
【馬場 幸子】
�『教師のためのスクールソーシャルワーカー入門－連
携・協働のために－』（編書・共）／大修館書店
2019.08

�「養護教諭の語りから見た子どもの貧困と教育支援」
（論文・共）／『学校保健研究』60巻 6号 pp.340-352、
日本学校保健学会 2019.02

�「中国における児童虐待の認識」（論文・共）／『東京学
芸大学紀要 総合教育科学系Ⅱ』70巻 2号 pp.53-
60、東京学芸大学 2019.02

�「スクールソーシャルワーク実践スタンダードを用い
た学習会とスクールソーシャルワーカーの課題意識」
（論文・共）／『学校ソーシャルワーク研究』14号
pp.2-14、日本学校ソーシャルワーク学会 2019.11

【藤井 博志】
�『地域福祉のはじめかた』（編著・単）／ミネルヴァ書
房 2019.11

�「第 8章 地域福祉政策と地域福祉実践」『地域福祉政
策論』（著書・分担執筆）／学文社 2019.11

�「地域福祉実践研究方法の研究のあゆみ」（論文・単）
／『地域福祉実践研究』第 10号 pp.2-7、日本地域福
祉学会 2019.05

�『地域共生社会の実現に向けた社協活動指針』（報告
書・共）／兵庫県社会福祉協議会 2019.03

�「地域の重要課題にどう取り組む」（講演録・単）／『コ
ープともしびボランティア財団第 3次中期計画 2019
～2023』pp.37-57、コープともしびボランティア財団
2019.03

�『コープともしびボランティア財団第 3次中期計画
2019～2023』（報告書・共）／コープともしびボランテ
ィア財団 2019.03

�「地域力強化に取り組む社会福祉協議会の視点」（論
説・単）／『NORMA 社協情報』323号 pp.4-5、全
国社会福祉協議会 2019.01

�「地域福祉ガバナンスをつくる－第 18回 単身社会化
のもとで福祉的な住民自治をつくる」（論文・単）／
『月刊福祉』10月号 pp.78-81、全国社会福祉協議会
2019.01

�「地域福祉のオルタナティブ〈いのちの尊厳〉と〈草
の根民主主義〉からの再構築」（書評・単）／『同志社
社会福祉学』第 32号 pp.125-127、同志社社会福祉
学会 2018.12

【藤井 美和】
�「社会福祉における価値－いのちの視点から」（論文・
単）／『人間福祉学研究』第 11巻第 1号 pp.43-55、
関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.12

�「心に鍬を入れられて 4-① 生きること－苦しみと寄

り添い」（論文・単）／『世の光』第 831号 pp.14-16、
日本バブテスト女性連合 2019.01

�「心に鍬を入れられて 4-② 生きること－苦しみと寄
り添い」（論文・単）／『世の光』第 832号 pp.14-16、
日本バブテスト女性連合 2019.02

�「心に鍬を入れられて 4-③ 生きること－苦しみと寄
り添い」（論文・単）／『世の光』第 833号 pp.14-16、
日本バブテスト女性連合 2019.03

�「「聴く」ことの意味－死生学の立場から－」（論文・
単）／『医療社会福祉研究』第 27巻 pp.1-15、日本医
療社会福祉学会 2019.03

�「死生学にみるグリーフワーク」（論文・単）／『精神療
法』第 45巻第 2号 pp.212-217、金剛出版 2019.04

【ホー サミュエル】
�「Examining the Challenges Concerning Communicative
Competence Within Japan」（論文・単）／『Human Wel-
fare』第 11巻第 1号 pp.173-179、関西学院大学人間
福祉学部研究会 2019.03

�「Impact of Interaction with Foreign Students on L2 Moti-
vation, Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Human
Welfare』第 11巻第 1号 pp.145-159、関西学院大学
人間福祉学部研究会 2019.03

【林 眞帆】
�『21世紀の現代社会福祉用語辞典第 3版（pp.28, 39,
97, 118, 119, 344）』（著書・共）／学文社 2019.06

�「判断能力の不十分な人への意思決定支援に関する現
状と課題－英国意思能力法（MCA 2005）の調査をも
とに－」（論文・共）／『別府大学紀要』第 60号
pp.89-101、別府大学会 2019.02

【平尾 昌也】
�「ソーシャル・ファームによる地域での協働の可能性
とその課題について－認定特定非営利活動法人こむの
事業所と宝塚市社会福祉協議会による協働の事例を通
して－」（論文・単）／『Human Welfare』第 11巻第 11
号 pp.161-171、関西学院大学人間福祉学部研究会
2019.03

�「就労継続支援事業 A 型事業所と地域社会との関わり
に関する研究」（論文・共）／『Human Welfare』第 11
巻第 11号 pp.181-192、関西学院大学人間福祉学部
研究会 2019.03

�「地域共生社会におけるソーシャル・ファームの役割」
（論文・単）／『TOYONAKA ビジョン 22』Vol. 22
pp.22-30、豊中市とよなか都市創造研究所 2019.03

【茨木 正志郎】
�『大学生のためのエッセイライティング入門』（著書・

教員の著書・論文（ABC 順）
（2018. 12～2019. 11）
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共）／南雲堂 2019.04
�『名詞と名詞句－英文法大事典シリーズ第 3巻』（著
書・共）訳／開拓社 2019.11

�「A Corpus-Based Study of Adnominal Adjectives in Old
English」（論文・単）／『言語と文化』22号 pp.15-31、
関西学院大学言語教育センター紀要委員 2019.03

【市瀬 晶子】
�「ソーシャルワークにおける原理・原則」pp.149-160、
木村容子・小原眞知子編著『ソーシャルワーク論』
（著書・共）／ミネルヴァ書房 2019.04

【池埜 聡】
�「災害と家族」pp.194-200、家族心理学会編『家族心
理学ハンドブック』（著書・分担執筆）／金子書房
2019.01

�「マインドフルネスの多様性に呼応する指導者養成の
課題：UCLA Training in Mindfulness Facilitation
（TMF）の経験を踏まえて」（論文・共）／『Human
Welfare』第 11巻第 1号 pp.55-69、関西学院大学人
間福祉学部研究会 2019.03

【生田 正幸】
�「福祉・介護分野の ICT 化・情報化の前途－第 4次産
業革命の時代に－」（論文・単）／『福祉情報研究』第
15号 pp.3-12、日本福祉介護情報学会 2019.07

【今井 小の実】
�「愛国婦人会と社会事業－大正後期の山口支部をフィ
ルターに－」（報告）（論文・単）／『社会事業史学会第
47回大会 報告要旨・論文集』pp.45-57、社会事業史
学会 2019.05

�「保母大嶽節子の死－大正 14年 5月～6月の日誌を通
して－」（論文・単）／『大阪「博愛社」創立 125年の
総合的研究 3（科研成果報告書）』pp.5-57、2019.09

【石川 久展】
�『福祉は誰のために』（著書・共）／へるす出版
2019.08

�「韓国の介護職員の主観的職場環境認識とバーンアウ
トに関する研究」（論文・共）／『人間福祉学研究』第
11巻第 1号 pp.103-116、関西学院大学人間福祉学部
研究 2019.03

�「わが国におけるミクロ・メゾ・マクロソーシャルワ
ーク実践の理論的枠組みに関する一考察」（論文・単）
／『Human Welfare』第 11巻第 1号 pp.25-38、関西
学院大学人間福祉学部研究 2019.03

�「介護職員のバーンアウト要因ついての一考察」（論
文・共）／『Human Welfare』第 11巻第 1号 pp.109-
118、関西学院大学人間福祉学部研究 2019.03

【川島 惠美】
�「社会福祉法人における職員組織の変化と課題～A 保

育所における組織の変化とその要因について～」（論
文・単）／『Human Welfare』第 11 巻第 1 号 pp.85-
96、関西学院大学人間福祉学部研究会 2019.03

�「初年次実践教育において涵養されること その 2～
2016年度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～」（論文・共）／『Human Welfare』第
11巻第 1号 pp.207-216、関西学院大学人間福祉学部
研究会 2019.03

�「保育所の職員組織における組織開発の課題－A 保育
所を事例として－」（論文・単）／『社会福祉組織に変
化を起こす「組織開発」を用いたソーシャルワークの
モデル化の研究：平成 27年度～30年度科学研究費助
成事業基盤研究（C）（研究課題番号：15 K 04001）研
究報告書』pp.83-96、2019.03

【小西 砂千夫】
�『自治体財政健全化法のしくみと運営－制度の詳解と
運用のポイントがわかる』（著書・単）／学陽書房
2019.07

�『K.G. りぶれっと はじめての会計と税務』（著書・
共）／関西学院大学出版会 2019.05

�『社会保障の財政学（改訂版）』（著書・単）／日本経済
評論社 2019.10

�「連載 地方財政法の 70年（9）地方財政法の改正④」
（論文・単）／『地方財務』2018.12
�「連載 地方財政法の 70年（10）地方財政法の改正
⑤」（論文・単）／『地方財務』2019.01

�「“地方行財政”2018年の三大ニュースと 2019年の展
望 財源問題に加え自治体の共同体意識が隠れた論点
なった 1年」（論文・単）／『地方財務』2019.01

�「連載 地方財政法の 70年（11）地方財政法の改正
⑥」（論文・単）／『地方財務』2019.02

�「平成 31年度地方税制改正と地方財政対策－近年にな
い成果を実現」（論文・単）／『地方財務』2019.02

�「北海道市町村と中札内村の経済と財政」（論文・単）
／『産研論集（関西学院大学）』2019.03

�「連載 地方財政法の 70年（12）財政運営の原則と違
反行為への制裁規定（第 1～4条、25・26条）」（論
文・単）／『地方財務』2019.03

�「地方債制度運営の歴史的文脈－財政健全化・金融市
場・再建法制－」（論文・単）／『地方債月報』2019.03

�「地方公営企業法の適用拡大と自治体財政健全化法」
（論文・単）／『月刊公営企業』2019.03
�「連載 地方財政法の 70年（13）年度間調整①（第 4
条の 2～第 4条の 4、第 7条）」（論文・単）／『地方財
務』2019.04

�「平成 31年度地方財政対策と伸び続ける社会保障給付
への対応」（論文・単）／『地方議会人』2019.04

�「昭和、平成、そして令和 地方財政の回顧と展望」
（論文・単）／『全国市議会旬報』2019.04
�「連載 地方財政法の 70年（14）年度間調整②（第 4
条の 2～第 4条の 4、第 7条）」（論文・単）／『地方財
務』2019.05

『Human Welfare』第 12巻第 1号 2020
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�「森林環境税・同譲与税のねらいとその意義」（論文・
単）／『月刊地方税』2019.05

�「連載 地方財政法の 70年（15）割当的寄附の禁止
（第 4条の 5）」（論文・単）／『地方財務』2019.06
�「「地方単独事業（ソフト）の「見える化」に関する検
討会」について」（論文・単）／『地方財務』2019.06

�「連載 地方財政法の 70年（16）地方債等①（第 5条
～第 5条の 8、第 8条）」（論文・単）／『地方財務』
2019.07

�「検討進む、今後の下水道財政のあり方－総務省「下
水道財政のあり方に関する研究会」から」（論文・単）
／『地方財務』2019.07

�「連載 地方財政法の 70年（17）地方債等②（第 5条
～第 5条の 8、第 8条）」（論文・単）／『地方財務』
2019.08

�「基本方針 2019と地方行財政－変わらないようで変化
は常に起きている」（論文・単）／『地方財務』2019.08

�「連載 地方財政法の 70年（18）地方債等③（第 5条
～第 5条の 8、第 8条）」（論文・単）／『地方財務』
2019.09

�「シャウプ勧告 70周年と地方財政－いま、勧告の受容
過程を問う」（論文・単）／『地方財務』2019.09

�「連載 地方財政法の 70年（19）地方債等④（第 5条
～第 5条の 8、第 8条）」（論文・単）／『地方財務』
2019.10

�「連載 地方財政法の 70年（20）地方債等⑤（第 5条
～第 5条の 8、第 8条）」（論文・単）／『地方財務』
2019.11

�「令和 2年度地方財政収支の仮試算と今後の地方財政」
（論文・単）／『地方財務』2019.11
�「奈良モデルの先見性は自然体にある」（評論・単）／
『奈良モデルジャーナル』2019.03
�「2019年度地方税制改正と地方財政対策」（評論・単）
／『i-jamp（オピニオン）』2019.01

�「公会計情報による財政指標と財政担当者の工夫」（評
論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2019.04

�「ふるさと納税と特交減額」（評論・単）／『自治日報』
2019.05

�「北方四島交流訪問事業で色丹島を訪れて」（評論・
単）／『i-jamp（オピニオン）』2019.06

�「骨太方針 2019と当面の地方財政の課題」（評論・単）
／『i-jamp（オピニオン）』2019.07

�「2020年度「仮試算」と地方財政の課題」（評論・単）
／『i-jamp（オピニオン）』2019.09

【松岡 克尚】
�「大学における日本手話教育実施による学生の手話認
識の変化－関西学院大学学生を対象にした調査から
－」（論文・単）／『Human Welfare』第 11巻第 1号
pp.71-83、関西学院大学人間福祉学部研究会 2019.03

【嶺重 淑】
�『イエスから初期キリスト教へ－新約思想とその展開

（pp.133-149）』（著書・共）／LITHON 2019.09
�『聖書（聖書協会共同訳）（翻訳・共）』／日本聖書協会
2018.12

�「イエスは何を語ったのか？（三）」（論文・単）／『キ
リスト教文化』2018秋号 かんよう出版 2018.12

�「父への祈りールカ 11 : 1-13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』20号
pp.1-20、関西学院大学キリスト教と文化研究センタ
ー 2019.03

�「イエスは何を語ったのか？（四）」（論文・単）／『キ
リスト教文化』13号 pp.148-158、かんよう出版出版
2019.06

�「貧しい者への福音－ルカ福音書の中心的使信」（論
文・単）／『ヴィア・メディア（VIA MEDIA）』14号
pp.3-17、ウイリアムス神学館 2019.09

【溝畑 潤】
�「重心動揺図を用いた重心動揺パターンの評価につい
て－小学生の重心動揺パターンと重心動揺値および体
カテストの関係から－」（論文・共）／『大阪体育学研
究』第 58巻 pp.40-50、大阪体育学会 2019.10

【村上 陽子】
�『他者とつながる外国語学習を目指して「外国語学習
のめやす」の導入と活用』（著書・共）／三修社
2019.04

【中野 陽子】
�「第 5章 語彙性判断課題を使った実験」pp.107-131、
『パソコンがあればできる！ことばの実験研究の方法
－容認性調査、読文・産出実験からコーパスまで』
（著書・共）／ひつじ書房 2019.07
�「Morpho-Orthographic Segmentation in Japanese Dead-
jectival Nouns」（論文・共）／『電子情報通信学会技術
研究報告』第 119巻 pp.25-30、電子情報学会
2019.07

�「The Impact of Interaction with Foreign Students on L2
Motivation, Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Hu-
man Welfare』第 11巻第 1号 pp.145-159、関西学院
大学人間福祉学部研究会 2019.03

�『大学生のためのエッセイライティング入門』（著書・
共）／南雲堂 2019.04

【大和 三重】
�『主任介護支援専門員 実務マニュアル改訂版 第 2
版』（著書・共）／兵庫県介護支援専門員協会
2019.03

�「グローバル化時代の日本におけるソーシャルワーク
教育－グローカル・アプローチの勧め－」（論文・単）
／『Human Welfare』第 11巻第 1号 pp.39-53、関西
学院大学人間福祉学部研究会 2019.03
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【大熊 省三】
�「社会起業（長野県産学官連携事業）におけるコーポ
レート・ガバナンス」（論文・単）／『2019年経営行動
研究年報』第 28号 pp.73-77、経営行動研究学会
2019.07

�「域経済を支える中小企業の存続にむけて」（書評・
単）／『Reference Review』65-1号 関西学院大学産業
研究所 2019.10

【坂口 幸弘】
�『喪失学－「ロス後」をどう生きるか？」』（著書・単）
／光文社新書 2019.06

�「認知症の人の家族へのケア －家族が体験する喪
失・悲嘆－」（論文・単）／『看護展望』Vol.44 No.7
pp.20-24、メヂカルフレンド社 2019.06

�「障害をもつ小児の在宅療養におけるレスパイトケア
の利用満足度と課題」（論文・共）／『人間福祉学研究』
第 11巻第 1号 pp.127-136、関西学院大学人間福祉
学部研究会 2018.12

�「睡眠時心拍変動に着目した障害児家族介護者におけ
るレスパイトケア利用効果の評価」（論文・共）／『人
間福祉学研究』第 11巻第 1号 pp.117-126、関西学
院大学人間福祉学部研究会 2018.12

�「国都道府県・政令指定都市における自死遺族支援事
業の実態調査報告」（論文・共）／『自殺予防と危機介
入』39巻 1号 pp.118-123、日本自殺予防学会
2019.03

�「全国都道府県・政令指定都市における自殺・自死の
スティグマを低減するためのアプローチの実態」（論
文・共）／『Human Welfare』第 11巻第 1号 pp.133-
144、関西学院大学人間福祉学部研究会 2019.03

�「犯罪被害による子どもの死が児童期・青年期のきょ
うだいに及ぼす影響の探索」（論文・共）／『死の臨床』
42 巻 1 号 pp. 201-207、日本死の臨床研究会
2019.06

�「小児への訪問看護を実施している訪問看護ステーシ
ョンおよび併設事業所でのレスパイトケアの実施実態
とその関連要因」（論文・共）／『日本看護科学会誌』
39巻 pp.100-107、日本看護科学会 2019.09

�「Investigating associations between pain and complicated
grief symptoms in bereaved Japanese older adults」（論
文・共）／『Aging & Mental Health』doi.org/10.1080/
13607863.2019.1594166 Taylor & Francis 2019.04

【桜井 智恵子】
�「「子どもの貧困」という隠蔽－釜ヶ崎の社会史から、
格差と資本の構図に」（論文・単）／『ボランタリズム
研究』第 3号 pp.11-19、大阪ボランティア協会 ボ
ランタリズム研究所 2018.12

�「なぜ災害は増えているのか？－社会でなにが起こり、
どうつながっているのか」（研究ノート・単）／『ちい
さい・おおきい・よわい・つよい』第 122号 pp.92-
102、ジャパンマシニスト社 2019.01

�「公教育制度は限界状況か－不登校をめぐる状況を中
心に」（論文・単）／『平等と卓越性のバランス政策を
軸とする自律的公設学校の国際比較』平成 27-30年度
科学研究費補助金基盤研究 B 海外学術調査最終報告
書』pp.9-16、2019.03

�「子どもの人権と教師の人権」（研究ノート・単）／『こ
ころの科学』pp.156-160、日本評論社 2019.11

�「自律的な「主体化」という政治的態度－学校はいか
に関わってきたか」（論文・単）／『民意研究委員会報
告書』pp.16-35、教育文化総合研究所 2019.11

【笹塲 育子】
�「試合における実力不発揮状態の改善に及ぼす声がけ
の影響」（論文・共）／『京都滋賀体育学研究』35巻
pp.19-33、京都滋賀体育学会 2019.11

【澤田 有希子】
�「特別養護老人ホームにおけるケアワーカーの看取り
介護の実践と関連要因に関する研究」（論文・共）／
『Human Welfare』第 11巻第 1号 pp.97-108、関西学
院大学人間福祉学部研究会 2019.03

【武田 丈】
�「由奈、てるちゃんのこと、気に入った！」青木理恵
子編『愛の余韻：榎本てる子命の仕事』（著書・分担
執筆）／いのちのことば社 2019.09

�「アクションリサーチ」日本ソーシャルワーク学会監
修『ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック：
実践と研究を結びつけるプロセスと方法』（著書・分
担執筆）／中央法規出版 2019.04

�「福祉の視点からみる豊中多文化共生指針」とよなか
国際交流協会編『地域で支える外国人支援ハンドブッ
ク：大阪・豊中の実践から見えてきたもの』（著書・
分担執筆）／明石書店 2019.03

�「キャンパスにおける多様性尊重にむけてのソーシャ
ルアクション：第 6回関学レインボーウィークを振り
返って」（報告・単）／『関西学院大学人権研究』23号
pp.41-45、関西学院大学人権教育研究室 2019.03

�「関学レインボーウィーク：開催の経緯と目指すとこ
ろ」コラム・単／『礼拝と音楽』183号 pp.34-35、日
本キリスト教団出版局 2019.10

�「関西学院大学の人権教育研究室を中心とした大学の
人権教育の取組」コラム・単／『徳島県人教育通信』
87号 pp.8、徳島人権教育研究協議会 2019.09

�「自然は性の多様性を認めているが、それを否定して
いるのは人間社会だ」コラム・単／『ひょうご人権ジ
ャーナル きずな』pp.4、兵庫県人権啓発協会
2019.02

�「LGBT と社会」コラム・単／『KG TODAY』No.302
pp.11、関西学院広報 2019.02

【山 泰幸】
�『江戸の思想闘争』（著書・単）／角川選書 2019.01
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�「「復興儀礼」とは何か－「制作論的転回」と「復興コ
ミュニティをデザインする知」をめぐって－」（その
他・単）／『現代民俗学研究』11号 pp.87-90、現代民
俗学会 2019.03

【山本 隆】
�『貧困プログラム 行財政計画の視点から』編著・共
／関西学院大学出版会 2019.03

�『貧困ガバナンス論 日本と英国』（著書・単）／晃洋
書房 2019.03

�「貧困ガバナンス論の合理化に関する試論 －福祉政
治学の視点－」（論文・単）／『Human Welfare』第 11
巻第 1号 pp.7-24、関西学院大学人間福祉学部研究
会 2019.03

【安田 美予子】
�「介護付き有料老人ホームにおけるアクションラーニ
ングを用いたチームケア向上のための取り組み」（論
文・単）／『地域ケアリング』Vol.21 No.1 pp.41-45、北
隆館 2019.01

�『社会福祉組織に変化を起こす「組織開発」を用いた
ソーシャルワークのモデル化の研究 平成 27年‐30
年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）
基盤研究（C）（一般）（課題番号 15 K 04001）』（報告
書・共）／2019.03
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