
【陳 礼美】
�「社会を支える高齢者へのサポート－多様な福祉サー
ビスが可能にする社会貢献のあり方」『高齢者が動け
ば社会が変わる』pp.97119』（著書・共）／ミネルヴ
ァ書房 2017.04

�「高齢者の社会参加活動とその可能性」（論文・単）／
『コミュニティーケア』第 19巻 10号 pp.6163、日
本看護協会出版会 2017.09

【藤井 博志】
�「地緑型コミュニティと社会福祉協議会」pp.3951／
『地域再生と地域福祉－機能と構造のクロスオーバー
を求めて』（著書・共）／相川書房 2017.01

�「地域共生社会をめざす持続的な開発実践－西宮市社
会福祉協議会青葉園」pp.181194／『地域共生社会の
開発福祉－制度アプローチを越えて』（著書・共）／ミ
ネルヴァ書房 2017.03

【藤井 美和】
�「死生観にかかわる教育 －ソーシャルワーク教育に
おける課題－ （特集「死」と向きあう社会福祉）」
（論文・単）／『社会福祉研究』第 128号 pp.5866、
鉄道弘済会 2017.04

【橋川 健祐】
�「解題 3：主体・対象の多様化、ネットワークと政策
化」「第 21章：過疎地域再生と地域福祉－資源開発に
焦点を当てて－」『地域再生と地域福祉－機能と構造
のクロスオーバーを求めて－』（著書・共）／相川書房
2017.01

�「第 2章 社協先導・行政補完型の地域福祉計画－宝
塚市」『持続可能な地域福祉のデザイン－循環型地域
社会の創造－』（著書・共）／ミネルヴァ書房
2016.12

【林 裕】
�『紛争下における地方の自己統治と平和構築：アフガ
ニスタンの農村社会メカニズム』（著書・単）／ミネル
ヴァ書房 2017. 03

【林 直也】
�「大学への帰属意識に影響を及ぼす要因に関する研究
－大学スポーツチームに対するアイデンティティおよ
び観戦動機との関係に着目して－」（論文・単）／
『Human Welfare』第 9巻第 1号 pp.179192、関西学
院大学人間福祉学部研究会 2017.03

�「体力・体格尺度に加えて心理測定尺度を考慮した体
重願望の分析」（論文・共）／『身体運動文化論攷』第
16号 pp.6586、身体運動文化学会関西支部

2017.03

【茨木 正志郎】
�「二重限定の消失と限定詞の文法化について」（論文・
単）／『日本英文学会第 89回大会 Proceedings』89号
pp.131132、日本英文学会 2017.09

【市瀬 晶子】
�「親を自殺で亡くした子どもが望む情報提供と支援－
地域における支援課題への挑戦－」（論文・共）／『東
海学院大学研究年報』第 2号 pp.3357、東海学院大
学 2017.03

【池埜 聡】
�『ケアマネジメントにおける「援助関係の軌跡」：クラ
イアントとの間にあるもの』（著書・共）／関西学院大
学出版会 2017.07

�『福祉職・介護職のためのマインドフルネス：1日 5
分の瞑想から始めるストレス低減』（著書・共）／中央
法規出版 2017.09

�「支援者のマインドフルネス経験が援助関係に与える
影響と機序」（論文・単）／『精神科治療学』32巻 5号
pp.651654、星和書店 2017.05

�「少年院矯正教育へのマインドフルネス導入をめぐる
実践及び研究課題」（論文・単）／『人間福祉学研究』
第 9巻第 1号 pp.6790、関西学院大学人間福祉学部
研究会 2016.12

�「日本固有の癒しの方法を探ろう：こころのケア最前
線」（総説・単）／『月刊まるっと西日本 NEWS』2月
号 pp.、広域避難者支援プログラム・まるっと西日
本 2017.02

�「マインドフルネス：介護のもやもやをすっきりさせ
る 4つの方法」（総説・単）／『介護専門職の総合情報
誌おはよう 21』4月号 pp.2540、中央法規出版
2017.04

【今井 小の実】
�「La Rencontre des femmes issues de Seitô dans le move
ment pour la protection maternelle」『 PARCOURS
FEMINISTES DANS LA LITTÉRATURE ET LA SO
CIÉTÉ JAPONAISES DE 1910 À 1930』（著書・共）／
L’harmattan 2016.12

�「奥むめおと社会事業－社会運動としての福祉実践－」
『福祉にとっての歴史 歴史にとっての福祉－人物で
見る福祉の思想－』（著書・共）／ミネルヴァ書房
2017.02

�「山口県社会事業と虎ノ門事件－「教化」をめぐる社会
教育とのせめぎあいのなかで－」（論文・単）／『社会
事業史研究』Vol.51 pp.6984、社会事業史学会
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2017.03

【川﨑 眞理子】
�「The Effect of Inviting Guest Speakers to English Com-
munication Classes」（論文・共）／『Human Welfare』第
9巻第 1号 pp.165-178、関西学院大学人間福祉学部
研究会 2017.03

【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 第 2版』（著書・
共）／中央法規出版 2017.08

�『新・精神保健福祉士養成講座第 6巻：精神保健福祉
に関する制度とサービス（第 5版）』（著書・共）／中
央法規出版 2017.02

�「知ることは生きること連載 15回 生活保護（経済的
支援特集⑨）」（その他・共）／『月刊みんなねっと』
2017年 3月号 公益社団法人全国精神保健福祉連合
会 2017.03

�「知ることは生きること連載 14回 手当（経済的支援
特集⑧）」（その他・共）／『月刊みんなねっと』2017
年 2月号 公団社団法人全国精神保健福祉連合会
2017.02

【小西 加保留】
�『保健医療ソーシャルワーク－アドバンスト実践のた
めに－』（著書・共）／中央法規出版 2017.06

�『救急患者支援 地域につなぐソーシャルワーク 救
急認定ソーシャルワーカー標準テキスト』（著書・共）
／へるす出版 2017.09

�『HIV/AIDS ソーシャルワーク 実践と理論への展望』
（編著・共）／中央法規出版 2017.11

【小西 砂千夫】
�『財政学』（著書・単）／日本評論社 2017.04
�『日本地方財政史』（著書・単）／有斐閣 2017.05
�「連載 財政課職員の知恵袋（9）どこまでなら起債し
ても財政不健全にならないんでしょうか？」（論文・
単）／『地方財務』2016.12

�「“地方行財政”2016年の三大ニュースと 2017年の展
望－地方財政制度運営の文脈のなかで重要な出来事」
（論文・単）／『地方財務』2017.01
�「連載 財政課職員の知恵袋（10）健全化法では健全
段階ですが、財政状態は健全とはとてもいえないんで
す」（論文・単）／『地方財務』2017.01

�「連載 財政課職員の知恵袋（11）公会計って、どう
活用してよいのかわからないんですけど」（論文・単）
／『地方財務』2017.02

�「平成 29年度地方財政・総額確保に関する想定問答」
（論文・単）／『地方財務』2017.02
�「社会保障改革と基礎自治体の財政運営」（論文・単）
／『社会保障研究』第 1巻第 4号 2017.03

�「地方公営企業改革の中長期的課題」（論文・単）／『公

営企業』2017.03
�「連載 財政課職員の知恵袋（12）財政の基本は入っ
てくるお金の範囲で歳出を抑制することですよね」
（論文・単）／『地方財務』2017.03
�「投資的経費の財源措置のあり方をめぐって－事業費
補正・災害財政・投資補助金・公会計・地方公営企
業」（論文・単）／『地方自治研究機構「人口減少及び
少子高齢化の進行という構造的課題に対応した地方行
財政制度の在り方に関する調査研究」』2017.03

�「平成 29年度の普通交付税の算定方法の改正に関する
想定問答」（論文・単）／『地方財務』2017.03

�「連載 財政課職員の知恵袋（13） 水道事業は黒字な
んですが、下水道事業は赤字で困っています」（論
文・単）／『地方財務』2017.04

�「平成 29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』2017.04

�「連載 財政課職員の知恵袋（14） 国が交付税措置を
するといってもなかなか信用できないんですよ」（論
文・単）／『地方財務』2017.05

�「連載 財政課職員の知恵袋（15） ふるさと納税の返
礼品を抑制するようにいわれているんですが」（論
文・単）／『地方財務』2017.06

�「基本方針 2017と今後の地方財政」（論文・単）／『地
方財務』2017.07

�「連載 財政課職員の知恵袋（16） 税源移譲分は留保
財源の増加にならないとおかしいんじゃないですか」
（論文・単）／『地方財務』2017.07
�「南相馬市のいま（その 12）－6年を経過し、街の景色
が明るく変わった（2017年 4月）」（論文・単）／『地
方財務』2017.08

�「連載 財政課職員の知恵袋（17） 社会保障給付が増
えていますが、そのための財源は確保されているんで
しょうか」（論文・単）／『地方財務』2017.08

�「連載 財政課職員の知恵袋（18） 地方自治体に課税
自主権がないのは問題ですよね」（論文・単）／『地方
財務』2017.09

�「平成 29年度普通交付税の算定結果を読む」（論文・
単）／『地方財務』2017.09

�「連載 財政課職員の知恵袋（19） 災害が起きたとき
のためにどこまで財政的な備えが必要なんでしょう
か」（論文・単）／『地方財務』2017.10

�「平成 30年度仮試算と近年の地方財政の動向」（論
文・単）／『地方財務』2017.11

�「連載 財政課職員の知恵袋（20） 地方分権ってもう
終わったんですよね」（論文・単）／『地方財務』
2017.11

�「非都市への回帰に報償を」（評論・単）／『自治日報』
2016.12

�「2017年度地方財政対策を読み解く」（評論・単）／『i-
jamp（オピニオン）』2017.01

�「新たな段階を迎えた夕張市の財政再建」（評論・単）
／『i-jamp（オピニオン）』2017.03

�「分水嶺を越えたふるさと納税」（評論・単）／『i-jamp
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（オピニオン）』2017.04
�「地方の基金累増は危機感なき危機」（評論・単）／『i-
jamp（オピニオン）』2017.05

�「課税自主権と標準税率」（評論・単）／『自治日報』
2017.05

�「巻頭言 地方公会計制度の意義の再確認を」（評論・
単）／『地方議会人』2017.05

�「骨太の方針 2017、楽観も悲観も禁物」（評論・単）／
『i-jamp（オピニオン）』2017.06
�「大川村の真意は議会存続」（評論・単）／『i-jamp（オ
ピニオン）』2017.08

�「8月仮試算にみる景気頼みの地方財政の行方」（評
論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2017.09

�「奥野誠亮と柴田護、石原信雄、そしていま」（評論・
単）／『書斎の窓（有斐閣）』2017.09

�「関口智編著『地方財政・公会計制度の国際比較』日
本経済評論社、2016年 3月」（書評・単）／『日本地方
財政学会研究叢書第 24号「地方創生」と地方におけ
る自治体の役割』2017.02

【李 善惠】
�『賀川豊彦の社会福祉実践と思想が韓国に与えた影響
とは何か』（著書・単）／ミネルヴァ書房 2017.06

【松岡 克尚】
�「認知症高齢者支援における多職種連携（IPW）と多
職種連携教育（IPE）の現状と課題：社会福祉・ソー
シャルワークの視点から（特集論文認知症への多角的
アプローチ）」（論文・共）／『人間福祉学研究』第 9巻
第 1号 pp.35-51、関西学院大学人間福祉学部研究会
2016.12

�「大学での障害学生支援における「障害モデル」に関
する一考察」（論文・単）／『Human Welfare』第 9巻第
1号 pp.193-204、関西学院大学人間福祉学部研究会
2017.03

�「大西次郎著『精神保健福祉学の構築：精神科ソーシ
ャルワークに立脚する学際科学として』」（書評・単）
／『人間福祉学研究』第 9巻第 1号 pp.96-100、関西
学院大学人間福祉学部研究会 2016.12

【嶺重 淑】
�『クリスマスの原像－福音書の降誕物語を読む』（著
書・単）／かんよう出版 2017.11

�「イエスとは何者か－ルカ 9 : 18-36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 18号 pp.19-38、関西学院大学キリスト教と文化
研究センター 2017.03

�「聖書における「笑い」」（論文・単）／『キリスト教文
学研究』第 34号 pp.1-16、日本キリスト教文学会
2017.05

�「荒井献著『使徒行伝 下巻』（新教出版社、2016
年）」（論評・単）／『新約学研究』第 45号 pp.75-79、
日本新約学会 2017.07

�「ルカ福音書緒論」（研究ノート・単）／『ヴィア・メデ
ィア（VIA MEDIA）』第 11号 pp.41-53、ウイリアム
ス神学館 2016.12

【溝畑 潤】
�「日本人の子どもの身体組成の推定精度に関する検討
－水中体重秤量法、重水希釈法及び DXA 法により求め
た除脂肪量から－」（論文・共）／『教育医学』第 62巻
第 4号 pp.412-418、日本教育医学会 2017.06

【村上 陽子】
�『そのまま使えるスペイン語フレーズブック』（著書・
単）／IBC パブリッシング 2016.12

【大和 三重】
�「兵庫県地域包括支援センター関連三職種団体連絡会
活動報告書－地域包括支援センターにおけるチームア
プローチとは！－」兵庫県地域包括支援センター関連
三職種団体連絡会編（監修：大和三重）（報告書・共）
／兵庫県地域包括支援センター関連三職種団体連絡会
2017.08

�「高齢者差別と人権侵害－エイジズムから高齢者虐待
まで－」（論文・単）／『研究紀要第十八輯』pp.25-48、
兵庫県人権啓発協会 2016.12

�「中国都市部における高齢者の在宅サービス利用意向
及びその関連要因－『社区』特性と社会的ネットワー
クを中心に－」（論文・共）／『Human Welfare』第 9巻
第 1号 pp.205-218、関西学院大学人間福祉学部研究
会 2017.03

【大熊 省三】
�『商店街機能とまちづくり』（著書・共）／創風社
2017.04

【坂口 幸弘】
�「緩和ケアにおけるビリーブメントの理解」（論文・
単）／『緩和ケア』27（2）pp.77-80、青海社 2017.03

�「看護領域別でのグリーフ研究の動向」（論文・共）／
『緩和ケア』27（2）pp.112-115、青海社 2017.03
�「喪失体験者のための絵本作成の試み－死別経験のあ
る大学生を対象とした有用性の検証」（論文・共）／
『Human Welfare』第 9巻第 1号 pp.157-163、関西学
院大学人間福祉学部研究会 2017.03

�「東北における災害グリーフサポートプロジェクト
（JDGS）の活動について－「あいまいな喪失」への支
援の取り組み」（論文・共）／『トラウマティック・ス
トレス』15（1）pp.81-85、日本トラウマティック・ス
トレス学会 2017.06

【桜井 智恵子】
�「教育がつくる障害者排除と優生思想－モンスターは
誰か」（論文・単）／『季刊福祉労働』第 153 号
pp.109-117、現代書館 2016.12
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�「「母役割プレッシャー」のつくられ方－ケアをとりこ
むネオリベラル」（論文・単）／『こころの科学』第
193号 pp.29-34、日本評論社 2017.04

【笹塲 育子】
�「Elite Gymnastics Coaches’ Perceptions of Coaching Ath-
letes from Different Cultures」（論文・共）／『Interna-
tional Journal of Coaching Science』11巻 1号 pp.15-
30、Korea Coaching Development Cente 2017.01

【田原 慎介】
�「Social innovation diffusion through communities of prac-
tice」（論文・単）／『KWANSEI GAKUIN UNIVER-
SITY SOCIAL SCIENCES REVIEW』Vol.21 pp.27-37、
Kwansei Gakuin University 2017.02

【武田 丈】
�「第 4回関学レインボーウィークを振り返って：Web
調査の結果に基づくキャンパス改善のための提案」
（総説・単）／『関西学院大学人権研究』21号 pp.21-
26、関西学院大学 2017.03

�「書評リプライ「参加型アクションリサーチ（CBPR）
の理論と実践」」（書評・単）／『人間福祉学研究』第 9
巻第 1号 pp.106-108、関西学院大学人間福祉学部研
究会 2016.12

【山 泰幸】
�『在日コリアンの離散と生の諸相－表象とアイデンテ
ィティの間隙を縫って』（著書・編）／明石書店
2017.05

�「民俗学から選択と集中を考える」（論文・単）／『建築
雑誌』132 巻 1692 号 pp. 30 - 31、技報堂出版
2017.01

【山本 隆】
�「Case Study Japan」（論文・単）／『Gunn, R. and
Durkin, C.（eds.）Social Entrepreneurship : a skills ap-
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