
【陳 礼美】
�「洋書掘り出しコーナー」（書評・単）／『ソーシャルワ
ーク研究』Vol.42 No.3 pp.65-69、相川書房 2016.10

【藤井 美和】
�「Expressions of identity and self in daily life at a group
home for older persons with dementia in Japan」（論文・
共）／『Care Management Journals Special Issue“Eth-
nocultutal contextualization of dementia care”』20（4）
pp.64-78、Springer Publishing Co. 2015.12

�「リプライ 死生学と QOL」（論文・単）／『人間福祉
学研究』8（1）pp.124-126、関西学院大学人間福祉学
部研究会 2015.12

�「書評りぷらい 死生学と QOL」（論文・単）／『社会
福祉学』57（1）pp.141-143、日本社会福祉学会
2016.05

【福居 誠二】
�『英語で学ぶ福祉と社会』（著書・共）／朝日出版社
2016.01

【橋川 健祐】
�「過疎地域の再生における労働統合型社会的企業の有
効性に関する研究 －A 町 C 事業所の事例を通して
－」（論文・単）／『Human Welfare』第 8巻第 1号
pp.93-106、関西学院大学人間福祉学部研究会
2016.03

【Ayed Hasian】
�『English Beams : Essential Skills for Talking and Writ-
ing』（著書・共）／金星堂 2015.12

�『英語で学ぶ福祉と社会』（著書・共）／朝日出版社
2016.01

【林 直也】
�「大学生を対象とした体格願望に影響を及ぼす要因に
関する研究」（論文・共）／『身体運動文化論攷』第 15
号 pp.43-64、身体運動文化学会関西支部 2016.03

�「スポーツチームへのアイデンティティと地域愛着と
の関係に関する研究－アマチュアスポーツの試合観戦
者に着目して－」（論文・単）／『Human Welfare』第 8
巻第 1号 pp.47-60、関西学院大学人間福祉学部研究
会 2016.03

【林 裕】
�「紛争影響下における地方の自己統治－平和構築とア
フガニスタン・カブール州北方郡部の農村社会－」
（論文・単）／東京大学大学院新領域創成科学研究科
2016.03

�「紛争影響下の農村生活の在り様：アフガニスタンに
おける外部者と内部者の視点から」（論文・単）／『東
洋研究』第 198号 pp.1-37、大東文化大学東洋研究
所 2015.12

【市瀬 晶子】
�「大学生の「悩みとその対処方法」に関するアンケー
ト調査とその結果－自殺予防のための方策を探る－」
（論文・共）／『人間福祉学研究』第 8巻第 1号
pp.103-118、関西学院大学人間福祉学部研究会
2015.12

�「エピソード記述の可能性の検討－「他者と共に生きる
枠組み」を切り開くパラダイムとして－」（その他・
単）／『社会福祉教育・研究における「エピソード記
述」の展開』pp.13-16、同志社大学社会福祉教育・研
究支援センター 2016.02

【池埜 聡】
�「マインドフルネスと援助関係」貝谷久宜・熊野宏昭
・越川房子（編著）『マインドフルネス：基礎と実践』
pp.115-128（著書・単）／日本評論社 2016.01

�「マインドフルネス入門 ⑤“痛みを和らげる”」（総
説・単）／『ケアマネジャー』12月号 pp.60-63、中央
法規出版 2015.12

�「マインドフルネス入門 ⑥“怒りを静める”」（総説
・単）／『ケアマネジャー』1月号 pp.60-63、中央法
規出版 2016.01

�「マインドフルネス入門 ⑦“援助関係の深化①共感
力を高める”」（総説・単）／『ケアマネジャー』2月号
pp.60-63、中央法規出版 2016.02

�「マインドフルネス入門 ⑧“援助関係の深化②コン
パッション 慈しみの覚醒”」（総説・単）／『ケアマネ
ジャー』3月号 pp.60-63、中央法規出版 2016.03

�「マインドフルネス入門 ⑨“脳を整え、注意力を高
める”」（総説・単）／『ケアマネジャー』4月号 pp.60
-63、中央法規出版 2016.04

�「マインドフルネス入門 ⑩“認知症とマインドフル
ネス①本人とともに今を生きる”」（総説・単）／『ケア
マネジャー』5月号 pp.60-63、中央法規出版
2016.05

�「マインドフルネス入門 ⑪“認知症とマインドフル
ネス②家族を支える”」（総説・単）／『ケアマネジャ
ー』6月号 pp.60-63、中央法規出版 2016.06

�「マインドフルネス入門 ⑫“マインドフルネスを続
けていくために”」（総説・単）／『ケアマネジャー』7
月号 pp.60-63、中央法規出版 2016.07

【生田 正幸】
�「サービス提供記録から見た小山剛の取り組み」荻野

教員の著書・論文（ABC 順）
（2015. 12～2016. 11）
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浩基編集・社会福祉法人長岡福祉協会編集協力『小山
剛の拓いた社会福祉』pp.73-88 （著書・共）／中央法
規 2016.03

【今井 小の実】
�「ケアの社会化・ジェンダー平等化と福祉国家：スウ
ェーデンの歴史から何を学ぶか」（論文・単）／『季刊
社会保障研究』51-3・4 pp.302-317、国立社会保障・
人口問題研究所 2016.02

�「大大阪記念博覧会と小橋実之助日誌－対象 14年 1月
～3月の日誌翻刻を通して－」（論文・単）／『大阪
「博愛社」の研究－125年の歴史検証（3）（平成 25年
度～平成 27年度科学研究費補助金（基盤研究（C））
研究成果報告書）』pp.5-16、2016.03

�「2015年度学界回顧と展望 歴史部門」（論文・単）／
『社会福祉学』第 57巻 3号 pp.103-116、日本社会福祉
学会 2016.11

【甲斐 知彦】
�「テーマパークでの就業体験を利用した体験教育の試
み～Kidzania 就業体験と野外教育の融合～」（論文・
共）／『キャンプ研究』19巻 pp.13-19、日本キャンプ
協会 2016.02

�「キャンプ白書 2016（Report of Camp in Japan 2016）」
（報告書・共）／日本キャンプ協会 2016.10

【河鰭 一彦】
�「大学生を対象とした体格願望に影響を及ぼす要因に
関する研究」（論文・共）／『身体運動文化論攷』第 15
号 pp.43-64、身体運動文化学会関西支部 2016.03

【川﨑 眞理子】
�『English Beams』（教科書・共）／金星堂 2016.01
�「The Effect of Shadowing on the Subvocal Rehearsal in
L2 Reading : A Behavioral Experiment for Japansese
EFL Learners」（論文・共）／『Language Education &
Technology』第 52号 pp.163-178、外国語教育メディ
ア学会（LET）2016.03

【川島 惠美】
�「初年次実践教育の方法に関する研究－千刈合宿を通
した学びの検証－」（論文・共）／『関西学院大学高等
教育研究』第 6号 pp.1-16、関西学院大学教務機構
高等教育推進センター 2016.03

【小西 加保留】
�「社会福祉と保健医療の関係性の変遷と展望」（論文・
単）／『社会福祉研究』第 125号 pp.44-52、公益財団
法人鉄道弘済会 2016.04

�「2015年度学界回顧と展望 保健医療分野」（論文・
単）／『社会福祉学』第 57巻 3号 pp.229-240、日本
社会福祉学会 2016.11

【小西 砂千夫】
�『社会保障の財政学』（著書・単）／日本経済評論社
2016.03

�『経済・財政一体改革の具体化と地方行財政改革』（評
論・単）／i-jamp（オピニオン）2015.12

�『平成 28年度地方財政対策－マクロの財政は堅調だが
一部で財政悪化の自治体も』（評論・単）／i-jamp（オ
ピニオン）2016.01

�『今国会で注目は、トップランナー方式と健全化法の
強化、地方債制度の緩和』（評論・単）／i-jamp（オピ
ニオン）2016.02

�『財政課職員のミッション』（評論・単）／自治日報
2016.03

�『社会保障と財政は「蜜月」であれ －『社会保障の財
政学』刊行に寄せて』（評論・単）／『評論』203号
日本経済評論社 2016.05

�『公会計整備の終着点』（評論・単）／自治日報
2016.07

�『熊本地震における復旧・復興の財源スキーム』（評論
・単）／i-jamp（オピニオン）2016.08

�『熊本地震 復興への財源確保は』（評論・単）／NHK
視点論点 2016.09

�『8月仮試算にみる次年度の地方交付税』（評論・単）
／i-jamp（オピニオン）2016.09

�『資産老朽化比率から有形固定資産減価償却率への変
更の意味するもの』（評論・単）／i-jamp（オピニオ
ン）2016.10

�「地方財政制度の歴史的展開（32） 地方交付税の算定
の考え方とその変遷（9）」（論文・単）／『地方財務』
2015.12

�「変化に翻弄されないよう財政担当者は見識を高めよ」
（論文・単）／『地方財務』2016.01
�「2030年の自治体財政」（論文・単）／『ガバナンス』
2016.01

�「懸案に決着をつけた平成 28年度地方税制改正」（論
文・単）／『地方税』2016.01

�「地方財政制度の歴史的展開（33） 財務会計制度と開
発財政、地方公営企業（上）」（論文・単）／『地方財
務』2016.02

�「「地方財政の健全化」に目途をつけた平成 28年度地
方財政対策」（論文・単）／『地方財務』2016.02

�「地方財政制度の歴史的展開（34） 財務会計制度と開
発財政、地方公営企業（下）」（論文・単）／『地方財
務』2016.03

�「21世紀の最初の 15年間の地方財政を振り返る－変
革期を経て定常状態に達するのか」（論文・単）／『地
方自治研究機構「人口減少社会における公共施設等に
関する地方行財政制度の在り方に関する調査研究」』
2016.03

�「連載 財政課職員の知恵袋（1） 臨時財政対策債は
発行して大丈夫なんでしょうか」（論文・単）／『地方
財務』2016.04

�「平成 28年度地方財政計画と自治体財政運営への影
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響」（論文・単）／『議会人』2016.04
�「連載 財政課職員の知恵袋（2） 人口減少社会では、
歳入は減る一方だが社会保障経費は増えるので、自治
体財政は逼迫する？」（論文・単）／『地方財務』
2016.05

�「連載 財政課職員の知恵袋（3） 単コロ・オーバー
ナイトをやめろと言われているんですが、どういうこ
となんですか」（論文・単）／『地方財務』2016.06

�「南相馬市のいま（その 11）－5年でできたこと、5年
でもできなかったこと（2016年 3月）」（論文・単）／
『地方財務』2016.06
�「連載 財政課職員の知恵袋（4） 財政状況が悪化し、
このままでは第 2の夕張になってしまう……って本当
ですか」（論文・単）／『地方財務』2016.07

�「インタビュー 渡邉雄司氏（地方公共団体金融機構
顧問）に聞く 地方公共団体金融機構の発足と発展の
道筋を振り返って－興銀の良き伝統が地方債ビジネス
で花開く」（論文・単）／『地方財務』2016.07

�「連載 財政課職員の知恵袋（5） 地方税の偏在是正
ってなんで必要なんですか」（論文・単）／『地方財務』
2016.08

�「公会計担当者が知っておきたい公会計推進の動きと
最低限の会計知識」（論文・単）／『地方財務』2016.08

�「連載 財政課職員の知恵袋（6） 公営企業の会計基
準が変わったので経営状態が大幅に悪化しました」
（論文・単）／『地方財務』2016.09
�「所得税制における寄附税制－ふるさと納税のあり方
を中心に考える－」（論文・単）／『税研』2016.09

�「平成 28年度普通交付税の算定結果について」（論文
・単）／『地方財務』2016.09

�「連載 財政課職員の知恵袋（7） 地方債はもっと自
由化すべきではないのでしょうか」（論文・単）／『地
方財務』2016.10

�「地方財政論を教える難しさ」（論文・単）／『地方財
務』2016.10

�「平成 29年度地方財政収支の仮試算を読み解く」（論
文・単）／『地方財政』2016.10

�「連載 財政課職員の知恵袋（8） 経常収支比率はど
の程度ならばいいんでしょうか、基金の残高はどれく
らいが適切なんでしょうか」（論文・単）／『地方財務』
2016.11

�「「地方公会計の活用のあり方に関する研究会」を終え
て」（論文・単）／『地方財務』2016.11

【牧里 毎治】
�『持続可能な地域福祉のデザイン』（著書・共）／ミネ
ルヴァ書房 2016.11

�「コミュニティ・ソーシャルワーカーの仕事」（論文・
単）／『消費者法ニュース』108号、消費者法ニュース
発行会議 2016.07

�「里山資本主義と里海資本論に寄せて」（論文・単）／
『市民活動総合情報誌 ウォロ』508号、大阪ボラン
ティア協会 2016.08

【松岡 克尚】
�『ソーシャルワークにおけるネットワーク概念とネッ
トワーク・アプローチ』（著書・単）／関西学院大学出
版会 2016.03

�「大学における合理的配慮と意思決定支援」（論文・
単）／『ソーシャルワーク研究』41（4）pp.305-312、相
川書房 2016.01

�「書評「立岩真也著『造反有理－精神医療現代史へ
－』」」（書評・単）／『障害学』11 pp.260-270、明石書
店 2016.09

【嶺重 淑】
�「神の言葉を聞いて行う－ルカ 8 : 4-21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』
17号 pp.63-81、キリスト教と文化研究センター
2016.03

�「新約聖書のクリスマス物語－二つの降誕物語をめぐ
って－」（論文・単）／『キリスト教文藝』第 32号
pp.1-14、日本キリスト教文学会関西支部 2016.07

【村上 陽子】
�「Sobre la estrategia metacognitiva y motivacional de la
actividad“examen pequeño”en clase de ELE en Japón」
（研究ノート・単）／『Lingüística y Literatura』69号
pp. 387-392、Universidad de Antioquia, Facultad de
Comunicaciones 2016.05

【室田 保夫】
�「高尾正徳の生涯とその事業」（論文・単）／『関西学院
史紀要』22号 pp.39-88、関西学院 2016.03

【中野 陽子】
�「Associations between Wh-Phrases and Question-Markers
in L2 Japanese」（論文・共）／『ことばの科学研究』17
号 pp.95-113、ことばの科学研究会 2016.03

�「日本語の五段活用動詞と一段活用動詞の過去形の生
産」（論文・共）／『九州大学言語学論集 Kyushu Uni-
versity Papers in Linguistics（KUPL）』36号 pp.209-
225、九州大学言語学研究室 2016.03

�「How Orthography Modulates Morphological Priming :
Subliminal Kanji Activation in Japanese」（論文・共）／
『Frontiers in Psychology』 7 巻 316 号 Frontiers
2016.03

【大和 三重】
�『主任介護支援専門員 実務マニュアル改訂版』（著書
・共）／兵庫県介護支援専門員協会 2016.03

�「日本における介護保険制度の現状と今後の課題」（シ
ンポジウム発表論文・単）／『The International Confer-
ence on Aging & Geriatric Care Medicine of China, Japan
and South Korea 論文集』pp.69-71、中国老年保健医学
研究会・吉林大学・中国人口学会・中国人口老齢化研
究中心 2016.08
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【大熊 省三】
�「マーケティングビジネスにおける実証研究－キャン
ペーンレポートの各種分析－」（論文・単）／『国際総
合研究学会報』第 12号 pp.22-35、国際総合研究学
会 2016.05

�「プロモーションビジネスにおける国際比較－モンゴ
ルでの展開を視野に－」（論文・単）／『経営行動年報』
第 25号 pp.147-151、経営行動研究学会 2016.07

【才村 純】
�「第 1章 居住実態が把握できない児童に対する国の
取組み」子ども虐待の予防とケア研究会編（編集代表
者：才村純）『子ども虐待の予防とケアのすべて（追
録式）』（著書・共）／第一法規 2016.02

�「第 3章第 2節 子ども家庭福祉の法体系」社会福祉
士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座
15 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 2016.02
�「第 3章第 3節 子ども家庭福祉の実施体制」社会福
祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座
15 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 2016.02
�「第 3章第 4節 子ども家庭福祉の財政」社会福祉士
養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 15
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 2016.02

�「第 2章 児童福祉の理念と権利保障」才村・芝野松
次郎・松原康雄編著『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 2016.03

�「第 6章 児童相談所」才村・芝野松次郎・松原康雄
編著『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 2016.03

�「第 5章 児童家庭福祉制度における組織及び団体の
役割と実際」社会福祉学習双書編集委員会編『児童家
庭福祉論－児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉
制度－社会福祉学習双書 2016』（著書・共）／全国社
会福祉協議会 2016.03

�「第 3章第 1節 児童家庭福祉の法体系」『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 2016.04

�「第 3章第 1節 児童家庭福祉の実施体制」『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 2016.04
�「第 3章第 1節 児童家庭福祉の費用」『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 2016.04

【坂口 幸弘】
�「配偶者喪失への心理的支援－「ひだまりの会」の取り
組み」宇都宮博・神谷哲司（編）『夫と妻の生涯発達
心理学－関係性の危機と成熟－』pp.281-293（著書・

共）／福村出版 2016.05
�「トラウマ後の成長」中野陽子・福居誠二・表谷純子
・アイエド・ハセイン（編）『英語で学ぶ福祉と社会』
pp.80-85（著書・共）／朝日出版社 2016.01

�「宝塚ファンにおける贔屓と悲嘆に関する探索的検討」
（論文・共）／『Human Welfare』8（1）pp.37-46、関西
学院大学人間福祉学部研究会 2016.03

�「わが国のホスピス・緩和ケア病棟における遺族ケア
サービスの実施状況と今後の課題－2002年調査と
2012年調査の比較－」（論文・単）／『Palliative Care
Research』11（2）pp.137-145、日本緩和医療学会
2016.04

�「Bereavement Risk Assessment Tool 日本語版の作成：
家族を対象とした予備的検討」（論文・共）／『Pallia-
tive Care Research』11（3）pp.225-233、日本緩和医療
学会 2016.09

�「日本人遺族における宗教性と悲嘆、抑うつとの関連」
（報告書・単）／『遺族によるホスピス・緩和ケアの質
の評価に関する研究 3』pp.91-95、日本ホスピス・緩
和ケア研究振興財団 2016.03

【佐藤 洋】
�「Subclinical elevation of high-sensitive troponin T levels
at the convalescent stage is associated with increased 5-
year mortality after ST-elevation myocardial infarction.」
（論文・共）／『J Cardiol.』67 巻 4 号 pp. 314-20、
ELSEVIER 2016.04

�「Clinical Impact of Ventricular Tachycardia and/or Fibril-
lation during the Acute Phase of Acute Myocardial Infarc-
tion on In-Hospital and 5-Year Mortalities in the Percuta-
neous Coronary Intervention Era」（論文・共）／『Circ J』
80 巻 7 号 pp.1539-47、Japanese Circulation Society
2016.06

�「Impact of coronary collaterals on in-hospital and 5-year
mortality after ST-elevation myocardial infarction in the
contemporary percutaneous coronary intervention era : a
prospective observational study」（論文・共）／『BMJ
Open』6巻 7号 pp.e 011105、BMJ Open 2016.07

【澤田 有希子】
�「第 4章 高齢者とソーシャルワーク」金子絵里乃・
後藤広史編著『ソーシャルワーク』pp.47-60（著書・
共）／弘文堂 2016.02

【武田 丈】
�「コミュニティを基盤とした参加型リサーチ（CBPR）
の展望：コミュニティと協働する研究方法論」（論文
・単）／『人間福祉学研究』第 8巻第 1号 pp.12-25、
関西学院大学人間福祉学部研究会 2015.12

�「CBPR（参加型アクションリサーチ）の概要と実践
例：日本の大学での普及に向けて」（論文・単）／『調
査と資料』114号 pp.278-293、関西大学経済・政治
研究所 2016.03
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�「関学レインボーウィークが提示する LGBT 施策のあ
り方」（論文・共）／『関西学院大学人権研究』20巻
pp.33-41、関西学院大学人権教育研究室 2016.03

�「多様性の尊重とソーシャルワーク：人権を基盤とし
たアプローチ」（論文・単）／『ソーシャルワーク研究』
42巻 2号 pp.74-86、相川書房 2016.07

�「参加型アクションリサーチ（CBPR）の理論と実
践：社会変革のための研究方法論」（書評リプライ・
単）／『社会福祉学』57巻 2号 pp.136-138、日本社会
福祉学会 2016.08

�「社会起業と外国人支援」（巻頭言・単）／『NGO 神戸
外国人救援ネット・ニュース』54号 pp.1、NGO 神
戸外国人救援ネット 2016.09

【山 泰幸】
�『だれが幸運をつかむのか 昔話に描かれた「贈与」
の秘密』（著書・単）／ちくまプリマー新書 2015.12

【山本 隆】
�「生活困窮者自立支援事業の現状と課題 －予備的考
察」（論文・共）／『賃金と社会保障』1652 pp.16-29、
旬報社 2016.02

�「生活困窮者自立支援事業の初年度実施状況と相談態
勢を分析する ～A 市の事例検討を通して～」（論文
・単）／『地域福祉情報』2016 vol 5 pp.9-20、ジャパン
通信情報センター 2016.05

【安田 美予子】
�「社会福祉施設の経営理念にかんする研究」（論文・
単）／『Human Welfare』第 8巻第 1号 pp.23-35、関
西学院大学人間福祉学部研究会 2016.03

�「書評 新保祐光著 退院支援のソーシャルワーク：
当事者支援システムにおける『状況的価値』の形成」
（書評・単）／『社会福祉学』第 57巻 2号 pp.139-
141、日本社会福祉学会 2016.08
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