
【藤井 博志】
�『地域福祉の現状と課題』（著書・共）／放送大学教育
振興会 2018.03

�「『我が事』とは誰の誰に対する言葉か」（その他・単）
／同志社社会福祉学ニューズレター第 91号 p 6 同
志社社会福祉学会 2018.03

�『よくわかる地域包括ケア』（著書・共編）／ミネルヴ
ァ書房 2018.04

�「地域福祉実践研究のための職場環境の条件整備を考
える」（論文・単）／『地域福祉実践研究』第 9号
pp.2-3、日本地域福祉学会 2018.05

�『市民がつくる地域福祉のすすめ方 改訂版』（監修・
共）／CLC 2018.06

�『多職種で学ぶ 実践から学ぶ 地域福祉研修テキス
ト』（著書・共編）／兵庫県社会福祉協議会 2018.06

�「地域共生社会を実現する社会福祉協議会の課題」（論
文・単）／『社会福祉研究』第 132号 pp.45-54、鉄道
弘済会 2018.07

�「住民主体の今日的意義」（論文・単）／『月刊福祉』第
101巻第 8号 pp.76-79、全国社会福祉協議会
2018.08

�「地域福祉拠点の形成と地域共同ケアの推進」（論文・
単）／『生活協同組合研究』Vol.511 pp.14-21、生協総
合研究所 2018.08

�「『てい談 地域福祉ガバナンスをつくる』とは①」
（記録・共）／『月刊福祉』第 101巻第 10号 pp.78-
81、全国社会福祉協議会 2018.09

�「『てい談 地域福祉ガバナンスをつくる』とは②」
（記録・共）／『月刊福祉』第 101巻第 11号 pp.78-
81、全国社会福祉協議会 2018.10

�「多職種連携時代の専門職と住民による協働の意義と
課題」（論文・単）／『月刊福祉』第 101巻第 12号
pp.78-81、全国社会福祉協議会 2018.11

【林 直也】
�『大学スポーツの新展開－日本版 NCAA 創設と関西か
らの挑戦－』（著書・共）／晃洋書房 2018.04

�『社会起業を学ぶ 社会を変革するしごと』（著書・
共）／関西学院大学出版会 2018.05

【茨木 正志郎】
�「中英語における二重属格の出現と発達について」（論
文・単）／『Human Welfare』第 10巻第 1号 pp.139-
148、関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03

【市瀬 晶子】
�「湯原悦子著『介護殺人の予防－介護者視線の視点か
ら』」（新刊紹介・単）／『人間福祉学研究』第 10巻第
1号 pp.136-138、関西学院大学人間福祉学部研究会
2017.12

【池埜 聡】
�「東日本大震災県外避難者が描く『復興曲線』から見
えてくるもの：トラウマの視点から」（論文・単）／
『災害復興研究』9巻 pp.61-71、関西学院大学災害復
興研究所 2018.03

�「マインドフルネスがもたらすソーシャルワーク援助
関係への影響：社会福祉従事者の主観的変容を踏まえ
た探索的研究」（論文・単）／『人間福祉学研究』第 10
巻第 1号 pp.91-116、関西学院大学人間福祉学部研
究会 2017.12

�「矯正教育におけるマインドフルネス：効果と課題」
（論文・単）／『教育と医学』66巻 9号 pp.74-83、慶
應義塾大学出版会 2018.09

�「スクールソーシャルワークの新たな射程：エビデン
スに基づくトラウマ理解を実践に活かすために」（論
文・単）／『学校ソーシャルワーク研究』13号 pp.113
-118、日本学校ソーシャルワーク学会 2018.01

【生田 正幸】
�『社会起業を学ぶ 社会を変革するしごと』（著書・
共）／関西学院大学出版会 2018.05

�「介護システムの基礎知識」（論文・単）／『ケアビジョ
ン』Vol.1 pp.11-13、インナービジョン 2018.10

【今井 千尋】
�『国際平和協力入門－国際社会への貢献と日本の課題
－ コラム 11 アフガニスタンの地方復興チーム
（PRT）』（著書・共）／ミネルヴァ書房 2018.05

【今井 小の実】
�『生活変動と社会福祉－福祉研究の道標－』（著書・
共）／放送大学教育振興会 2018.03

�『女たちの翼』（著書・共）／ナカニシヤ出版 2018.03
�「皇室とキリスト者小橋実之助－大正 14年 3月～5月
の日誌を通して－」（論文・単）／『科研成果報告書
『大阪「博愛社」創立 125年の総合的研究』』pp.5-15、
博愛社史研究会 2018.03

�「第 7次社会福祉歴史教育委員会報告書」（報告書・
共）／『社会事業史研究』第 53号 pp.142-150、社会
事業史学会 2018.03

�「貝塚市における高度経済成長期の繊維工業労働者－
『貝塚市の 70年』編纂の調査を通して－」（論文・単）
／『社会科学』第 48巻第 3号 pp.1-30、同志社大学
人文科学研究所 2018.11

�「戦前日本の女性運動の系譜」（講演録・単著）／『翰
苑』vol.10 pp.7-29、姫路大学 人文学・人権教育研
究所 2018.10.31

【石川 久展】
�『保健・医療・福祉専門職のためのスーパービジョン』

教員の著書・論文（ABC 順）
（2017. 12～2018. 11）
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（著書・共）／ミネルヴァ書房 2018.07
�「地域福祉研究のあり方を問う：量的調査研究の視点
から」（論文・単）／『日本の地域福祉』第 31巻 pp.9
-10、日本地域福祉学会 2018.03

�「高校生の福祉の仕事に対するイメージや就職意識の
実態」（論文・共）／『Human Welfare』第 10巻第 1号
pp.57-67、関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03

�「The effects of job autonomy and job satisfaction on
burnout among careworkers in long-term care settings :
Policy and practice implications for Japan and South Ko-
rea」（論文・共）／『Educational Gerontology』Vol.445
pp.289-300、 2018.05

【川島 惠美】
�「初年次実践教育において涵養されること－ソーシャ
ルワーク実習入門における学生の学びを通じて－」
（研究ノート・共）／『Human Welfare』第 10巻第 1号
pp.129-137、関西学院大学人間福祉学部研究会
2018.03

【風間 朋子】
�『精神保健福祉に関する制度とサービス第 6版』（著
書・共）／中央法規出版 2018.01

【小西 砂千夫】
�『石原信雄回顧談、第 2巻「霞が関での日々－自治官
僚として」（聞き手）』（著書・共）／ぎょうせい
2018.03

�『新版 基本から学ぶ地方財政』（著書・単）／学陽書
房 2018.07

�『自治体財政の知恵袋』（著書・共）／ぎょうせい
2018.07

�「地方公営企業の持続可能性確保のための取り組み」
（論文・単）／『市政』2017.12
�「連載 財政課職員の知恵袋（21） 人口減少社会で自
治体間連携が必要といわれているんですが」（論文・
単）／『地方財務』2017.12

�「連載 財政課職員の知恵袋（22） 財政健全化条例を
つくれって議会にいわれているんですが」（論文・単）
／『地方財務』2018.01

�「森林環境税を地方譲与税とすることの意義」（論文・
単）／『税』2018.01

�「連載 財政課職員の知恵袋（23） 地方公営企業は法
適用になると独立採算制で厳しくなるんですよね」
（論文・単）／『地方財務』2018.02
�「地方財源の年度間調整と基金のあり方－地方財政法
の考え方を踏まえて」（論文・単）／『都市問題』
2018.02

�「平成 30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』2018.02

�「平成 30年度の普通交付税の算定方法の改正等に関す
る想定問答」（論文・単）／『地方財務』2018.02

�「連載 財政課職員の知恵袋（24） 読者からの質問に
答えます－調整戻しと臨時財政対策債累増の影響」

（論文・単）／『地方財務』2018.03
�「地方財政確立期の文脈と制度理解への橋渡し（地方
自治法施行 70周年記念自治論文集）」（論文・単）／
『総務省』2018.03
�「地方財政制度研究における視座とその手法－地方税
財政制度を考える際の歴史的文脈（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）」（論文・単）／『地方
自治研究機構』2018.03

�「連載 地方財政法の 70年（1）制定時から現在まで
を振り返る」（論文・単）／『地方財務』2018.04

�「社会起業が注目される社会経済的背景」（論文・単）
／『山本隆・武田丈編 社会起業を学ぶ』関西学院大
学出版会 2018.05

�「市町村合併と普通交付税の合併算定替えの特例」（論
文・単）／『住民行政の窓』2018.05

�「連載 地方財政法の 70年（2）内務省解体と地方財
政法」（論文・単）／『地方財務』2018.05

�「公会計の活用という言い方はもう止めてほしい－「地
方公会計の活用の促進に関する研究会」を終えて－」
（論文・単）／『地方財務』2018.06
�「連載 地方財政法の 70年（3）地方財政法の成立と
考え方」（論文・単）／『地方財務』2018.06

�「連載 地方財政法の 70年（4）地方自治法との関係」
（論文・単）／『地方財務』2018.07
�「地方法人課税、偏在是正のあるべき姿－交付団体と
不交付団体の間の財源配分のバランス」（論文・単）／
『公明』2018.08
�「連載 地方財政法の 70年（5）地方財政法の制定」
（論文・単）／『地方財務』2018.08
�「基本方針 2018とこれからの地方財政」（論文・単）／
『地方財務』2018.08
�「自治体財政健全化法 10年を振り返る」（論文・単）／
『会計検査研究』2018.09
�「南相馬市のいま（その 13、2018年 6月）」（論文・
単）／『地方財務』2018.09

�「連載 地方財政法の 70年（6）地方財政法の改正①」
（論文・単）／『地方財務』2018.09
�「地方財政をめぐる「基本方針」のこれまでとこれか
ら」（論文・単）／『地方財政』2018.09

�「連載 地方財政法の 70年（7）地方財政法の改正②」
（論文・単）／『地方財務』2018.10
�「基金のあり方について考える」（学会報告・単）／『日
本自治学会』2018.03

�「寄附税制としての筋を通す」（評論・単）／『事業構想
大学院大学ホームページ』2017.12

�「臨時財政対策債の縮減に努めた 2018年度地方財政対
策」（評論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2018.01

�「地方自治体の基金残高に対する説明責任の果たし方」
（評論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2018.02
�「会計年度任用職員への備え」（評論・単）／『自治日
報』2018.04

�「新年度予算と地方財政対策」（評論・単）／『地方議会
人』2018.04
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�「統一的な基準による財務書類の公表で異変あり？」
（評論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2018.04
�「骨太方針 2018の受け止め方」（評論・単）／『i-jamp
（オピニオン）』2018.06
�「会計年度任用職員の次は？」（評論・単）／『自治日
報』2018.07

�「JIAM 開校 25周年によせて」（評論・単）／『国際文
化研修』2018.07

�「2019年度の地方財政収支の仮試算をめぐって」（評
論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2018.09

�「ふるさと納税の返礼品問題におけるボタンの掛け違
い」（評論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2018.10

�「近頃話題の自治三題噺」（評論・単）／『自治日報』
2018.10

【前橋 信和】
�『平成 29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業研
究課題 9「都道府県児童福祉審議会を活用した子ども
の権利擁護の仕組み」調査研究報告書』（報告書・共）
／公益社団法人子ども情報研究センター 2018.03

�『平成 29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業児
童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究
報告書』（報告書・共）／学校法人日本社会事業大学
2018.03

�『平成 29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業
「児童相談所における調査・保護・アセスメント機能
と支援マネージメント機能の分化に関する実態把握の
ための調査研究事業報告書」』（報告書・共）／PwC コ
ンサルティング合同会社 2018.03

【松岡 克尚】
�「障害学とその視点から「配慮が必要な学生」支援を
考える」（コラム・単）／『看護教育』58巻 12号
pp.1056-1057、医学書院 2017.12

�「高齢者のエンド・オブ・ライフケアにおける多職種
連携の課題と展望」（論文・共）／『リハビリテーショ
ン研究＝Japanese journal of rehabilitation』173号
pp.10-15、日本障害者リハビリテーション協会
2018.01

�「インペアメント文化のとらえ方とその可視化－障害
文化、障害者文化との比較を通して－」（論文・単）／
『Human Welfare』第 10巻第 1号 pp.79-91、関西学
院大学人間福祉学部研究会 2018.03

�「「つながる」ことの多様性とソーシャルワークにとっ
てのその意義と課題」（論文・単）／『精神保健福祉』
Vol.49 No.2 pp.162-166、日本精神保健福祉士協会
2018.04

【嶺重 淑】
�『ルカ福音書 1章～9章 50節（NTJ 新約聖書注解）』
（著書・単）／日本キキリスト教団出版局 2018.04
�「信従の覚悟－ルカ 9 : 57-62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 19号
pp.85-97、関西学院大学キリスト教と文化研究センタ

ー 2018.03
�「マルタとマリア－ルカ 10 : 38-42の釈義的考察」（論
文・単）／『ヴィア・メディア（VIA MEDIA）』第 13
号 pp.3-15、ウイリアムス神学館 2018.07

�「イエスは何を語ったのか？－キリスト教の原点を求
めて（1）」（論文・単）／『キリスト教文化』2017秋
pp.247-262、かんよう出版 2017.12

�「イエスは何を語ったのか？－キリスト教の原点を求
めて（2）」（論文・単）／『キリスト教文化』2018春
pp.217-229、かんよう出版 2018.06

�「ペンテコステとルカ文書の特徴」（論文・単）／『教師
の友』2018年 4、5、6月号 pp.2-5、日本キリスト教
団出版局 2018.02

【溝畑 潤】
�「両掌間生体インピーダンス（HHBI）法における日本
人の子どもの除脂肪量（FFM）推定式の開発」（論
文・共）／『健康支援』第 20巻第 1号 pp.9-16、日本
健康支援学会 2018.03

【村上 陽子】
�「初級スペイン語授業におけるライティングの試み」
（論文・単）／『言語と文化』第 21号 pp.77-93、関西
学院大学言語教育研究センター 2018.03

�「異なる言語の教員との交わりから生じる気づき」（論
文・共）／『日本教育工学会研究会報告集』No.18-2
pp.63-68、日本教育工学会 2018.05

【大和 三重】
�「地域包括支援センターにおけるチームアプローチの
実態と課題」（論文・単）／『Human Welfare』第 10巻
第 1号 pp.67-77、関西学院大学人間福祉学部研究会
2018.03

�「高校生の福祉の仕事に対するイメージや就職意識の
実態－兵庫県の高校生に対する実態調査の結果をもと
に－」（論文・共）／『Human Welfare』第 10巻第 1号
pp.57-65、関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03

�“The effects of job autonomy and job satisfaction on
burnout among careworkers in long-term care settings :
Policy and practice implications for Japan and South Ko-
rea.”（論文・共）／Educational Gerontology, Vol.44,
No.5-6, pp.289-300, 2018.05

【大熊 省三】
�『中小企業の経営と診断－持続ある社会活動の経営支
援に向けて－』（著書・共）／創風社 2018.04

�『社会起業を学ぶ－社会を変革するしごと－』（著書・
共）／関西学院大学出版会 2018.05

【坂口 幸弘】
�『死生学のフィールド』（著書・共）／放送大学教育振
興会 2018.03

�「Factors associated with possible complicated grief and
major depressive disorders」（論文・共）／『Psycho-
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oncology』doi : 10.1002/pon.4610 Wiley 2017.12
�「ビリーブメント」（論文・単）／『Medicina』Vol.55
No.11 pp.1840-1842、医学書院 2018.01

�「ペットロス経験者のためのリーフレットの作成」（論
文・共）／『Human Welfare』第 10 巻第 1 号 pp.93-
102、関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03

�「救急外来で亡くなる患者の家族のニーズ－ケア評価
尺度の開発に向けた構成概念の探索的検討」（論文・
共）／『Human Welfare』第 10巻第 1号 pp.103-113、
関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03

�「亡き人の生きた証の伝承」（論文・単）／『親鸞仏教セ
ンター論考集 Anjali』No.35 pp.26-29、親鸞仏教セン
ター 2018.06

�「日本人遺族の宗教性と悲嘆、抑うつとの関連」（論
文・単）／『がん看護』Vol.23 No.6 pp.612-614、南江
堂 2018.09

�「障害児の在宅療養における家族介護者の休息状況が
介護負担、睡眠障害、抑うつに及ぼす影響」（論文・
共）／『日本在宅ケア学会誌』Vol.22 No.1 pp.57-64、
日本在宅ケア学会 2018.09

【桜井 智恵子】
�『主権者はつくられる』（著書・共編）／アドバンテー
ジサーバー 2018.07

�「「自立した個人」という福祉国家の原理的課題－「子
どもの貧困」対策としてのワークフェア子ども版：学
習支援を問う－」（論文・単）／『人間福祉学研究』第
10巻第 1号 pp.53-65、関西学院大学人間福祉学部研
究会 2017.12

�「公教育における別々の「教育機会確保」という問題
－1980-90年代岡村達雄の「養護学校義務化」・「不登
校政策」論をてがかりに」（論文・単）／『教育と文化』
第 91号 pp.56-72、教育文化総合研究所 2018.08

【笹塲 育子】
�『科学としてのメンタルトレーニング』（著書・単）／
ナカニシヤ出版 2018.03

【澤田 有希子】
�『「高齢者の暮らしづくりと社会起業」pp.95-109、山
本隆・武田丈編『社会起業を学ぶ：社会を変革するし
ごと』』（著書・共）／関西学院大学出版会 2018.05

�「日本の介護保険制度－制度の仕組みと今後の課題－」
（シンポジウム発表論文・単）／『中日人口老齢化社会
対策国際シンポジウム論文集』pp.46-57、吉林大学・
東北アジア研究センター 2018.09

�「わたしに言わせて！高齢者介護のいま」（コラム・
単）／『KG TODAY』No.301 pp.15、関西学院広報
2018.10

【田原 慎介】
�『第 9章 社会イノベーションは持続するのか？－地

域の多様なステークホルダーと協働「ソーシャル・キ
ャピタルと経営」』（著書・共）／ミネルヴァ書房
2018.11

【武田 丈】
�『社会起業を学ぶ：社会を変革するしごと』（著書・
共）／関西学院出版会 2018.05

�「Participatory action research as an approach to empower-
ment of self-help groups : Facilitatiing social and eco-
nomic reintegration of women migrant workers」（論文・
共）／『Kwansei Gakuin University Social Sciences Re-
view』22巻 pp.1-18、関西学院大学 2018.02

�「関学レインボーウィークを通した多様なセクシュア
リティ尊重のためのソーシャルアクション」（論文・
単）／『Campus Health』55巻 2号 pp.88-93、公益社
団法人全国大学保健管理協会 2018.05

�「日本におけるソーシャルアクションの実践モデル－
『制度からの排除』への対処－」（書評・単）／『地域福
祉研究』46号 pp.152-153、公益財団法人日本済生会
2018.03

�「フェスティバルからソーシャルアクションへ：第 5
回関学レインボーウィークを振り返って」（報告・共）
／『関西学院大学人権研究』22号 pp.55-62、関西学
院大学人権教育研究室 2018.03

�「我が師を語る（平山尚先生）「研究は研究室の中だけ
でやるもんではない！現場からやるもんだ！」」（コラ
ム・単）／『ソーシャルワーク研究』44巻 3号 pp.240
-243、相川書房 2018.10

【山 泰幸】
�『災害レジリエンス－事前復興から安全学を科学する』
（著書・共）／韓国学術情報 2018.01
�「物の哀れをしるより外なし－環境民俗学の認識論－」
（論文・単）／『環境社会学研究』23号 pp.53-66、有
斐閣 2017.12

【山本 隆】
�「英国の貧困と社会的企業」（論文・単）／『人間福祉学
研究』第 10巻第 1号 pp.19-36 関西学院大学人間
福祉学部研究会 2017.12

�『「はじめに」pp.1-7「世界の社会起業」pp.51-67山本
隆・武田丈編『社会起業を学ぶ 社会を変革するしご
と』』（著書・単）／関西学院大学出版会 2018.05

�「子どもの貧困調査と対策の動向」（論文・共）／『賃金
と社会保障』No.1709 pp.47-66（45-66）、旬報社
2018.07

【安田 美予子】
�「ソーシャルワークは組織開発に何をもたらすか？－
社会福祉施設における実践事例のソーシャルワークの
枠組みによる考察－」（論文・単）／『組織開発研究』
第 2号 pp.1-15、OD Network Japan 2018.05
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