10章 スピリチュアルペインと創造的弱さ」引土
絵未・木原活信編著『自殺をケアするということ－
「弱さ」へのまなざしからみえるもの』pp.154-166
（著書・共）／ミネルヴァ書房 2015.06
�「大学生の自殺予防教育プログラムに向けた『悩みと
その対処方法』に関する調査－相談することの抵抗感
に着目して－」（論文・共）／『人間福祉学研究』第 7
巻第 1号 pp.115-127、関西学院大学人間福祉学部研
究会 2014.12

�「第 1章 指針となる原則」エドワード・R・カンダ
／レオラ・ディラッド・ファーマン著 木原活信／中
川吉晴／藤井美和監訳『ソーシャルワークにおけるス
ピリチュアリティとは何か－人間の根源性にもとづく
援助の核心』pp.2-42．（翻訳・共）／ミネルヴァ書房
2014.12

【井出 浩】
�『自死と遺族とキリスト教「断罪」から「慰め」へ、
「禁止」から「予防」へ』（著書・共）／新教出版社
2015.06

【池埜 聡】
�「援助関係の軌跡：クライエントとの間にあるもの
⑫ケアマネジメントの援助関係／深遠なるもの」（総
説・共）／『ケアマネジャー 12月号』pp.76-81、中央
法規出版 2014.12

�「マインドフルネスとソーシャルワーク：日本におけ

る社会福祉実践へのマインドフルネス導入の課題」
（論文・単）／『人間福祉学研究』第 7巻第 1号 pp.81
-98、関西学院大学人間福祉学部研究会 2014.12

�「マインドフルネス入門①“さあ始めましょう”」（総
説・単）／『ケアマネジャー』8月号 pp.34-37、中央
法規 2015.08

�「マインドフルネス入門②“ストレス低減のメカニズ
ム”」（総説・単）／『ケアマネジャー』9月号 pp.60-
63、中央法規 2015.09

�「マインドフルネス入門③“うつから身を守るため
に”」（総説・単）／『ケアマネジャー』10月号 pp.60-
63、中央法規 2015.10

�「マインドフルネス入門④“創造性を高める”」（総説
・単）／『ケアマネジャー』11月号 pp.60-63、中央法
規 2015.11

�「論点社会福祉：犯罪被害者の理解とソーシャルワー
クの役割」（総説・単）／『月刊社会福祉』11月号
pp.50-51、全国社会福祉協議会 2015.11

【生田 正幸】
�「高齢者介護サービスの将来像 －サービス崩壊のリ
スクを考える－」（論文・単）／『Human Welfare』第 7
巻第 1号 pp.5-17、関西学院大学人間福祉学部研究
会 2015.03

【今井 小の実】
�「山口県社会事業協会と婦人方面委員－大量登用の背
景の検討－」杉山博昭編著『戦前期における社会事業
の展開－自由と全体性の変遷をめぐって－』pp.160-
189（著書・共）／社会福祉形成史研究会 2015.02

�「大阪社会事業連盟と救貧法制の行方－研究部の活動
に焦点をあてて－」（論文・単）／『人間福祉学研究』
第 7巻第 1号 pp.99-113、関西学院大学人間福祉学
部研究会 2014.12

【石川 久展】
�『社会福祉士相談援助演習』（著書・共）／中央法規出
版 2015.02

�『相談援助演習教員テキスト第 2版』（著書・共）／中
央法規出版 2015.08

�「ハワイ州における日系高齢者の長期ケアの現状と課
題」（論文・単）／『老年社会科学』第 36巻第 4号
pp.446-454、日本老年社会科学会 2015.01

�「ハワイ州オアフ島における日系高齢者に対する支援
や長期ケアの現状と課題－NPO 法人若葉ネットワー
クの活動を通して－」（論文・単）／『Human Welfare』
第 7巻第 1号 pp.35-46、関西学院大学人間福祉学部
研究会 2015.03

�「日韓における高齢者保健福祉専門職の離転職の関連

教員の著書・論文（ABC 順）
（2014. 12～2015. 11）
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要因に関する研究」（論文・単）／『地域ケアリング』
第 17巻第 13号 pp.68-71、北隆館 2015.11

【甲斐 知彦】
�「キャンプリーダーの視点から見た就業体験が学生に
及ぼす影響－キッザニア甲子園での就業体験から得ら
れたもの－」（論文・共）／『身体運動文化論攷』第 14
巻 pp.29-39、身体運動文化学会関西支部 2015.03

【河鰭 一彦】
�「男子学生を対象とした体力テストと痩身・肥満アン
ケートの相互関係について」（論文・共）／『身体運動
文化論攷』第 14号 pp.75-94、身体運動文化学会関
西支部 2015.03

【川村 暁雄】
�『これからの社会的企業に求められるものは何か：カ
リスマからパートナーシップへ』（著書・共）／ミネル
ヴァ書房 2015.04

【風間 朋子】
�『精神障害者の経済的支援ガイドブック 事例と Q&
A から理解する支援の意義と実務』（著書・共）／中
央法規出版 2015.06

�『精神保健福祉士国家試験模擬問題集 2016』（その他
・共）／中央法規出版 2015.07

�『平成 27年度精神保健福祉士国家試験全国統一模擬試
験作問』（その他・共）／日本社会福祉士養成校協会
日本精神保健福祉士養成校協会 2015.11

【小西 加保留】
�「市民主体の地域啓発活動の検証」（論文・共）／『エイ
ズ学会誌』第 17巻第 3号 pp.159-166、日本エイズ
学会 2015.08

�「2014年度学界回顧と展望 保健医療分野」（論文・
単）／『社会福祉学』第 56巻第 3号 pp.216-226、日
本社会福祉学会 2015.11

【小西 砂千夫】
�「地方財政制度の歴史的展開（21）地方共同金融機関
の構想と展開（下）」（論文・単）／地方財務 2014.12

�「まち・ひと・しごと創生推進における地方税財政の
課題とその注目点」（論文・単）／地方財務 2014.12

�「地域づくりのうねりと自治の揺らぎ－平成の四半世
紀を振り返る」（論文・単）／椎川忍『知られざる日本
の地域力－平成の世間師たちが語る見知らん五つ星』
今井印刷 2014.12

�「2015年度はぼちぼち、正念場は 2016年度」（論文・
単）／地方財務 2015.01

�「地方財政制度の歴史的展開（22）地方財政制度の形
成における災害復旧財政の意味合い（上）」（論文・
単）／地方財務 2015.01

�「デトロイト市の財政再建計画－債券・年金削減、痛

み大きく」（論文・共）／日本経済新聞（経済教室）
2015.01

�「地方財政制度の歴史的展開（23）地方財政制度の形
成における災害復旧財政の意味合い（下）」（論文・
単）／地方財務 2015.02

�「平成 27年度地方財政対策－その概要と背景」（論文
・単）／地方財務 2015.02

�「地方財政再建促進特別措置法と自治体財政健全化法」
（論文・単）／経済学論究（関西学院大学）2015.03
�「地方財政制度の歴史的展開（24）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（1）」（論文・単）／地方財務
2015.03

�「平成 27年度の社会保障改革と地方財政 －消費税率
引き上げ見送りの影響」（論文・単）／今後の社会保障
制度改革に対応した地方行財政制度のあり方に関する
調査研究（地方自治研究機構）2015.03

�「地方財政制度の歴史的展開（25）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（2）」（論文・単）／地方財務
2015.04

�「地方公営企業における適用範囲と独立採算の考え方
－制度改正の経緯と今後の方向性」（論文・単）／地方
財務 2015.04

�「地方公営企業をめぐる環境変化と今後のあり方」（論
文・単）／公営企業 2015.04

�「地方財政制度の歴史的展開（26）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（3）」（論文・単）／地方財務
2015.05

�「平成 27年度税制改正における地方税改革の課題」
（論文・単）／税研 2015.05
�「地方財政制度の歴史的展開（27）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（4）」（論文・単）／地方財務
2015.06

�「南相馬市のいま（その 10 2015年 5月）－震災後 5年
を迎え復興はまだら模様」（論文・単）／地方財務
2015.07

�「地方創生で追い風のなかでのふるさと納税」（論文・
単）／地方財務 2015.07

�「基本方針 2015を読み解く－地方財政にかかる重要事
項を中心に」（論文・単）／地方財務 2015.08

�「地方財政制度の歴史的展開（28）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（5）」（論文・単）／地方財務
2015.08

�「地方財政制度の歴史的展開（29）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（6）」（論文・単）／地方財務
2015.09

�「地方財政制度の歴史的展開（30）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（7）」（論文・単）／地方財務
2015.10

�「仮試算 2016と地方財政に関する諸課題」（論文・単）
／地方財務 2015.10

�「中期的な地方財政の動向と政策課題」（論文・単）／
アカデミア（市町村アカデミー）、115号 2015.10

�「平成 26年度地方公営企業会計決算－地方公営企業会
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計の会計基準の見直しの影響」（論文・単）／地方財務
2015.11

�「地方財政制度の歴史的展開（31）地方交付税の算定
の考え方とその変遷（8）」（論文・単）／地方財務
2015.11

�「人口減少下の自治体経営 広域自治体と基礎自治体
の関係の変化－奈良モデルを具体例として」（論文・
単）／21世紀ひょうご 2015.11

�『2015年度地方財政対策、臨財債解消への一歩』（評
論・単）／i-jamp（オピニオン）2015.01

�『経常収支比率再考』（評論・単）／自治日報 2015.03
�『復興財源の地元負担をめぐって』（評論・単）／i-
jamp（オピニオン）2015.04

�『それでも地方分権は進んでいる』（評論・単）／i-
jamp（オピニオン）2015.04

�『総額確保と改革課題』（評論・単）／自治日報
2015.07

�『骨太方針 2015の決着と地方財政の今後』（評論・単）
／i-jamp（オピニオン）2015.07

�『仮試算 2016と当面の地方財政運営』（評論・単）／i-
jamp（オピニオン）2015.09

�『地方公営企業の会計基準の改定と経営健全性の判断』
（評論・単）／i-jamp（オピニオン）2015.10
�『人口減少社会の行政体制』（評論・単）／自治日報
2015.11

【牧里 毎治】
�「福祉計画と住民参加」（論文・単）／市川一宏他編
『福祉行財政と福祉計画』pp.157-169、ミネルヴァ書
房 2015.03

�『これからの社会的企業に求められるものは何か』（監
修・共）／ミネルヴァ書房 2015.04

�日本地域福祉学会東日本大震災復興支援・研究委員会
編『東日本大震災と地域福祉』（監修・共）／中央法規
出版 2015.07

【松岡 克尚】
�『障害者（身体障害）とその家族への相談援助演習』
（著書・共）／『社会福祉士相談援助演習』 pp.330-
335、中央法規出版 2015.02

�「大学教職員と発達障害学生－合理的配慮提供に向け
て教職員に求められる理解と支援」（論文・共）／『関
西学院大学高等教育研究』第 5号 pp.25-39、関西学
院大学教務機構高等教育推進センター 2015.03

�「支援内容決定プロセスにおける障害学生の関わり」
（報告書・共）／『日本聴覚障害学生高等教育支援ネッ
トワーク事業「東海地区障害学生支援担当教職員研修
会当日資料・報告書」』pp.49-51 & pp.61-64、筑波技
術大学 PEPNET-JAPAN 2015.07

【嶺重 淑】
�「ルカ福音書 5章 12節～6章 11節の資料－弱小一致
とマルコの改訂版をめぐって」（論文・単）／『関西学

院大学キリスト教と文化研究』16号 pp.1-15、
2015.03

�「降誕物語を読む（五）」（論文・単）／『キリスト教文
化』 2015 年春号 pp. 145-158、かんよう出版
2015.04

�「降誕物語を読む（六）」（論文・単）／『キリスト教文
化』 2015 年秋号 pp. 162-175、かんよう出版
2015.10

�「解説：狭山事件について」（解説文・単）／『KG 人権
ブックレット』No.21 pp.29-30、関西学院大学人権教
育研究室 2015.03

【村上 陽子】
�「新文法 第 16章 人称代名詞 同一指示 待遇表現
形式」（翻訳・要約・単）／『Lingüística Hispánica An-
exo 6』別冊 6号 pp.247-267、関西スペイン語学研究
会 2015.03

【室田 保夫】
�『三代の社会事業史』（著書・共編）／博愛社 2015.04
�「山室軍平と京都－同志社時代を中心に」（論文・単）
／『部落史連続講座講演録』pp.73-88、京都部落問題
資料センター 2015.03

【中野 陽子】
�「Second Language Sentence Processing : Psycholinguistic
and Neurobiological Research Paradigms」（著書・共）／
『Methods in Bilingual Reading Comprehension Research,
The Bilingual Mind and Brain Book Series 1』pp.231-
263 Splinger 2015.10

�「Morphological Processing of Past-Tense Forms of Japa-
nese Consonant-Stem and Vowel-Stem Verbs」（論文・
共）／『信学技報』115巻 176号 pp.31-36、電子情報
通信学会 2015.08

�「現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）のコア
・データに基づく関係節付加曖昧名詞句と先行文脈内
の結束連鎖の分析」（論文・単）／『第 8回コーパス日
本語学ワークショップ予稿集』pp.265-272、国立国語
研究所 2015.09

【大和 三重】
�「介護は現代社会にとって最も重要な課題である」（論
文・単）／『老年社会科学』第 37巻第 1号 pp.42-47、
日本老年社会科学会 2015.04

�「日本における高齢者福祉政策の現状と今後の課題」
（シンポジウム記録・単）／『教育医学』第 61巻第 1号
pp.53-56、日本教育医学会 2015.08

【才村 純】
�『子ども虐待の予防とケアのすべて（追録第 23号）』
（著書・共）／第一法規 2015.01
�『子どもの保健（第 5版）』（著書・共）／診断と治療社
2015.01
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�『新・社会福祉士養成講座 15第 4版－児童や家庭に対
する支援と児童・家庭福祉制度』（著書・共）／中央法
規 2015.02

�『社会学習双書 2015－児童や家庭に対する支援と児童
・家庭福祉制度』（著書・共）／全国社会福祉協議会
2015.02

�『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
（MINERVA 社会福祉士養成テキストブック）』（著書
・共）／ミネルヴァ書房 2015.04

�『保育士養成講座第 10巻 家庭支援論（改訂 2版）』
（著書・共）／全国社会福祉協議会 2015.04
�『新 保育士養成講座第 3巻 児童家庭福祉（改訂 2
版第 1刷）』（著書・共）／全国社会福祉協議会
2015.04

�『子ども虐待の予防とケアのすべて（追録第 24号）』
（著書・共）／第一法規 2015.07

【坂口 幸弘】
�「Changes experienced by and the future values of be-
reaved family members determined using narratives from
bereavement life review therapy」（論文・共）／『Pallia-
tive and Supportive Care』13（1）pp.59-65、Cambridge
University Press 2015.02

�「喪失の悲しみとともに生きるために」（論文・単）／
『プレジデントムック「「終活」完全ガイド－葬儀 お
墓 相続 最新事情」』pp.12-17、プレジデント社
2015.03

�「Effectiveness of professional training in bereavement
care : Survey of Japanese pediatricians supporting fami-
lies who have lost a child」（論文・共）／『Pediatrics In-
ternational』57（4）pp.699-705、Japan Pediatric Society
2015.08

�「グリーフワーク」（事典・単）／比較家族史学会（編）
『現代家族ペディア』弘文堂 pp.249-250、2015.11

【佐藤 洋】
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