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2012 年３月１日発行

NDSU 資料編纂室
学   内   報

学術往来 （2010 年 12 月〜 2011 年 11 月）

　　⑴　ノートルダム清心女子大学  紀要
　　　　　外国語・外国文学編 紀要 A 編
　　　　　日本語・日本文学編 紀要 B 編
　　　　　文化学編 紀要 C 編
　　　　　人間生活学・児童学・食品栄養学編 紀要 D 編
　　⑵　英語英米文学研究会『Immaculata』 Immaculata

⑶　日本語日本文学会『清心語文』 清心語文
⑷　キリスト教文化研究所『キリスト教文化 キ文研年報
　　研究所年報』
⑸　生活文化研究所『生活文化研究所年報』 生文研年報
⑹　情報理学研究所『情報理学研究所講究録』情理研講究録
⑺　児童臨床研究所『児童臨床研究所年報』 CCI 年報

・氏名は、教授、准教授、講師、助教、助手の順
・番号は区分を表す
　　①著書　　②論文　　③展覧会・演奏会・競技大会等　　
　　④その他（研究発表、学会、研究会、シンポジウム、訳書、訳文、書評、寄稿、講演、講座等）
・掲載事項は、題名、共（共同）、発行所・発表機関等、発表年月の順
・本学関係の出版物の略記

赤松　佳子
①エミリ・ディキンスンの詩における自然―オーロラの観
照―（共）　国文社 『エミリ・ディキンスンの詩の世界』　
11・3　②学位請求論文「ジョン・ダンの修辞を読む」（単） 
広島大学大学院文学研究科　11・4　④講座　『赤毛のアン』
と自然（単）　吉備創生カレッジ公開講座「21 世紀に読む『赤
毛のアン』」第 1 回　於：山陽新聞本社ビル、さん太キャン
パス　11・2　④講座　『赤毛のアン』と成長物語（単）　吉
備創生カレッジ公開講座「21 世紀に読む『赤毛のアン』」第
2 回　於：山陽新聞本社ビル、さん太キャンパス　11・3　
④講座　日本における『赤毛のアン』受容（単）　吉備創生
カレッジ公開講座「21 世紀に読む『赤毛のアン』」第 3 回 
於：山陽新聞本社ビル、さん太キャンパス　11・3　④研
究発表　Examining the Japanese Animation, “Emily, Girl of 
Wind: Emily of New Moon”（単）　Lucy Maud Montgomery 
at Home in Leaskdale: A Centennial Celebration　（The Lycy 
Maud Montgomery Society of Ontario, Leaskdale,　Ontario, 
Canada)　11・10　④講座　死との葛藤から生を見つめる
―英米作家の作品から―（単）　本学公開講座　聖書の
世界 XIX「文学にみる生と死」第 2 回　11・11

足立　萬壽子
②エリザベス・ギャスケル作『クランフォード』に見られ
る民主化への流れ（単）　紀要 A 編第 35 巻第 1 号　11・3 
④寄稿　"Happy Memories of Joan from Masuko Adachi, of 
the Gaskell Society of Japan"（単）　The Gaskell Society: 
Newsletter Spring 2011-- Number 51　11・3　④書評　松
岡光治編『ギャスケルで読むヴィクトリア朝前半の社会と文
化―― 生誕二百年記念』（単）　『ギャスケル論集』第 21 号 
11・8　④講演　英文学の世界（単）　NDSU 高大連携英語講
座　11・1　④講演　女性作家を通して見る英文学（単）　岡
山県高等学校教育研究会英語部会「イングリッシュ・オン・
キャンパス」　11・8　④講演　イギリス小説の鑑賞（単）　
岡山県立勝山高等学校　11・9　④講演　外国語・国際関係
分野での学修内容とイギリス小説（単）　金光学園高等学校　
11・10

梶谷　二郎
② Corneille の Cinna と Grotius の Sophompaneas（単）　 紀
要 A 篇第 35 巻第 1 号　11・3

坂口　真理
②「疑似分裂文の connectivity について」（共）　阪大英文
学会叢書６　『意味と形式のはざま』英宝社　11・4　④
研 究 ノ ー ト　"A Note on the Focus Movement Analysis of 
Japanese Cleft Sentences"（単）　紀要 A 編第５巻第１号　
11・3

広瀬　佳司
①英米文学と戦争の断層（共）　関西大学出版部　11・1
①Yiddish Tradition and Innovation in Modern Jewish 
American Writers（単）　大阪教育図書　11・9　②Michael 
Chabonʼs Wonder Boys:Tradition and Innovation in Comic 
Figure（単）　紀要 A 編第 35 巻第１号　11・3　②ハイム・
クラーデ作「ラビの妻たち」－イディッシュ文学の笑いに見
る批判精神（単）　シュレミール No.10 日本ユダヤ系作家研
究会　11・3　④講演　Jews in Japanese History（単）　ヴィ
クトリア EL シナゴーグ主催講演会　於：カナダ　11・8　
④講演　Jews in Japanese History（単）　世界イディッシュ
語学会　於：デトロイト　11・8　④講演　Gimpel, Singer, 
and Yiddish（単）　世界イディッシュ語学会　於：デトロ
イ ト 11・8　 ④ 講 演　Jews in Nagasaki, Kobe, and Yaotsu

（単）　ユダヤコミュニティ講演会　於：サンフランシスコ 
11・9　④講演　Isaac Singer and his Short Stories（単）　ワ
シントン大学主催講演会　於：シアトル　11・9　④出張講
義　移民の夢の国：文学に見るアメリカの光と影　津山東高
等学校　11・6　④出張講義　アメリカのユダヤ社会と私　
NDSU 高大連携講義　11・11　④出張講義　ユダヤ系アメ
リカ文学と私　福山市立福山高等学校　11・11

福島　富士郎
④研究発表　Telicity と否定（単）　日本エドワード・サピア
協会第 26 回研究発表会　於：北海道大学　11・10

文学部英語英文学科
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藤木　和子
②ブライアン・フリールの『三人姉妹』―言葉の問題を中心
に―（単）　紀要 A 編第 35 巻第 1 号　11・3

伊藤　豊美
②教員免許制度の歴史と教員免許更新制の導入（共）　紀要 C
編第 35 巻第 1 号　11・３　④教員免許更新制Ⅰ（共）　紀
要 C 編第 35 巻第 1 号　11・３　④教員免許更新制Ⅱ（共） 
紀要 C 編第 35 巻第 1 号　11・３　④講演　小学校英語活動
の在り方　岡山市立石井小学校　　11・2　④講演　小学校
英語活動の在り方　備前市立片上小学校　11・1

Robert Waring
①Sequences 1 (2nd Edition)（共）　Cengage Heinle: Boston 
11・ 5　①Sequences 2 (2nd Edition)（共）　Cengage 
Heinle: Boston　11・ 5　 ①Sequences 3 (2nd Edition)

（共）　Cengage Heinle: Boston　11・5　①Sequences 4 
(2nd Edition)（共）　Cengage Heinle: Boston　11・5　①
Sequences 5 (2nd Edition)（共）　Cengage Heinle: Boston 
11・5　①Sequences 1 Teacherʼs Edition (2nd Edition)

（共）　Cengage Heinle: Boston　11・5　①Sequences 
2 Teacherʼs Edition (2nd Edition)（共）　Cengage Heinle: 
Boston　11・5　①Sequences 3 Teacherʼs Edition (2nd 
Edit ion)（共）　Cengage Heinle:  Boston　11・5　①
Sequences 4 Teacherʼs Edition (2nd Edition)（共）　
Cengage Heinle: Boston　11・5　①Sequences 5 Teacherʼs 
Edition (2nd Edition)（共）　Cengage Heinle: Boston　
11・5　①The Stranger（共）　Heinle: Cengage　11・7 
①All about the Music（共）　Heinle: Cengage　11・7 
①The Road to Lucca（共）　Heinle: Cengage　11・7 
①The Angels（共）　Heinle: Cengage　11・7　①Assessing 
Receptive and Productive Vocabulary（共） Lambert 
Academic Publishing: Saarbrucken, Germany　11・11 
④Managing an Extensive Reading program（単）　KAPEE 
conference, Korea　11・1　④Why Extensive Reading 
Doubles Your vocabulary（単）　11・ 1 Keynote speech. 
KAPEE conference, Korea　④Extensive Reading in school 
in Japan（単）　JALT Extensive Reading in Japan, Sig 
Plenary, Okayama University, Okayama　11・2　④
Extensive Reading in English language Teaching（単）　
In Widodo, H. & A. Cirocki (Eds.) Innovation and Creativity 
in ELT methodology. Nova Publishers: New York, 2-14　
11・3　④Graded Readers: Directions and Surprises（単） 
JALT PAN Sig Plenary. Shinshu University, Matsumoto　
11・5　④The inescapable case for Extensive Reading

（単）　KOTESOL Webinar　11・5　④Rugby players 
and fairy stories（単）　JALT PAN Sig Plenary. Shinshu 
University, Matsumoto　11・5　④The Missing piece of 
the puzzle（単）　TESOL Asia, Cebu, Phillippines　11・8　
④The Compass Media Guide to Extensive Reading（単）　
Compass Media, Seoul, Korea　11・8　④What knowledge 
do learners need before starting extensive reading（単） 
Extensive Reading First World Congress, Kyoto　11・9 
④Writing a graded reader - The inside story（単）　
Extensive Reading First World Congress, Kyoto　11・9 
④Introduction to the Extensive Reading Foundation Online 
Self-Placement Test（単）　Extensive Reading First World 
Congress, Kyoto　11・9　④Announcing MoodleReader 
Version 2（単）　Extensive Reading First World Congress, 
Kyoto　11・9　④A Highly-integrated Complex ER/

EL Program: Problems and Prospects（単）　Extensive 
Reading First World Congress, Kyoto　11・9　④Moodle 
for Everyone（単）　ERJ 4.2 Special Online Edition, ER 
Sig in JALT　11・9　④The Culture of the One Correct 
answer - its implications（単）　KOTESOL International 
Conference, Sookmyung University, Seoul. Korea　11・10 
④Story, Story, Story - Writing a great Graded Reader（単）　
JALT International Conference, Tokyo　11・11　④The One 
Correct answer（単）　JALT International Conference, Tokyo 
11・11　④Making Graded Readers - Issues for Authors

（単）　JALT International Conference, Tokyo　11・ 11　④
Balance in Language Teaching（単）　Keynote speech given 
at Jeju SETA　11・11　④Balance in Language Teaching

（単）　Jeju SETA Proceedings, Jeju SETA.　11・11

Carolyn Swierski
② Freud on a Hot Tin Roof（単）　紀要 A 編第 35 巻第 1 号 
11・3　 ④ Pippin（Directed the English Drama Clubʼs 
Winter Show）（単）　presented at NDSU　10・12

高橋　幸子
②Attibution theory, self-efficacy theory, and their role in 
meta-cognitive strategy training in L2 reading.（単）　 紀 要
A 編第 35 巻第 1 号　11・3　②小学校外国語活動教育法の
コースデザイン― 教師としての確固たるビリーフの構築の
ために―（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　④研究発
表　教師としてのビリーフの構築― 学級担任が外国語活動
を指導するために―（共）　第 42 回中国地区英語教育学会　
於：岡山大学　11・6　④研究発表　教師としての確固たる
ビリーフの構築を図るコースデザイン（共）　小学校英語教
育学会第 11 回全国大会（JES）　於：大阪教育大学　11・7 
④研 究 発 表　Developing pre-service  elementary school teacher 
training in a changing Japan.（共）　The 9th Asia TEFL International 
Conference　於：Seoul, Korea　11・07　④研究発表　メタ認
知モニタリングトレーニングが大学生の英語の受容的能力に
与える影響（単）　外国語教育メディア学会（LET）第 51 回
全国研究大会　於：名古屋学院大学　11・8　④研究発表　
メタ認知モニタリングトレーニング：大学生の英語リーディ
ング力に与えた影響（単）　第 37 回　全国英語教育学会　山
形研究大会　於：山形大学　④研究助成等（学外）　「英語の
受動的能力におけるメタ認知ストラテジーの働きとその育成
プラン」（研究代表者）　科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ） 
10 〜　④研究助成等（学外）　「小学校教員養成課程における
外国語活動に対応した教員のビリーフ形成プログラム開発」

（研究分担者）　科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）　11 〜

中村　善雄
①『英米文学と戦争の断層』（共）　関西大学出版部　11・1
①『小学校英語マルチ Tips』（共）　東洋館出版社　11・12 
①『―エッセーでふれる異文化の素顔―「世界を歩く君たち
へ」』（共）　遊行社　11・12　②「ホロコースト映画にみる
逆転の発想と希望としてのユーモア」（単）　Shlemiel No.10 
11・3　④研究ノート　「文学作品にみる文化の断面―色
彩・名称」（単）　I'NEXUS 4　11・3　④研究発表　「Henry 
James の現実感覚と時代認識―写真、広告、消費―」（単） 
ナサニエル・ホーソーン協会関西支部例会　11・3　④研究
発表　「電気のアルケオロジー ― “In the Cage” にみる意識の
変容と想像力」（単）　アメリカ文学会関西支部例会ミニシ
ンポジウム　11・7　④研究発表　「電灯、電信、スペクタ
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クル―ヘンリー・ジェイムズ作品にみるテクノロジーの表象」
（単）　アメリカ文学会全国大会シンポジウム　11・10　④ 
研究助成等（学外）　科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）「19 世 
紀アメリカ文学に及ぼす写真の影響に関する多面的研究」（単）

Kathryn Bowes
②Cultivating Dignity for Women in Okayama, Japan（単） 
SND－Good Works Quarterly Journal（vol.7, #1）　11・6 
②The Fall: Treatments by John Milton and his Twentieth 
Century Son, Philip Pullman（単）　紀要 A 編第 35 巻第 1 号 
11・3

Stephen Shrader
②A different kind of conference:  A day on intercultural 
communication with JII（単）　OnCUE Journal（vol.5 issue 
1）　11・Summer　②An interview with Joseph Shaules（単） 
The Language Teacher（vol.35 no.6）　11・11〜12　④
研究発表　A highly-integrated complex ER/EL program: 
Problems and prospects（共）　Tne First Extensive Reading 
World Congress, Kyoto Sangyo University　11・9　④研究
発表　What do students believe about coursework abroad?

（単）　JALT 37th International Conference, National 
Olympics Memorial Center, Poster session　11・11

Alexis Pusina
④研究発表　Social Justice and Critical Consciousness in the 
University EFL Classroom（単）　Okayama JALT meeting　
11・5

綾目　広治
①有島武郎事典（共）　勉誠出版　10・12　①広島県文学事
典（共）　勉誠出版　10・12　②老いと笑い―内田百閒（単） 

『笑いと創造　第六集　基礎完成篇』勉誠出版　10・12　②
阿片と頽廃と CIA のラオス―『象の白い脚』（単）　「松本清
張研究」第 12 号、北九州市立松本清張記念館　11・3　②
吉行淳之介の文学―性愛のなかの精神（単）　紀要Ｂ編第 35
号　11・3　②柄谷行人『世界史の構造』の批判的解読（単） 

『世界と日本の政治経済の混迷』、御茶の水書房　11・5　②
井上靖・昭和 30 年代の新聞現代小説―不倫で至純な恋愛物
語（単）　「井上靖研究」第 10 号、井上靖研究会　11・9　
②賀川豊彦論―近代日本思想史上における位置（単）　清心
語文第 13 号　11・9　②筒井康隆―「超虚構」の構想と実
践（単）　「国文学　解釈と鑑賞」第 76 巻 9 号　ぎょうせい 
11・9　④新刊紹介　労働者文学会発行『労働者文学』第
66 号（単）　「社会文学」第 33 号　日本社会文学会　11・2 
④新刊紹介　川崎司著『高木壬太郎　その平凡なる生涯を
たどって』（単）　「社会文学」第 33 号　日本社会文学会　
11・2　④書評　小林孝吉『銀河の光・惨劇の闇　西川徹
郎の俳句世界』（単）　「図書新聞」3001 号　図書新聞社　
11・2　④講演　松本清張の文学と魅力―底辺の人間を見る
眼と『砂の器』（単）　放送大学岡山学習センター　11・2　
④寄稿　現代のホラ―小説を読むことー貴志祐介『悪の教典』

（単）　「千年紀文学」91 号　「千年紀文学」の会　11・3　
④寄稿　大震災後のさらなる憂慮と高村薫『新リア王』（単） 

「千年紀文学」92 号　「千年紀文学」の会　11・5　④講演 
賀川豊彦―その独自性と可能性（単）　岡山近代史研究会　
④講演　老いと笑い―内田百閒『阿房列車』の旅（単）　学

びの広場・岡山　11・6　④寄稿　オキナワとフクシマー大
城立裕『普天間よ』から（単）　「千年紀文学」93 号　「千年
紀文学」の会　11・7　④寄稿　反骨の系譜（単）　「きび野」
第 123 号　岡山郷土文化財団　11・9　④寄稿　9.11 から
10 年、3.11 から半年（単）　「千年紀文学」94 号　「千年紀
文学」の会　11・9　④書評　『近代思想社と大正期ナショ
ナリズムの時代』（単）　「日本近代文学」第 85 集　日本近
代文学会　11・10　④書評　馬場重行・佐野正俊編『〈教室〉
の中の村上春樹』（単）11・10　「図書新聞」3038 号　図書
新聞社　④寄稿　登山と映画（単）　「文藝家協會ニュース」
№ 718　日本文藝家協会　11・11　④講演　志賀直哉と太
宰治―エリート意識・レイプ・安心立命（単）　学びの広場・
岡山　11・11　④寄稿　差別と文学と原発―秦重雄『挑発
ある文学史』から（単）　「千年紀文学」95 号　｢千年紀文学」
の会　11・11

尾崎　喜光
①国内地域間コミュニケーション・ギャップの研究―関西方
言と他方言の対照研究―（科研報告書）（共）　私家版・非売
品　11・3　④口頭発表　関西への移住者は関西の言葉をど
う感じているか？―半構造化インタビュー調査とアンケート
調査から―（共）　社会言語科学会第 27 回大会　於：桜美林
大学　　11・3　④口頭発表　道教え場面における補助動詞

「もらう」「いただく」の使用傾向―全国多人数調査と国立国
語研究所「岡崎調査」から―（単）　国立国語研究所研究プ
ロジェクト「多角的アプローチによる現代日本語の動態の解
明」研究会　於：国立国語研究所　11・4　④コメント記事 

「ら抜き」―道民は多数派―　『北海道新聞』　11・9　④研
究・教育紹介記事　岡山弁の象徴消えゆく？―「でーこんてー
てーて」ノートルダム清心女子大・尾崎教授ら調査―　『山陽
新聞』　11・9　④リレーエッセイ　デーコンテーテーテ（単） 

「ノートルダム清心女子大学日本語日本文学科リレーエッセ
イ（Web）」　11・9

片岡　智子
④研究発表　吉備の中山と四つの一の宮（単）　平成 23 年度
社叢学会・分科会　於：ホテルメッツかまくら会議室　11・
5　④講演　正宗敦夫翁の学問─古典籍憧憬と先見性─（単） 
特別展「正宗家の学問と芸術」関連　於：吉備路文学館北泉
ホール　11・12　④実行委員　第 15 回　岡山県留学生日本
語弁論大会　WFWP 留学生日本語弁論大会実行委員会　於：
岡山県生涯学習センター　11・10

神原　俊治
④リレーエッセイ　県立図書館と市立図書館（単）　日文読
本 2012　日本語日本文学科　11・6　

佐野　榮輝
③展覧会　篆刻作品「観象玩辞」（易経）7.0 ×7.0㎝（単）　
第 11 回扶桑印社展　東京セントラル美術館　11・4　③展
覧会　篆刻作品「不易流行」（去来抄）　7.5 × 7.5㎝（単）・「更
参三十年」（碧巌録）　7.5 × 7.5㎝（単）　第 63 回毎日書道展 
東京展：国立新美術館　11・7（前期展）、中国展：広島県
立美術館　11・8

山根　知子
②坪田譲治　作品の舞台―坪田本家―（単）　紀要Ｂ編第 35

文学部日本語日本文学科
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巻第１号　11・3　②宮澤トシの卒業証書（単）　成瀬記念
館　11・7　④研究発表　宮澤賢治「或る心理学的な仕事の
仕度」について― 科学より信仰への橋梁―（単）　国際日本
文化研究センター　11・1　④研究発表　宮沢賢治　散文作
品における創作の原点をめぐって― 心理学との接点―（単） 
中四国宮沢賢治研究会　於：ノートルダム清心女子大学　
11・3　④寄稿　特集の評価と展望（単）　日本児童文学者協
会『日本児童文学』（第 57 巻第１号）　11・2　④寄稿　岡
山の未来に夢を（単）　『山陽新聞』山陽新聞社　11・2　④
寄稿　思い出と「心の地図」（単）　『山陽新聞』山陽新聞社 
11・4　④寄稿　宮沢トシ　入学時の心―新資料から―（単） 

『桜楓新報』日本女子大学教育文化振興桜楓会　11・5　④
選者選後評　登場人物の心を摑むことを大切に（単）　おか
やましみんのどうわ 2011　11・2

大滝　一登
②高等学校における国語表現指導の可能性と課題－高大連携
授業でのディベート指導を例として―（単）　紀要 B 編第 35
巻第 1 号　11・3　②高等学校国語教科書にみられる単元観
に関する一考察―現行「国語総合」教科書における現代文
教材単元を中心に―（単）　中国四国教育学会　教育学研究
紀要（CD-ROM 版）第 56 巻　11・3　②「理解」と「表現」
をつなぐ「思考力」の育成（単）　明治書院　日本語学（2011
年 8 月号）　11・8　④研究発表　高等学校国語教科書の単
元設定に関する考察―1960 年代における「現代国語」教科
書を中心に―（単）　第 120 回全国大学国語教育学会京都大
会　於：京都教育大学　11・5　④研究発表　高等学校国語
教科書の単元設定に関する考察（2）―1960 年代「現代国語」
教科書カリキュラムの学力構造を中心に―（単）　第 121 回
全国大学国語教育学会高知大会　於：高知大学教育学部　
11・10　④研究発表　高等学校国語教科書の単元設定に関
する考察（3）―導入単元にみる 1960 年代「現代国語」教科
書カリキュラムの特徴―（単）　中国四国教育学会第 63 回大
会　於：広島大学教育学部　11・11　④講演・講話　学校
図書館活性化の視点―成功例から学ぶ―（単）　岡山県高等
学校教育研究会学校図書館部会美作支部主催・第 2 回研究
協議会講演　於：岡山県美作高等学校 10・12　④講演・講
話　言語活動の充実に向けて（単）　鳥取県教育センター教
育セミナー・平成 22 年度スーパーバイザー事業研究発表大
会講演　於：鳥取県教育センター　11・1　④講演・講話　
授業力向上をめざして（単）　岡山県立倉敷南高等学校講演
会　於：岡山県立倉敷南高等学校　11・3　④講演・講話　
各教科等における言語活動の充実に向けて（単）　文部科学
省・独立行政法人教員研修センター主催・平成 23 年度国語
力向上指導者養成研修・西部ブロック　於：福岡国際会議場 
11・7　④講演・講話　各教科等における言語活動の充実（単） 
鳥取県教育センター教育セミナー・平成 23 年度スーパーバ
イザー事業発表会講演　於：鳥取県立倉吉体育文化会館　
11・8　④講演・講話　言語活動の充実をめざした授業改善
のあり方―小中連携の視点を含めて―（単）　船岡中学校区
授業研究会　於：八頭町立船岡中学校　11・10　④指導・
助言　岡山県立倉敷南高等学校学校評議員会（単）　学校評
議員会及び学校関係者評価委員会　於：岡山県立倉敷南高等
学校　10・12、11・3、7　④指導・助言　鳥取県教育センター
スーパーバイザーによる学校支援事業・校内研究会（鳥取県
教育委員会）（単）　鳥取県教育センタースーパーバイザー
事業校内研究会　於：米子市立東山中学校　11・1　④指導・
助言　鳥取県教育センタースーパーバイザーによる学校支援
事業・校内研究会（鳥取県教育委員会）（単）　鳥取県教育
センタースーパーバイザー事業校内研究会　於：八頭町立船
岡中学校　11・5、6、10　④指導・助言　鳥取県教育セン

タースーパーバイザーによる学校支援事業・校内研究会（鳥
取県教育委員会）（単）　鳥取県教育センタースーパーバイ
ザー事業校内研究会　於：米子市立湊山中学校　11・6　④
指導・助言　高等学校教科指導パワーアップ事業・公開授業

（岡山県教育委員会）（単）　高等学校教科指導パワーアップ
事業・倉敷南高等学校公開授業　於：岡山県立倉敷南高等学
校　11・6、11　④指導・助言　岡山県高等学校弁論大会（岡
山県高等学校芸術文化連盟）（単）　第 20 回岡山県高等学校
弁論大会　於：岡山県立高松農業高等学校　11・10　④指
導・助言　公開授業研究会（岡山県立岡山御津高等学校）（単） 
平成 23 年度第 2 回公開授業研究会　於：岡山県立岡山御津
高等学校　11・11

新美　哲彦
①『正宗敦夫収集善本叢書』第 1 期第 3 巻『休聞抄』１（共） 
武蔵野書院　11・5　①『正宗敦夫収集善本叢書』第 1 期第
4 巻『休聞抄』２（共）　武蔵野書院　11・10　①後京極殿
御自歌合・慈鎮和尚自歌合　全注釈（共）　勉誠出版　11・
11　②別冊『奥入』諸本の整理と特徴（単）　『源氏物語の展
望』第十輯　三弥井書店　11・9　②定家『奥入』の諸問題

（単）　『中世の学芸と古典注釈』竹林舎　11・9　④発表　
『奥入』諸本とその問題点（単）　第 23 回古典研究会　10・
12　④講演　文化の「伝統」と引用（単）　総社市日本語教
室文化講座・文化庁委託事業「生活者としての外国人のため
の日本語教育事業」　11・9

木下　華子
②東山御文庫蔵『古今和歌秘密之切紙廿六』について（単）　
東京大学史料編纂所研究成果報告 2009-4「目録学の構築と古
典学の再生─天皇家・公家文庫の実態復元と伝統的知識体系
の解明─」　11・3　④研究発表　『方丈記』が我が身を語る
方法─『法門百首』『源氏物語』『紫式部日記』のことなど―（単） 

「大福光寺本「方丈記」を中心とした鴨長明作品の文献学的
研究」研究会　11・6　④研究発表　『方丈記』の一方法─我
が身をめぐる表現について―（単）　本学日本語日本文学会第
14 回大会　11・7　④新刊紹介　「古事談抄全釈」浅見和彦、
伊東玉美、内田澪子、蔦尾和宏、松本麻子 編「新注古事談」
浅見和彦、伊東玉美  責任編集（単）　「成蹊国文」44　11・3

藤川　玲満
②『信長記拾遺』考（単）　『国文』114　お茶の水女子大学
国語国文学会　10・12　②国立国会図書館蔵『川路高子日記』
―翻刻と解題および人名索引―（共）　『成蹊人文研究』19　
成蹊大学大学院文学研究科　11・3　②三居庵古音著『俳諧
実語教』解説と翻刻（単）　『清心語文』13　11・9　④研究
助成等（学外）　科学研究費補助金（研究活動スタート支援）
秋里籬島を中心とする、近世中期上方の文学と出版に関する
研究（単）　10・10 〜（継続中）

小嶋　博巳
④研究発表　六十六部の巡礼地（単）　京都大学地域研究情
報統合センター　11・3　④研究発表　ノートルダム清心女
子大学蔵『廻国供養絵巻』について（単）　岡山民俗学会研究
発表大会　11・4　④研究発表　廻国供養塔から見えてくる
もの―とくに渡世六部の活動をめぐって―（単）　日本宗教
民俗学会例会　11・12　④講演　六十六部と巡礼研究（単） 
愛媛大学人文学会　11・5

文学部現代社会学科
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八重樫　直比古
①日本書紀の謎と聖徳太子（共）　平凡社　11・6　②康僧会
訳『六度集経』第 70 節「殺竜済一国経」をめぐる覚書（単） 
紀要 C 編第 35 巻 1 号　11・3

河合　保生
②教員免許制度の歴史と教員免許更新制の導入（共）　紀要
C 編第 35 巻第 1 号　11・3　②教員免許更新制Ⅰ―本学実
施の更新講習―（共）　紀要 C 編第 35 巻第 1 号　11・3　②
教員免許更新制Ⅱ―本学実施の免許更新講習が求められてい
ること―（共）　紀要 C 編第 35 巻第 1 号　11・3　②中等教
育における学習指導要領の改訂と教育課程―社会科・地理歴
史科を中心に―（単）　諸課程年報第 8 号　11・3　④講演 
香川県高等学校教育研究会地理部会講演（単）　香川県高等
学校教育研究会地理部会主催　11・6　④研修講座講師　鳥
取県教育センター研修講座講師　動態地誌的な学習を活かし
た地域調査（単）　鳥取県教育センター主催　11・9　④指導・
助言　授業力向上のための外部評価委員（単）　於：岡山県
立岡山操山中学校・高等学校　11・10、11・11

紺谷　亮一
②トルコ共和国カイセリ県一般調査（KAYAP）概報―第３
次調査（2010 年）と過去３シーズンのまとめ―　岡山市立
オリエント美術館研究紀要（共）　岡山市立オリエント美術
館　11・1　②ヒッタイト文化の起源を探る―トルコ共和
国カイセリ県一般調査（KAYAP）、第３次調査（2010 年）　
考古学が語るオリエント：第 18 回西アジア発掘調査報告
会報告集（共）　日本西アジア考古学会　11・3　②Kayseri 
Arkeolojik Yuzey Arastirmalari Projesi (KAYAP) 2009 
Yili Calismalari Sonuc Raporu”, 28. Arastirma Sonuclari 
Toplantisi 3: 409-428.（共）　Republic of Turkey-Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate for Cultural 
Heritage and Museums　11・5　④学会発表　Kayseri 
Arkeolojik Arastirmasi Projesi 2010　32nd  International 
Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry. 
Republic of Turkey-Ministry of Culture and Tourism General 
Directorate for Cultural Heritage and Museum. Malatya 
(23-27 May)（単）　Republic of Turkey-Ministry of Culture 
and Tourism General Directorate for Cultural Heritage and 
Museums　11・5　④ポスター発表　トルコ共和国カイセリ
県一般調査（共）　（社）日本オリエント学会　於：本学　11・
11　④学会開催・大会実行委員長　第 53 回日本オリエント
学会大会　（社）日本オリエント学会　於：本学　11・11　
④公開講座　考古学の世界：ヒッタイトの起源に迫る　本学
公開講座　11・6、7　④特別講演会　4000 年前の新たなる
交易都市の発見！イキテペ遺跡　岡山市立オリエント美術館 
11・12　④調査　アンカラ大学キュルテペ遺跡発掘調査（隊
員）、カイセリ県一般調査（フィールドディレクター）として
参加　11・8、9　④研究助成等（学内）　本学学内助成金　
2011 年度　キュルテペ遺跡女神像の出土状況の 3D 化　―
ハッティ文化終焉の一段面―　11・1　④企画展　古代都市
カニシュ、キュルテペ遺跡の周辺―トルコ共和国カイセリ県
遺跡調査プロジェクト（KAYAP）―（共）　於：岡山市立オリ
エント美術館　11・11

鈴木　真
②「清朝康煕年間の皇位継承者問題と旗王・権門の動向」（単） 

『史学雑誌』第 120 編第 1 号、1 〜 35 頁　11・1　④史料
解題「『清代起居注冊 康煕朝』」（単）　『満族史研究』第 9 号、

51 〜 54 頁　10・12　④研究報告「清朝前半期の鑲藍旗旗
王家」（単）　第 47 回社会文化史学会大会　於：筑波大学春
日キャンパス　11・7　④市民講座　「清朝の歴史と満洲人」

（単）　吉備創生カレッジ歴史講座　於：山陽新聞社本社ビル 
11・4 〜 5　④研究助成等（学外）　平成 23 年度・文部科学
省科学研究費補助金（若手研究 B・研究代表者）「清朝康煕
年間における旗王権力と皇位継承問題に関する研究」（継続）

轟木　広太郎
①『戦うことと裁くこと―中世フランスの紛争・権力・真理―』

（単）　昭和堂　11・3　②科学研究費報告書「ルイ 6 世と紛
争―シュジェの国王伝を中心に―」（単）　『中・近世ヨーロッ
パにおけるコミュニケーションと紛争・秩序』科学研究費補
助金・基盤研究 A 　代表：服部良久　成果報告書Ⅰ　11・3 
④研究会発表　「フィリップ・オーギュストと紛争」（単）　『中・
近世ヨーロッパにおけるコミュニケーションと紛争・秩序』
科学研究費補助金・基盤研究 A 　代表：服部良久　11・3

二階堂　裕子
④書評　島村恭則『〈生きる方法〉の民俗誌―朝鮮系住民集
住地域の民俗学的研究』（単）　こりあんコミュニティ研究
会『コリアンコミュニティ研究』vol.2　11・7　④報告書　
沖縄の県民性と U ターン（単）　平成 19 年度〜平成 21 年度
科学研究費補助金（基盤研究（B））研究成果報告書『那覇都
市圏の過剰都市化に関する社会学的研究』（研究代表者：谷
富夫）　11・5　④学会報告　大災害の被災経験とエスニッ
ク・グループ間の関係―阪神・淡路大震災発生から 15 年目
の検証―（単）　地域社会学会第 36 回大会　於：山口大学　
11・5　④研究会報告　多文化共生の可能性―大阪市生野区
と神戸市中央区の取り組みから―（単）　西宮市議会議員有
志研究会　於：西宮市役所　11・6

藤實　久美子
①近世公家名鑑編年集成 16（共）　柊風舎　11・6　①近世
公家名鑑編年集成 17（共）　柊風舎　11・7　①近世公家名
鑑編年集成 18（共）　柊風舎　11・8　①近世公家名鑑編年
集成 19（共）　柊風舎　11・9　①近世公家名鑑編年集成 20

（共）　柊風舎　11・11　②江戸書物問屋の仲間株について
―出版界の秩序化―（単）　『18 世紀日本の文化状況と国際
環境』思文閣出版　11・8　④出張授業　武鑑を読む―書誌
学の世界―（単）　岡山城東高校　11・5　④研究発表　江
戸文化と木版刊行物―作成工房の様相から流通と顧客まで―

（単）　共同研究「徳川社会と日本の近代化―17 〜 19 世紀
における日本の文化状況と国際環境―」　於：国際日本文化
研究センター　11・8　④研究助成（学外）　平成 21 年度科
学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））「黒川家旧蔵資料を通して
見た江戸期知識層の形成と知識流通に関する研究」（研究代
表者　廣嶋進氏）研究分担者　09・4 〜　④研究助成（学外）
　平成 22 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））「『太政
官日誌』を対象にした史料学の構築と戊辰戦争期の社会文化
論に関する学際的研究」（研究代表者　藤實久美子）10・4
〜　④研究助成（学外）　平成 22 年度科学研究費補助金（基
盤研究（Ｃ））「近世・近代における大名・華族家資料群に関
する基礎的研究―榊原家を中心に―」（研究代表者　浅倉有
子氏）研究分担者　10・4 〜

山下　美紀
②「現代日本における子どもの『生きづらさ』に関する実証
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研究」（単）　学位（論文博士）論文　11・3　④研究発表　「現
代日本における子どもの『生きづらさ』の実態と構造」（単） 
第 84 回日本社会学会大会　11・9　④研究発表　「性別によ
る『生きづらさ』感知の違いに関する一考察」（単）　第 58
回日本家政学会　中国・四国支部研究発表会　11・10　④
講座　「子どもたちの心の健康」（単）　本学公開講座　11・
6　④報告書　「男女共同参画に関する市民意識・実態調査報
告書」（共）　岡山市　11・3

中山　ちなみ
②女子大学生の友人関係における「回避志向性」の意味─信
頼に基づく「思いやり」形成の可能性─（単）　紀要 C 編第
35巻第 1 号　11・3

濱西　栄司
②「新しい社会的リスクをめぐるアクター連関と場の転換―
フォーラム A を中心とするネットワークと新政権の政治シ
ステム―」（単）　『次世代研究』（京都大学 GCOE）第 53 号 
11・2　②「自律スペースの現在と〈調整〉―国際サミット時
のローマ・コペンハーゲンと日本―」（単）　『インパクショ
ン 』 第 178 号　11・2　 ④ 翻 訳　『 経 験 の 社 会 学 』（ 原 著
Dubet, F., 1994, Sociologie de l'exp rience, Seuil）（共）　 新
泉社　11・2　④学会報告　「サミット・プロテストをめぐ
るアクターの経験とメカニズム」（単）　日本社会学会第 84
回大会　於：関西大学　11・9　④学会発表　「都市・若者
の自律スペースとその背景」（単）　日本都市社会学会第 29
回大会　於：新潟大学　11・9　④シンポジウム　「小林報
告に対する社会学からのコメント」（単）　大阪大学 GCOE 他
共催「震災後の社会を考える（１）：原子力と社会」　於：高
槻市富田ふれあい文化センター大ホール　11・4　④研究発
表　「ソーシャル・ガヴァナンスと国際比較」（単）　京都大
学 GCOE「親密圏と公共圏の再編成を目指すアジア拠点」・
次世代ユニット「ソーシャル・ガヴァナンスと国際比較」研
究会　10・12　④研究発表　「日本型ソーシャル・ガヴァナ
ンスの行方―「新しい公共」と「社会的包摂」をめぐるアクター
連関―」（単）　京都大学 GCOE「親密圏と公共圏の再編成を
目指すアジア拠点」研究成果報告会　於：京都大学　11・2
④研究発表　「新しいグローバル運動に関する解釈／説明枠
組みの構築」（単）　 科研（基盤 B）「グローバル社会運動の
発生と展開：2008 年洞爺湖 G8 サミット国際市民運動を通
して」研究会　於：伊藤市観光協会　11・3　④研究発表　

「新しい説明枠組みの検証：アクター連関レベル」（単）　 科
研（基盤 B）「グローバル社会運動の発生と展開：2008 年
洞爺湖 G8 サミット国際市民運動を通して」研究会　於：上
智大学　11・4　④研究発表　「脱近代化と公共圏」（単）　
京都大学 GCOE・国際共同研究プロジェクト　「モダニティ
論からみた公共圏の理論的検討」研究会　於：京都大学「モ
ダニティ論からみた公共圏の理論的検討」研究会　於：京
都大学　11・6　④研究発表　「後期トゥレーヌの脱近代化
論―親密圏を核とする近代／近代化論への寄与―」（単）　
京都大学 GCOE「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア
拠点」・国際共同研究プロジェクト「モダニティ論からみ
た公共圏の理論的検討」研究会　於：京都大学　11・10　
④研究助成等（学外）　京都大学 GCOE 次世代ユニット助成
費「ソーシャル・ガヴァナンスと国際比較」（代表）（共）　
10・4 〜 11・3　④研究助成等（学外）　科研（研究活動ス
タート支援：新規）「サミット・プロテストとアクター連関：
ネットワークの数量分析とアクションの空間」（代表）（単） 
11・10 〜 12・3　 ④ 研 究 助 成 等（ 学 外）　International 
Sociological Associationの研究助成、Research Committee 

47（secretary）（共）　10・7 〜 14・6　④研究助成等（学外） 
International Sociological Association の研究助成、New Cultural 
Frontiers 刊行・運営（co-editor）（共）　10・7 〜継続

上田　恭嗣
①郷土の建築家薬師寺主計の倉敷における建築活動－近代
の倉敷絹織株式会社本社工場の創設と建築思想に関する研究
－（単）　福武学術文化振興財団　11・3　②建築家薬師寺
主計の研究　その16 倉敷絹織株式会社本社工場の創設期に
おける建築活動について（単）　日本建築学会中国支部研究
報告集第 34 巻　11・3　②建築家薬師寺主計の研究　その
17 無為堂の建築意匠について（単）　日本建築学会大会学術
梗概集　建築歴史・意匠　11・8　④講演　大原美術館ワー
クショップ「建築探訪」（単）　大原美術館主催　於：旧大
原家別邸　新渓園　11・2　④講演　福武学術文化振興財団
研究助成発表会「郷土の建築家薬師寺主計の倉敷における建
築活動－近代の倉敷絹織株式会社本社工場の創設と建築思
想に関する研究－」（単）　福武学術文化振興財団主催　於：
サンポートホール高松　11・5　④講演　岡山市防災まちづ
くり学校「新しいまちづくり地域づくり」（単）　岡山市主
催　於：岡山ふれあいセンター　11・11　④講演　岡山近
代建築研究会　「無為村荘の建築について」（単）　日本建築
学会岡山支所　於：岡山県立図書館　11・12

小川　賢一
①大学生のための研究ハンドブック－よくわかるレポー
ト・論文の書き方－（共）　大学教育出版　本学人間生活学
科編　11・4　④定期刊行物　伝統的な鴨猟①（単）　（財）
武蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のたよ
り No.487　④定期刊行物　伝統的な鴨猟②（単）　（財）武
蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のたより
No.488　10・12　④定期刊行物　縁起をかつぐ御節料理

（単）　（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　
自然のたより No.489　11・1　④定期刊行物　ヒイラギ（単） 

（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のた
より No.490　11・1　④定期刊行物　タンポポ白書①在来
種の危機（単）　（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動セ
ンター　自然のたより No.495　11・4　④定期刊行物　タ
ンポポ白書②花を訪れる虫たち（単）　（財）武蔵野生涯学習
振興事業団野外活動センター　自然のたより No.496  11・4 
④定期刊行物  田んぼの自然①農作業と生きもの（単）  （財）武
蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のたより No.497 
11・5　④定期刊行物　田んぼの自然②植物（単）　（財）武
蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のたより
No.498　11・5　④定期刊行物　ヒマワリ白書①名前・花・
種子（単）　（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動セン
ター　自然のたより No.503　11・8　④定期刊行物　ヒマ
ワリ白書②日回りしない花（単）　（財）武蔵野生涯学習振興
事業団野外活動センター　自然のたより No.504　11・8

加藤　正春
④研究ノート　折口信夫と島袋源七の国頭の旅－シヌグと
の関連で－（単）　民俗文化研究第 11 号民俗文化研究所刊
行　11・1

葛生　栄二郎
①ケアと尊厳の倫理（単）　法律文化社　11・2　①平和と人

人間生活学部人間生活学科
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権の憲法学（共）　法律文化社　11・３

杉山　博昭
①福祉文化学の源流と前進（共）　11・9　明石書店　②山
口県宇部市における炭鉱と保育所（単）　地域社会福祉史研究
第４号　11・3　②秋田における聖心愛子会による社会事業

（単）　東北社会福祉史研究第 29 号　11・3　②山口県にお
ける方面委員と軍事援護（単）　中国四国社会福祉史研究第
10 号　11・7　②地域社会福祉史研究の意義と課題（単）　
社会事業史研究第 40 号　11・9　④研究発表　山口県勤務
時の田子一民（単）　2011 年度地域社会福祉史研究会連絡協
議会　於：淑徳大学　11・11　④書評　細井勇著『石井十
次と岡山孤児院－近代日本と慈善事業－』（単）　キリスト
教社会問題研究第 59 号　10・12　④書評　河野勝行著『肢
体不自由児教育の出発－大阪府立養護学校の草創と開拓者
たち－』（単）　総合社会福祉研究第 38 号　11・3

水谷　節子
①大学生のための研究ハンドブックーよくわかるレポート・
論文の書き方－（共）　株式会社大学教育出版　11・4　②
高校生の生活習慣と自覚症及び抑うつ傾向との関連（共）　
学校保健研究第 53 巻第 2 号　11・6　②医療従事者の消費
者参加を醸成する消費者教育（共）　日本消費者教育学会誌第
31 巻　11・9　④研究発表　医療安全に関する消費者教育
の可能性－医療相談支援体制の現状把握－（共）　日本消費
者教育学会中国・四国支部　第 27 回研究発表会　11・6　
④研究発表　消費者の権利と責任に関する新たな展開へ－
授業実践パッケージの開発提案－（共）　日本消費者教育学
会中国・四国支部第 27 回研究発表会　11・6　④研究発表 
学校における生活支援事例の生活経営学的一考察（共）　日本
家政学会中国・四国支部第 58 回大会　11・10　④研究発
表　医療安全に関する消費者教育の可能性－「患者の権利
と責任」の観点から（共）　日本消費者教育学会第 31 回全国
大会　11・10　④研究発表　消費者の権利と責任に関する
新たな展開へ－授業実践パッケージの開発提案－（共）　日
本消費者教育学会 第 31 回全国大会　11・10　④寄稿　医
療安全に関する消費者教育の可能性－医療相談支援体制の
現状把握－（共）　日本消費者教育学会中国・四国支部会報
Vol.19　11・7　④寄稿　消費者の権利と責任に関する新た
な展開へ－授業実践パッケージの開発提案－（共）　日本消
費者教育学会中国・四国支部会報 Vol.19　11・7

阪本　恭子
①世界の出産（共）　勉誠出版　11・3　①大学生のための研
究ハンドブック―よくわかるレポート・論文の書き方（共） 
大学教育出版　11・4　本学人間生活学科編　④講座　笠岡
市教育委員会・人権教育指導者養成講座　於：岡山県・笠岡
市民会館　11・8

中川　敦子
①大学性のための研究ハンドブック　よくわかるレポート ･ 論
文の書き方（共）　大学教育出版　本学人間生活学科編　11・
4　②通学時における学校制服の着用と化粧行動に関する研究
－女子大生の高校在学時における実態及び意識調査を中心と
して－（単）　家庭科教育実践研究誌第10号　11・2　④研究

（口頭）発表　制服の着崩しに関する階層構造分析法を用いた
教材化の試み（単）　日本衣服学会第 63 回（平成 23 年度）年
次大会　総会並びに研究発表会　於：金城学院大学 11・11

山本　幾子
①大学生のための研究ハンドブック―よくわかるレポート ･
論文の書き方―（共）　大学教育出版　編：人間生活学科　
11・4　④指導助言　「衣生活 ･ 住生活の自立」に関する授
業（単）　岡山県中学校教育研究会技術 ･ 家庭部会　岡山部
会公開授業於：岡山市立京山中学校　11・3

髙尾　肇
④講演　「介護支援専門員の倫理」（単）　岡山県　於：JA 岡
山　11・06　④講演　「介護支援専門員の倫理」（単）　岡
山県キャリア形成訪問指導事業　於：岡山市中区　事業所　
11・07　④講演　「福祉とボランティア」（単）　倉敷市保健
所　11・07　④講演　「判断能力の低下した人の支援」（単） 
岡山県キャリア形成訪問指導事業　於：岡山市東区　事業所 
11・07　④講演　「ケアマネジメントのプロセスと基本的考
え方」（単）　岡山県・岡山県介護支援専門員協会　於：JA
岡山　11・11　④講演　「介護支援専門員の倫理」（単）　
岡山県・岡山県介護支援専門員協会　於：三光荘　11・11

濱﨑　絵梨
④講師　実習スーパービジョン論（単）　社会福祉士実習指
導者講習会　於：川崎医療福祉大学　11・10

石原　金由
②本学学生の睡眠及び健康調査報告（共）　CCI 年報 23 号　
10・12　④学会発表　視覚的呈示によるステレオタイプの
活性と抑制（共）　岡山心理学会第 59 回大会　於：環太平洋
大学　10・12　④学会発表　睡眠の位相及び不規則性が心
身の健康に及ぼす影響（単）　日本睡眠学会第 36 回定期学術
集会　於：京都国際会議場　11・10　④講演　みんなで取
り組もう！早寝早起き朝ごはん　玉野市立八浜小学校　10・
12　④講演　目ざめすっきり元気もりもり西阿知っ子：生
活リズムと健康　倉敷市立西阿知小学校　10・12　④講演 
子どもの睡眠と健康―ねむりのひみつ―　倉敷市立玉島小学
校　11・2　④講演　早寝をしよう〜テレビやゲームの時間
を見直し生活リズムを整えよう〜　赤磐市立桜が丘小学校　
11・11　④講演　現代人の睡眠とその問題点　倉敷市立美
術館　11・11

稲森　義雄
①ストレス科学事典（共）　実務教育出版　11・6　②バイオ
フィードバックとは：定義をめぐる諸問題（指定発言）（単） 
バイオフィードバック研究 38 巻　11・10　④学会発表　医
学教育における傾聴トレーニングの実施効果（2）―主観的・
客観的測度による縦断的・横断的考察―（共）　日本心理学
会第 75 回大会　11・9　④学会発表　心理学検定について

（単）　日本テスト学会第 9 回大会　企画セッション：「検定」
の今とこれから　11・9　④資料　編集後記（単）　生理心理
学と精神生理学 28 巻　10・12　④資料　情動の心理学（共） 
平成 23 年度兵庫県指定自動車教習所協会現任職員法定講習
資料　11・6

片山　裕之
③展覧会　「ある風景 2010 Ⅰ」油絵 F150 号、「ある風景
2010 Ⅱ」油絵 F150 号、「ある風景 2010 Ⅲ」油絵 F150 号、「あ
る風景 2010A」油絵 S50 号、「ある風景 2010B」油絵 F50 号、

人間生活学部児童学科
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「ある風景 2010C」油絵 F50 号　第 40 回キャルド・ファイ
ブ展　岡山県天神山プラザ　11・1　③展覧会　「ある風景
2010」油絵 S50 号　第 64 回関西新制作展　兵庫県立美術
館　11・5　③展覧会　「ある風景」油絵 S50 号　第 62 回
岡山県美術展　岡山県立美術館　11・9　③展覧会　「ある
風景 2011 Ⅲ」油絵 F150 号　第 75 回新制作展　国立新美
術館　11・9　③展覧会　「ある風景」油絵 S50 号　備前市
美術展　備前市市民センター　11・10　④講座　本学公開
講座「石膏デッサンを楽しむＸ」　11・10

熊澤　住子
①こどもたちへメッセージ 2011－2（共）　河合楽器製作所・
出版部　11・4　③作曲　混声合唱組曲「くす若葉」　北村
昭メモリアルコンサート　於：旧奏楽堂　11・5　③作曲　
ソプラノとピアノのための「花のうた」　中国・四国の作曲
家 2011in 広島〜平和と祈りのメッセージ〜　於：アステー
ルプラザ　11・5　③作曲・演奏　ピアノ曲「水あそび」　
アジア音楽祭 2011　ピアノコンサート「こどもたちへ」　於：
文京シビックホール　11・7　③作曲　歌曲「はまなすの夢」
新作歌曲の夕べ 2011　於：津田ホール　11・11

清板　芳子
②瀬戸内市発達障害児親の集い（リボンの会）参加者のニー
ズ把握（共）　岡山県・おかやま保健福祉研究　11・11　④
指導　岡山地方裁判所 ･ 岡山家庭裁判所職員メンタルヘルス
指導　11・3　④講演　岡山市子ども総合相談センター基幹
職員 ･ 児童養護施設職員研修事業・講演『喪失に満ちた発達
初期適応としての問題行動』　11・11

西井　麻美
①国際移動と教育（共）　明石書店　11・1　②持続可能な社
会に向けた教育における「知」のアプローチについて（単） 
キ文研年報 XXXⅢ　④アカデミック・ラーニング「知」の
形成に向けて（共）　11・4　④ PISA から見る、できる国・
頑張る国―トップを目指す教育（共）　明石書店　11・6　④
ブラジル日系人の文化教育活動（単）　日本比較教育学会全
国大会自由研究発表　於：早稲田大学　11・6　④総括協議
シンポジスト（共）　岡山県生涯学習センター　10・12　④
第１分科会「学校・子どもを核とした地域社会づくり」コー
ディネーター（単）　岡山県生涯学習センター　10・12　④
第 2 分科会「学校を核とした地域社会づくり」コーディネー
ター（単）　浅口市ふれあい交流館「サンパレア」浅口市寄
島公民館　11・1　④ジェンダー・アクト講師（単）　岡山市
男女共同参画社会推進センター「さんかく岡山」　11・10
④第 2 分科会「学校・子どもを核とした地域社会づくり」コー
ディネーター（単）　高梁総合文化会館・高梁市文化交流館 
11・10　④文献・図書紹介マイケル・サンデル著『これか
らの「正義」の話をしよう―いまを生き延びるための哲学
―』（単）　日本カトリック教育学会『カトリック教育研究』 
11・8

平松　清志
①教師カウンセラー・実践ハンドブック：教育実践活動に役
立つカウンセリングマインドとスキル（共）金子書房　10・
12　②女子大学生のいじめ体験といじめに対する現在の意
識：教職志望の有無による検討（共）　CCI 年報第 23 集　
10・12　②「子育て支援」の場における絵本の読み聞かせ
が参加者としての母親に与える心理的効果に関する一考察：

女子大学生を対象とした検討より（共）　CCI 年報第 23 集　
10・12　②遊戯療法こんな時、素朴な疑問に答えます（単） 
日本遊戯療法学会ニュースレター 26　11・5　②高校生の
生活習慣と自覚症状および抑うつ傾向との関連（共）　学校保
健研究 53（2）　11・6　④巻頭言　箱庭療法と解釈（単）　箱
庭療法学研究 24（1）　11・7　④シンポジウム　箱庭療法と
解釈（共）　箱庭療法学研究 24（1）11・7　④口頭発表　「子
育て支援」の場における絵本の読み聞かせが参加者としての
母親に与える心理的影響（共）　岡山心理学会第 58 回大会　
10・12　④口頭発表　心理療法家が語る子どもの教育（単） 
本学公開講座　11・7　④口頭発表　遊ぶことと育むこと

（単）　日本遊戯療法学会第 17 回大会シンポジウム・シンポ
ジスト　11・10　④口頭発表　子どもと遊び：遊戯療法の
実際からの考察（単）　本学児童臨床研究所第 1 回専門講座 
11・10　④口頭発表　絵本の読み聞かせが参加者に与える
心理的効果：女子大学生を対象とした考察（共）　中国四国心
理学会第 67 回大会　11・11　④口頭発表　父娘関係が自尊
心とジェンダーアイデンティティに与える影響（共）　中国四
国心理学会第 67 回大会　11・11

本保　恭子
①幼児体育（初級編）３版（共）　大学教育出版　11・9　①
福祉文化学の源流と前進（共）　明石書店　11・9　②発達障
害のある幼児への個別療育から見た発達支援センターの役割

（共）　CCI 年報第 23 集　10・３　④学会発表　小児期の生
活習慣が影響を及ぼす高校生の運動能力と生活習慣（単）　
第６回すこやかキッズセミナー　於：早稲田大学　11・３　
④学会発表　小学校低学年への障害（知的障害）理解教育に
関する研究（単）　第 49 回日本特殊教育学会　於：弘前大学 
11・９　④シンポジウム　障害教育・福祉実践史資料の保
存と活用を展望する知の体系化についての研究（７）―（共） 
第 49 回日本特殊教育学会　於：弘前大学　11・９　④目録
作成　三田谷治療教育院所蔵（単）　三田谷治療教育院ドイ
ツ語書籍蔵書目録　11・８　④講演　障害児の運動指導（初
級・中級）　第 29 回 幼児体育指導員養成講習会　講師　於：
東京成徳短期大学　10・１　④講演　障害児の運動指導（初
級）　第 30 回 幼児体育指導員養成講習会　講師　於：芦屋
大学　11・３　④講演　障害児の運動指導（初級）　第 31
回 幼児体育指導員養成講習会　講師　於：岡山理科大学　
11・５　④講演　障害児の運動指導（初級）　第 33 回 幼児
体育指導員養成講習会　講師　於：高知教育センター　11・
６　④講演　障害児の運動指導（初級）　第 35 回 幼児体育
指導員養成講習会　講師　於：京都ノートルダム女子大学　
11・７　④講演　障害児の運動指導（初級）　第 36 回 幼児
体育指導員養成講習会　講師　於：東京  淑徳幼児教育専門
学校　11・７　④講演　障害児の運動指導（初級）　第 37
回 幼児体育指導員養成講習会　講師　於：千葉  植草学園短
期大学　11・８　④講演　三田谷啓の女性教育　芦屋市立
美術博物館　11・８　④講演　今、求められる幼児教育と
は―発達障害との関連から―　東京都保育士 ･ 幼稚園教諭研
修会　講師　於：早稲田大学）　11・11

吉永　早苗
②保育現場の音環境に関する意識の構成要素と関連要因

（共）　埼玉学園大学紀要人間学部篇第 10 号　10・12　②
「ねらい」を明確にした幼児期の音楽表現の指導について―
小学校音楽科との連携を目指して（単）　白梅学園大学大学
院論叢　11・3　③演奏会　Joint Concert S・M・Ａ　倉敷
芸文館ホール　11・3　③演奏会　音の絵本Ⅳ『モチモチの
木』コンサート　岡山市立オリエント美術館　11・10　④
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学会発表　保育者と子ども間における音声相互作用（Ⅲ）―
子どもによる間投詞的応答表現「ハイ」の音声評価―（共）　
日本発達心理学会第 22 回大会　於：東京学芸大学　11・3 
④学会発表　音環境をいかした保育（5）幼稚園 3 歳児クラ
スの観察から（共）　日本発達心理学会第 21 回大会　於：神
戸国際会議場　11・3　④学会発表　大学生による「一週間
の音日記」から―「聴くこと」の教育として―（単）　第 7
回音楽学習学会研究発表会　於：関西学院大学　11・8　④
シンポジウム　育児における「語りかけ」、「歌いかけ」―
保育者と子ども間の音声相互作用の視点から―（単）　日本
思春期青年期精神医学会第 24 回大会　於：京都女子大学　
11・6　④シンポジウム　保育者の「言葉かけ研究」の意義
と課題 ―保育における音環境や幼児の音楽表現の観点から

（単）　日本教育心理学会第 53 回総会　於：北海道立道民活
動センター　11・7　④講座　感性を育む歌唱表現　岡山市
保育協議会　11・8　④講座　音楽研修講座　岡山県総合教
育センター　11・8

脇　明子
①子どもの育ちを支える絵本（共）　岩波書店　11・5　①自
分を育てる読書のために（共）　岩波書店　11・6　④訳書　
ディヤング『丘はうたう』（単）　福音館書店　11・6　④訳
書　バーネット『小公子』（単）　岩波書店　11・11　④解
説　「現実」の海に浮かぶ幸せの島（『川のほとりのおもしろ
荘』解説）（単）　岩波書店　11・4　④寄稿　クリスマス・
ツリー 150 周年（単）　東京交響楽団「シンフォニー」12 月
号　10・12　④講演　児童文学で楽しむ世界のクリスマス

（単）　岡山子どもの本の会　10・12　④講演　聞くことか
ら読むことへ（単）　総社市おはなしボランティア養成講座 
11・2　④講演　物語が生きる力を育てる（単）　西尾市立図
書館　11・3　④講演　いま、生きる力を育てるには（単）　
総社小学校ＰＴＡ教育講演会　11・5　④講演　子どもたち
は生きる力をもとめている（単）　岡山子どもの本の会選書
セミナー　11・9　④講演　お話が生きる力を育てる（単） 
さくらが丘子育て支援センター　11・9　④講演　いま、生
きる力を育てるには（単）　諏訪季節大学会　11・10　④
講演　生きる力を育てる読書支援（単）　鳥取県本を手渡す
人養成講座　11・11　④講演　生きる力を育てる読書支援

（単）　丹後まるごと読書の国セミナー　11・11

赤木　雅宣
②教員免許更新制度の歴史と教員免許更新制の導入（共）　
紀要 C 編第 35 巻第 1 号　11・3　④資料その他　教員免許
更新制Ⅰ―本学実施の更新講習―（共）　紀要 C 編第 35 巻第
1 号　11・3　④資料その他　教員免許更新制Ⅱ―本学実施
の更新講習に求められていること―（共）　紀要 C 編第 35 巻
第 1 号　11・3　④講演　読者としてことばに反応する力を
育てる授業づくり　福山市教育研究会冬期研修会（単）　11・
1　④講話　小１プロブレムを生まない幼稚園と小学校の連
携を目指して（単）　岡山県私立幼稚園主任者研修会　11・5 
④講演　言語活動を重視した国語科の授業づくり―小中連携
を軸にして―（単）　中学校教育研究会倉敷支会国語部会夏
期研修会　11・8　④講演　自分の考えを自分のことばで表
現する説明文の授業を目指して（単）　倉敷市授業力アップ
研究発表会　於：薗小学校　11・9　④講演　自分の考えを
自分のことばで表現する『読むこと』の授業づくり（単）　
浅口市教育委員会指定公開授業研究会　於：金光吉備小学
校　11・10　④講話　言語活動の重視と学校図書館の活用

（単）　 岡山市図書館教育研究発表会　11・11　④公開講座 
第 121 回全国大学教育学会高知大会　11・10

伊藤　美保子
②保育園児の朝食の実態と保育士の課題意識（3）―保育園に
おけるアンケート調査より－（単）　紀要 D 編第 35 巻第 1
号　11・3　②子どもたちと出会う私（共）　幼児の教育 110

（4）　 ④学会　シール貼りを楽しむということ―環境・保育
者との関係の中で―（共）　日本保育学会第 64 回大会発表論
文集 2011　11・5　④学会　子どもの育ちと食育Ⅶ - 調査
結果に基づく幼保の比較（保育者）―（共）　日本保育学会第
64 回大会発表論文集 2011　11・5　④学会　子どもの育ち
と食育Ⅷ - 調査結果に基づく幼保の比較（保護者）―（共）　
日本保育学会第 64 回大会発表論文集 2011　11・5　④学
会　保育実習における遊びを具体的にｲﾒｰｼﾞするために―季
節の遊びを共有することを通して―（共）　全国保育士養成
協議会第 50 回研究大会研究発表論文集　11・9　④研修会 
園内研修会の指導（0 歳児〜 5 歳児クラス）（単）　11・5 〜 7

（5 回）　総社市山手保育園　④講演　子どもの育ちと保育者
の専門性―保育の根底を流れるもの―（単）　総社市保育協
議会公開保育講演会　11・10

梶谷　恵子
①子どもの育ちを支える絵本（共）　岩波書店　11・5　④講
演　金光学園幼稚園 100 周年記念事業公開講演会　11・6　
④指導助言　平成 23 年度全日本私立幼稚園連合会中国地区
私立幼稚園教育研修会山口大会　11・8　④講話　本学附属
幼稚園　11・9　④出張講義　兵庫県立相生高等学校　11・
10　④審査　平成 23 年度岡山県教育委員会言葉の力向上支
援事業　11・11

中内　みさ
④学会発表　小学校低学年への障害（知的障害）理解教育に関
する研究―絵本の読み聞かせを通して―（共）　日本特殊教育
学第 49 回大会発表論文集　11・9　④講義　「平成 23 年度
岡山県教育職員免許法認定講習」（単）　岡山県教育庁　11・7 

西　隆太朗
②子どもたちと出会う私（共）　幼児の教育　11・3　②心
理臨床学的観点からの保育カンファレンスの試み（共）　紀
要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　②保育士課程のいま（単） 
諸課程年報 第 8 号　11・3　④学会　保育実習における遊
びを具体的にイメージするために―季節の遊びを共有するこ
とを通して（共）　全国保育士養成協議会第 50 回研究大会発
表　11・9　④学会　シール貼りを楽しむということ―2 歳
児クラスでの実践を通して（共）　日本保育学会第 64 回大会
発表　11・5

東　俊一
①考え、実践する教育・保育実習（共）　保育出版社　11・9 
②機会利用型指導法による知的障害児の機能的言語行動の形
成（単）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　④講演　思春
期の子どもの心　岡山市立建部中学校学校保健委員会講演 
11・6　④講演　就学前における特別支援教育―“ みること ”
の再検討―（総社）講師・スーパーバイザー　岡山県教育委
員会　11・7　④講演　就学前における特別支援教育―“ み
ること ” の再検討―」（美作）講師・スーパーバイザー　岡
山県教育委員会　11・8　④講演　就学前における特別支援
教育―“ みること ” の再検討―」（井原）　講師・スーパーバ
イザー　岡山県教育委員会　11・8　④講演　発達上の課題
を抱える子どもの保護者支援―子育ての協働者になるために
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―　岡山県立岡山南支援学校　11・8　④講演　豊かな心を
はぐくむ特別支援学校の道徳教育　兵庫県立赤穂特別支援
学校　11・8　④講演　就学前における特別支援教育―“ み
ること ” の再検討―（備前）　講師・スーパーバイザー　岡
山県教育委員会　11・8　④研修会　岡山市立桃丘小学校事
例研修会講師・スーパーバイザー　11・8　④研修会　平成
23 年度教育相談担当者研修会講師・スーパーバイザー　岡
山県総合教育センター　11・9　④講演　平成 23 年度「心
豊かなおかやまっ子」育成研修講座「心豊かなおかやまっ子
育成のために　岡山県総合教育センター　11・11　④講演 
岡山市立福渡小学校学校保健委員会講演「子どもの心の成長
とその支援」　11・11

湯澤　美紀
①子どもの育ちを支える絵本－第 1 章　散歩をしよう―（共） 
岩波書店　11・5　①幼児の音韻的短期記憶に関する研究

（単）　風間書房　10・12　①ワーキングメモリと発達障害
―教師のための実践ガイド 2（共）　北大路書房　11・9　①
保育課程論―第 5 章 2．遊びと発達過程の理解に基づく保育
の計画の方法と技術（単）　北大路書房　11・4　①やさし
く学ぶ発達心理学―出逢いと別れの心理学（単）　ナカニシ
ヤ出版　11・3　①教育と医学　特集１「外国語活動」と早
期教育―日本人幼児の母語習得と英語習得の相互的な影響―

（単）　慶應義塾大学出版会　11・4　②ワーキングメモリと
発達障害―支援の可能性を探る―（単）　心理学評論　11・
8　②The effects of prosodic features and wordlikeness on 
nonword repetition performance among young Japanese 
children. （共）　Japanese Psychological Research　11・3 
②英語の多感覚音韻認識プログラムが日本人幼児の英語音
韻習得に及ぼす効果（共）　教育心理学研究　10・12　②ア
スペルガー症候群の子どもを対象とした保育における環境
構成―コーナの存在意義の推移―（共）　乳幼児教育学研究 
10・12　②子どもの情景―ある男の子と独楽回し（共）　
保育の実践と研究　10・12　④学会論文賞受賞　日本教育
心理学会 2010 年度優秀論文賞受賞　④研究助成等（学外） 
作動記憶及び音韻認識に焦点化した学習障害児介入プログ
ラムの実施・評価に関する研究」科学研究費補助金若手研
究（B）（研究代表）　④研究助成等（学外）　児童のワーキン
グメモリプロフィールに応じた支援データベースと教育
ネットワーク構築　科学研究費補助金基盤研究（B）（研究分
担）　④研究助成等（学外）　日本人幼児・児童における日
本語の音韻認識と英語の音韻処理との発達的関係　科学研
究費補助金基盤研究（C）（研究分担）　④研究助成等（学内） 
保育者の専門性向上を目指した研修プログラムの開発とそ
の評価―研究と実践の共同研究を軸に― （研究分担）　④
研究交流　日本発達心理学会国際ワークショップホスト　

「ワーキングメモリと学習」（講師 T.P. Alloway）　於：同志
社女子大学　11・8　④研究交流　日本発達心理学会国際
公開講演会ホスト「ワーキングメモリと発達障害：理論と
支援の最前線」（講師 T.P. Alloway）　於：同志社女子大学 
11・8　④学会発表　Pacific Early Childhood Education 
Research Association　"Early childhood education through 
the environment:A study of an Asperger Syndrome boy"　
11・8　④研修会講師　ワーキングメモリと学習指導　於：
瀬戸特別支援高等学校　11・ 8　④研修会講師　生きる力を
はぐくむ絵本　平成 23 年度 3 歳未満児保育担当職員研修会

（5 年未満経験者）　於：（財）山口県ひとづくり財団　11・9 
④研修会講師　生きる力をはぐくむ絵本　平成 23 年度 3 歳
未満児保育担当職員研修会（5 年以上経験者）　於：（財）山口
県ひとづくり財団　11・9　④指導・助言　平成 23 年度校
内授業研究の指導・助言　於：御津高等学校　11・10　④

シンポジウム話題提供　発達心理学は子どもの教育に何を示
唆できるか？　日本発達心理学会中国四国地区シンポジウム 
於：岡山大学　11・ 10

青山　新吾
②多様な子どもたちが学びやすくなるための授業づくり

（単）　授業づくりネットワーク　通巻 309 号　11・4　④
学会　自閉症児童の国語科学習における　「学びやすさ」の
探求その１（単）　第 49 回日本特殊教育学会　於：弘前大学 
11・9　④学会　保育・教育現場の多様な実態に応じた取り
組みを考える　その１　―子どもの「学びやすさ」に応じる
―（共）　第 49 回日本特殊教育学会　於：弘前大学　11・9 
④研究協力（学外）　特別支援学級における自閉症のある児童
生徒の「カリキュラムアセスメント」（仮称）に基づいた教
育課程編成に関する実証的研究（研究協力）　国立特別支援教
育総合研究所専門研究 B　④メールマガジン　学習に苦戦し
ている子どもの「学びやすさ」に目を向ける発想を（単）　
メールマガジン「学びのしかけプロジェクト」第 106 号　
11・6　④メールマガジン　「協同的な学び」を実感するし
かけ〜「特別支援教育の視点」を取り入れた実践イメージの
拡大を通して〜（単）　メールマガジン「学びのしかけプロ
ジェクト」第 145 号　11・9　④研修会　僕が自閉語を学
ぶわけ 〜 関係成立と内面へのアプローチ（単）　第 19 回授
業づくりネットワーク北海道ファイナル 2011in 千歳　11・
1　④研修会　発達障害のある児童生徒の理解と学級経営

（単）　岡山県立岡山支援学校公開講座　11・7　④研修会　
通常の学級で学びにくさを有する子どもへの指導・支援につ
いて（単）　新見市教育研究会教育相談部会　11・8　④研修
会　通常の学級で学びにくさを有する子どもへの指導・支援
について（単）　山口県下松市小学校特別支援教育部会研修
会　11・8　④研修会　「交流及び共同学習」について（単） 
玉野市教育研修所特別支援教育部研修会　11・8　④研修会 
幼稚園における特別支援教育（単）　井原市学校教育研究会
幼稚園教育部研修会　11・8　④研修会　多様な子どもが
学びやすい授業をつくろう（単）　授業づくりネットワーク
2011 IN 福岡　11・8　④研修会　特別支援教育の現状と課
題（単）　高梁市特別支援教育コーディネーター研修会　11・
10　④研修会　僕が自閉語を学ぶわけ〜特別支援教育の今
後を考える〜（単）「明日の教室」大阪分校　11・11　④指
導助言　通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れ
た授業づくり（単）　笠岡市通常学級における特別支援教育
充実のためのモデルづくり事業　11・10　④講演　周囲と
のコミュニケーションがうまくとれない子どもへの支援：子
どもとの向き合い方を考える（単）　本学児童臨床研究所専
門講座　11・10

池田　尚子
③ソプラノソリスト　第 48 回岡山芸術祭　ベートーヴェ
ン：交響曲第 9 番　於：岡山シンフォニーホール　10・12
　③オペレッタ出演　シンフォニーホール開館 20 周年記念
事業「ニューイヤー・ガラコンサート 2011」　岡山シンフォ
ニーホール　11・1　③ソプラノソリスト　福山混声合唱団
第 39 回定期演奏会　W.A.Mozart 没後 220 周年記念「レク
イエム二短調」　於：県民文化センターふくやま　11・5　
③独唱　中国・四国の作曲家 2011in 広島　於：アステール
プラザ　11・5　③ソロ・リサイタル　池田尚子ソプラノリ
サイタル〜第 19 回友愛ドイツ歌曲コンクール第 1 位＆第
21 回奏楽堂日本歌曲コンクール第 3 位受賞を記念して〜　
於：県民文化センターふくやま　11・9　③オペラ出演　シ
ンフォニーホール開館 20 周年記念事業「おかやま物語」＜
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三部作＞　於：岡山シンフォニーホール　11・10　③独唱・
重唱　ドゥース・フルール設立 30 周年記念「花鳥風月をう
たう」　於：ふくやまリーデンローズ（小ホール）　11・11

小田　久美子
②論文　「絵画表現に消極的な子どもの描画発達を促進する新
しい援助方法の構築」（単）　発達研究 vol.25　11・7　③公募
展覧会　油彩 F100 号「space cowboys」（単）　第 59 回光陽展 
上野の森美術館　11・2　④研究助成等（学内）　「 授業改善
と資格・就職対策のための問題データベース構築とその活用」 
本学学内助成（分担）　④研究助成等（学外）　発達科学研究教
育奨励賞（単）学術研究の部　発達科学研究教育センター　
〜 11・11　④出品依頼　作品展示油彩 F3 号　みずほ銀行福
山支店　11・2　④出品依頼　大震災チャリティー展覧会油
彩 F3 号　 天満屋ギャラリー　11・5　④講演　「子どもにみ
られる絵画表現の発達的変容」　岡山大学教育学部　11・4

杉能　道明
②思考力・表現力を育てる「計算の仕方」の指導（単）　岡
山大学算数・数学教育学会誌「パピルス」第 18 号　11・10 
④寄稿　算数的活動の内面化を図る「わり算」の授業（単）　
新しい算数研究５月号　11・5　④講演　新しい「算数的活
動」「数学的活動」を生かした授業づくり（単）　豊岡市ブロッ
ク別・学年別研修会　於：豊岡市出石農村環境改善センター 
11・7　④講演　算数的活動を生かした授業づくり（単）　玉
野市教育研修所小学校算数部研修会　於：日の出ふれあい会
館　11・8　④講演　思考力・表現力を育てる算数の授業づ
くり（単）　倉敷市小学校教育研究会算数部夏季研修会　於：
ライフパーク倉敷　11・8　④指導助言　子どもの表現力を
育てる算数的活動の工夫（単）　倉敷市授業力アップ支援事
業公開授業　於：倉敷市立本荘小学校　11・9　④指導助言 
新しい算数的活動を生かした授業づくりの工夫（単）　豊岡
市ブロック別・学年別研修会　於：豊岡市立中筋小学校　
11・10

福原　史子
②メディア時代の家庭教育に関する一考察―小学校における
情報教育の推進と “ メディア依存 ” への警鐘との間で―（単） 
CCI 年報第 23 集　10・12　②小学校外国語活動教育法のコー
スデザイン―教師としての確固たるビリーフの構築のために
―（共）　紀要 D 学編第 35 巻第 1 号　11・3　④研究発表  
幼小と家庭の連携―「子育てについて語る会」の取組みを
通して―（口頭発表）（単）　日本保育学会第 64 回大会　於：
玉川大学　11・5　④研究発表 　教師としてのビリーフの
構築―学級担任が外国語活動を指導するために―（口頭発
表）（共）　第 42 回中国地区英語教育学会　於：岡山大学　
11・6　④研究発表 　教師としての確固たるビリーフの構築
を図るコースデザイン（口頭発表）（共）　小学校英語教育学
会第 11 回大会　於：大阪教育大学　11・7　④研究発表　
Developing pre-service elementary school teacher training 
in a changing Japan（口頭発表）（共）　The 9th Asia TEFL 
International Conference, Seoul Kyoyuk Munhwa Heokwan 
Hotel, Korea　11・7　④研究発表　コスミック教育展開の
可能性を探る（口頭発表）（単）　日本モンテッソーリ協会（学
会）第 44 回全国大会　於：藤女子大学　11・8　④研究発表 
幼児期からのキャリア教育―モンテッソーリのコスミック
教育を通して―（口頭発表）（単）　日本カトリック教育学会
第 35 回全国大会　於：本学　11・9　④寄稿・海外情報　
AMS 2010 年度全国大会参加と Horizon Montessori School

への訪問（単）　日本モンテッソーリ協会（学会）　モンテッ
ソーリ教育第 43 号　11・3　④講演　子どもの自立のため
に（単）　本学附属小学校　ノートルダム・ファミリーコー
ス　マリア会「子育てについて語る会」2010 年度第 3 回　
11・1　④講演　自分で考えて行動できる子どもに―ほめる・
叱る―（単）　本学附属小学校　ノートルダム・ファミリー
コース　マリア会「子育てについて語る会」2011 年度第 1
回　11・5　④講演　子育てについて共に語ろう（単）　 本
学附属小学校　ノートルダム・ファミリーコース　マリア会

「子育てについて語る会」2011 年度第 2 回　11・10　④研
究助成等（学外）　コスミック教育の今日的意義と幼稚園・小
学校・家庭及び教員養成機関における展開（研究代表）　科学
研究費助成事業 ( 学術研究助成基金助成金）挑戦的萌芽研究
　2011 〜 13 年度　④研究助成等（学外）　小学校教員養成
課程における外国語活動に対応した教員のビリーフ形成プロ
グラム開発（分担）　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　2011 〜 13 年度　④研究助成等（学外）
　NGO（COINN）と公民館活動のノウハウを活用した「人づ
くり・組織づくり・地域づくり」―開発途上国でのノン・フォー
マル教育による地域力向上・再生―（分担）　トヨタ財団アジ
ア隣人プログラム　2011 〜 13 年度

藤村　省蔵
④講習会　児島子ども会協議会（単）　11・5　④講習会　児
島子ども会協議会（単）　11・6

安江　美保
①表現運動―表現の最新指導法（共）　小学館　11・7　②

「表現リズム遊び」の授業づくりに関する実証的研究（単）　
紀要 D 編　11・10　④講座　社会人講座（単）　本学公開講
座　11・7　④研修会　岡山県小学校体育実技研修会（表現
運動）（単）　岡山県小学校体育連盟　11・7　④研修会　島
根県学校ダンス研修会（単）　島根県小学校体育連盟　11・8 
④指導助言　実践発表会　表現運動・指導助言者（単）　岡山
大学教育学部附属小学校　11・10　④指導助言　岡山市教
科等別一貫教育セミナー（体育）　岡山市教育委員会　11・8
〜 12・2　④非常勤講師　環太平洋大学・ダンスⅠ（基礎編） 
環太平洋大学　11・9 〜 12・3

大西　孝司
①「公衆衛生の科学」（共）　理工図書株式会社　11・10　
②薬膳の効能効果について―東洋医学的観点からの評価―

（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　②いわゆる「健康
食品」に対する意識調査（Ⅱ）―大学生における調査結果につ
いて―（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　②保育所に
おける食育の実態と連携のあり方について（共）　紀要 D 編第
35 巻第 1 号　11・3　④学会　薬膳の効能・効果に関する
評価―女性特有の症状および癌に対する薬膳の評価―（共） 
第 8 回日本予防医学会学術総会　10・12　④学会　岡山県
における外食栄養成分表示の方法論に関する一考察（共）　第
8 回日本予防医学会学術総会　10・12　④学会　地域にお
ける児童館の食育活動推進に関わる要因の検討（共）　第 8 回
日本予防医学会学術総会　10・12　④学会　外食栄養成分
表示のあり方に関する検討（Ⅰ報）―飲食店に対する調査―

（共）　第 17 回岡山県保健福祉学会　11・1　④学会　外食
栄養成分表示のあり方に関する検討（Ⅱ報）―利用客に対する
調査―（共）　第 17 回岡山県保健福祉学会　11・1　④学会 
薬膳の効能効果に関する研究―女性特有の症状および癌に

人間生活学部食品栄養学科
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対する薬膳について―（共）　第 58 回日本栄養改善学会学術
総会　11・9　④学会　真庭地域における子供の食生活・食
文化伝承の実態について（1 報）―食と生活習慣―（共）　第
58 回日本栄養改善学会学術総会　11・9　④学会　真庭地
域における子供の食生活・食文化伝承の実態について（2 報）
―郷土料理・行事食の伝承―（共）　第 58 回日本栄養改善学
会学術総会　11・9　④学会　岡山県の外食における食環境
整備の方法論に関する一考察（1 報）栄養成分表示（共）　第
70 回日本公衆衛生学会総会　11・10　④学会　岡山県の外
食における食環境整備の方法論に関する一考察（2 報）健康
に配慮したメニュー（共）　第 70 回日本公衆衛生学会総会　
11・10　④学会　地域社会資源との連携による児童館を活
用した食育推進の可能性（共）　第 70 回日本公衆衛生学会総 
会　11・10　④学会　児童館を活用した食育推進と地域社
会資源との協働・連携（共）　第 58 回日本学校保健学会　
11・11　④学会　岡山県における外食栄養成分表示のあり
方に関する検討（Ⅰ報）―登録店に対する調査―（共）　第 39
回北陸公衆衛生学会　11・11　④学会　岡山県における外
食栄養成分表示のあり方に関する検討（Ⅱ報）―利用客に対
する調査―（共）　第 39 回北陸公衆衛生学会　11・11　④学
会　薬膳の効能・効果に関する研究および薬膳からの生姜主
成分の確認（共）　第 9 回日本予防医学会学術総会　11・11 
④学会　地域における食育推進支援にかかる児童厚生員の要
因と児童館の類型化（共）　第 9 回日本予防医学会学術総会　
11・11　④学会　人間ドック受診者を対象とした健康食品
に対する意識調査について（共）　第 9 回日本予防医学会学術
総会　11・11　

菊永　茂司
①食品学総論（共）　講談社サイエンティフィク　11・8 
①化学 ･ 生化学（共）　理工図書　11・10　②Anemia was  
often observed in elderly women adomitted to welfare 
facilites. BMI can be a surrogate marker of macrocyte 
anemia.（共）　The Japan Association for the Integrated Study 
of Dietary Habits Vol.21 No4　11・3　②Characterization of 
the calcification process modeled in rat embryonic calvarial 
culture.（共）　Journal of Electoron Microscopy Vol.60 Issue 5 
11・10

北畠　直文
②Changes in Textural Properties of Japanese Tenobe Somen 
Noodles during Storage（共）　J. Food Sci., 76(9)　②Bacterial 
heat shock protein 60, GroEL, can induce the conversion of 
naïve T cells into a CD4 CD25(+) Foxp3-expressing phenotype

（共）　J. Innate Immun. 3(6)　②Introduction of a negative 
charge at Arg82 in thaumatin abolished responses to human 
T1R2-T1R3 sweet receptors.（共）　Biochem. Biophys. Res. 
Commun. 413(1)　②Crystal structure of the sweet-tasting 
protein thaumatin II at 1.27Å（共）　Biochem. Biophys. 
Res. Commun. 410(3) ②Expression and development of 
wheat proteins during maturation of wheat kernael and the 
rheological properties of dough prepared from the flour of 
mature and immature wheat（共）　Food Sci. Technol. Res., 
17(2)　②High-resolution structure of the recombinant sweet-
tasting protein thaumatin I（共）　Acta Crystallogr. Sect. 
Struct. Biol. Cryst. Commun., 67　②Changes in lamina propria 
dendritic cells on the oral administration of exogenous 
protein antigens during weaning（共）　Cytotechnology. 
Apr 21 (2011)　②The cysteine-rich domain of human 
T1R3 is necessary for the interaction between human 

T1R2-T1R3 sweet receptors and a sweet-tasting protein, 
thaumatin（共）　Biochem. Biophys. Res. Commun. 406(3) 
②High-yield secretion of the recombinant sweet-tasting 
protein thaumatin I（共）　Food Sci. Technol. Res., 16(6)　
②Lymphoid neoplastic P388D1 cells express membrane 
protein candidates that discriminate among the C-terminal 
phylogenetic diversity I heat shock protein 70 sequences

（共）　Mol Immunol. 48　④学会発表　甘味タンパク質ソー
マチンの苦味抑制機構の検討（共）　日本農芸化学会大会　
11・3　④学会発表　甘味タンパク質ソーマチンと甘味受
容体の相互作用（１）リジン残基の重要性（共）　日本農芸
化学会大会　11・3　④学会発表　甘味タンパク質ソーマ
チンと甘味受容体の相互作用（２）アルギニン残基の重要
性（共）　日本農芸化学会　11・3　④学会発表　甘味タン
パク質ソーマチンの甘味発現機構（共）　日本農芸化学会 
11・3　④学会発表　Ｔ細胞刺激に対するストレスタンパク
質の IL-2 産生抑制作用（共）　日本農芸化学会　11・3　④
学会発表　湿熱処理小麦粉を用いて調製した天ぷらのサクサ
感評価　音響法による天ぷらサクサ感測定とバッターの特性
評価（共）　日本食品科学工学会　11・9　④学会発表　腸間
膜リンパ節のＴ細胞活性化機構に及ぼすストレスタンパク質
の影響（共）　日本農芸化学会関西支部大会　11・10　④学
会発表　大腸菌 GroEL による CD4+、CD25+、Foxp3+ 制御
性Ｔ細胞の産生誘導（共）　日本農芸化学会関西支部大会　
11・10　④学会発表　甘味タンパク質ソーマチンの苦味抑
制機構（共）　日本農芸化学会関西支部大会　11・10　④学
会発表　甘味タンパク質ソーマチンと甘味受容体の相互作用

（1）ヒト－マウス複合型甘味受容体を用いた解析（共）　日
本農芸化学会関西支部大会　11・10　④学会発表　甘味タ
ンパク質ソーマチンと甘味受容体の相互作用（2）点変異甘
味受容体を用いた解析（共）　日本農芸化学会関西支部大会 
11・10

太郎良　裕子
④研究発表　小・中学生における食習慣が生活に及ぼす影響

（第一報）―朝食摂取頻度と生活習慣および保護者の意識―
（共）　第 58 回日本学校保健学会　於：名古屋大学東山キャ
ンパス　11・11　④辞典・事典　食の民俗事典（共）　柊風
舎　11・7

服部　幸雄
②マウス行動分析によるコーヒー揮発性成分のストレス緩和
作用（共）　日本栄養・食糧学会誌第 64 巻第 5 号　11・10

林　泰資
②マウス行動分析によるコーヒー揮発性成分のストレス緩和
作用（共）　日本栄養・食糧学会誌第 64 巻第 5 号　11・10 
④学会発表　マウスのオープンフィールド試験によるコー
ヒー揮発性成分の疲労回復作用（共）　第 44 回日本栄養・食
糧学会中国・四国支部大会　11・11

遠藤　美智子
②食酢の食後血糖上昇抑制効果（共）　日本糖尿病学会  糖尿
病 Vol.54  No.3　11・3　②The Relation between Insulin 
Resistance and Lifestyle in Japanese Female University 
Students（共）　Acta Medica Okayama, Vol.65, No.3　11・6
④学会　女子大学生におけるインスリン抵抗性と生活習慣

（共）　第 54 回日本糖尿病学会年次学術集会　於：さっぽろ
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芸術文化の館（旧北海道厚生年金会館）　11・5　④学会　女
子大生における腹囲の有用性〜生活習慣および血液検査との
関連〜（共）　第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島
国際会議場　11・9　④学会　尿中塩分量からみた減塩指導
の効果と役割：管理栄養士養成施設の学生を対象として（共） 
第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際会議場　
11・9　④講演　教育講演「楽しく食べる〜血糖を下げる食
べ方の工夫〜」（単）　第 19 回血糖自己測定の会，於：岡山
国際交流センター　11・6　④出張講義　管理栄養士の役割
と活動（単）　岡山県立岡山大安寺高等学校　11・7　④出張
講義　管理栄養士とは〜臨床栄養活動を通して〜（単）　兵庫
県立相生高等学校　11・10

小山　洋子
①給食経営と管理の科学（共）　11・10　理工図書　②女子
大学生の卒業期における日常的ストレスと生活習慣との関わ
り（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　④研究発表　女
子大学生のストレスコーピングと食行動の傾向（共）　第 58
回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際会議場　11・9
④研究発表　大学生における生活習慣および心の健康との関
連（共）　第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際
会議場　11・9　④研究発表　管理栄養士専攻学生の専門職
意識（共）　第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国
際会議場　11・9

白神　俊幸
②Clinical significance of CADM1/TSLC1/IgSF4 expression 
in adult T-cell leukemia/lymphoma.（共）　11・4 〜（投稿中） 
④学会発表　ヒト腸管由来 Caco-2 細胞におけるペプチド
輸送担体の mRNA 発現に与える炎症性サイトカインの影響

（共）　第 14 回日本病態栄養学会年次学術集会　於：横浜　
11・1　④研究助成（学外）　平成 22 年度科学研究費補助金

（若手研究 B）「大腸炎ラットにおけるペプチド輸送担体の大
腸異所発現の機構解明とペプチド食の影響」（単）　日本学術
振興会（文部科学省）　〜 11・3　④研究助成（学外）　平成
22 年度科学研究費補助金（若手研究 B）「大腸炎ラットにおけ
るペプチド輸送担体の大腸異所発現の機構解明とペプチド食
の影響」（単）　日本学術振興会（文部科学省）　11・4 〜

中西　裕美子
②The Relation between Insulin Resistance and Lifestyle 
in Japanese Female University Students（共）　Acta Medica 
Okayama, 2011　Vol.65, No.3　11・5　④学会　女子大学
生におけるインスリン抵抗性と生活習慣（共）　第 54 回日本
糖尿病学会総会　於：札幌芸術文化の館他　11・5　④学会 
管理栄養士専攻学生の専門職意識―職業選択との関連（共） 
第 58 回日本栄養改善学会総会　於 : 広島国際会議場他　
11・9　④学会　尿中塩分量からみた減塩指導の効果と役割：
管理栄養士養成施設の学生を対象として（共）　第 58 回日本
栄養改善学会総会　於 : 広島国際会議場他　11・9　④学会 
女子大生における腹囲の有用性〜生活習慣および血液検査と
の関連（共）　第 58 回日本栄養改善学会総会　於 : 広島国際
会議場他　11・9　④学会　沸騰処理による水中の 10 種ピ
レスロイド系殺虫剤の除去（共）　第 70 回日本公衆衛生学会
総会　於 : 秋田県民会館　11・10

逸見　眞理子
②保育所における食育の実態と連携のあり方（共）　紀要 D 編

第 35 巻第 1 号　11・3　②女性特有の疾患に対する薬膳の
効能・効果の評価および十全大補湯スープからの甘草主成
分の確認（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　②いわゆ
る「健康食品」に対する意識調査（Ⅱ）―大学生における調
査結果について―（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　
④学会　岡山県における外食栄養成分表示の方法論に関する
一考察（共）　第 8 回日本予防医学学会学術総会　於：金沢市 
10・12　④学会　薬膳の効能・効果に関する評価―女性特
有の症状および癌に対する薬膳の効果―（共）　第 8 回日本
予防医学学会学術総会　於：金沢市　10・12　④学会　外
食栄養成分表示のあり方に関する検討（Ⅰ報）―飲食店に対
する調査―（共）　第 17 回岡山県保健福祉学会［おかやま保
健福祉研究］　於：岡山県総合福祉・ボランティア・NPO 会
館　11・1　④学会　外食栄養成分表示のあり方に関する
検討（Ⅱ報）―利用客に対する調査―（共）　第 17 回岡山県
保健福祉学会［おかやま保健福祉研究］　於：岡山県総合福
祉・ボランティア・NPO 会館　11・1　④学会　食と生活習
慣・郷土料理伝承に関する調査結果より（共）　第 17 回岡山
県保健福祉学会［おかやま保健福祉研究］　於：岡山県総合
福祉・ボランティア・NPO 会館　11・1　④学会　真庭地域
における子どもの食生活・食文化伝承実態（1 報）―食と生活
習慣―（共）　第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島
国際会議場　11・9　④学会　真庭地域における子どもの食
生活・食文化伝承実態（2 報）―郷土料理・行事食の伝承―

（共）　第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際会
議場　11・9　④学会　薬膳の効能・効果に関する評価―女
性特有の症状および癌に対する薬膳について―（共）　第 58
回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際会議場　11・9 
④学会　岡山県の外食における食環境整備の方法論に関する
一考察（1 報）―栄養成分表示―（共）　第 69 回日本公衆衛生
学会総会　於：秋田アトリオン　11・10　④学会　岡山県
の外食における食環境整備の方法論に関する一考察（2 報）―
健康に配慮したメニュー―（共）　第 69 回日本公衆衛生学会
総会　於：秋田アトリオン　11・10　④学会　岡山県にお
ける外食栄養成分表示のあり方に関する検討（Ⅰ報）〜登録店
に対する調査〜（共）　第 39 回北陸公衆衛生学会　於：福井
市地域交流プラザ　11・11　④学会　岡山県における外食
栄養成分表示のあり方に関する検討（Ⅱ報）〜利用客に対する
調査〜（共）　第 39 回北陸公衆衛生学会　於：福井市地域交
流プラザ　11・11　④学会　薬膳の効能・効果に関する研
究および薬膳からの生姜主成分の確認（共）　第 9 回日本予防
医学学会学術総会　於：首都大学東京荒川キャンパス　11・
11　④学会　人間ドック受信者を対象とした健康食品に対
する意識調査について（共）第 9 回日本予防医学学会学術総会 
於：首都大学東京荒川キャンパス　11・11　④講演　栄養
委員活動と健康づくり（単）　平成 23 年度備前市栄養改善協
議会総会並びに研修会　於：備前市市民会館　11・5　④
講演　糖尿病予防の戦略―栄養委員活動に期待するもの―

（単）　平成 23 年度備前保健所管内総会ならびに新人栄養委
員研修会　於：岡山県生涯学習センター　11・5

若本　ゆかり
②管理栄養士専攻学生の専門職意識―就業希望職域との関連
―（単）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　④学会　管理
栄養士専攻学生の専門職意識―職域選択との関連―（共）　
第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際会議場　
11・9　④学会　尿中塩分量からみた減塩指導の効果と役割：
管理栄養士養成施設の学生を対象として（共）　第 58 回日本
栄養改善学会学術総会　於：広島国際会議場　11・9　④学
会　沸騰処理による水中の 10 種ビレスロイド系殺虫剤の除
去（共）　第 70 回日本公衆衛生学会学術総会　於：秋田県民
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会館　11・10　④出張講義　現代食生活の課題と現状（単） 
於：明誠学院高等学校　11・11

小川　眞紀子
④研究発表　希少糖 D-プシコースを利用したチョコレート
ケーキの特性について（共）　日本調理科学会平成 23 年度大
会　於：高崎健康福祉大学　11・8　④研究発表　女子大学
生親子の年中行事の認識・経験と日常の食行動との関連（共） 
日本調理科学会平成 23 年度大会　於：高崎健康福祉大学　
11・8　④研究発表　女子大学生のサラダの盛り付け量から
みた副菜の適量把握について（共）　第 58 回日本栄養改善学
会学術総会　於：広島国際会議場　11・9

國本　あゆみ
②Gastrointestinal Digestion and Absorption of Pen j 1, a 
Major Allergen from Kuruma Prawn, Penaeus japonicus（共） 
Biosci. Biotechnol. Biochem. vol.75, No.7　11・7　④学会発
表　女子大学生のストレス  コーピングと食行動の傾向（共） 
第 58 回日本栄養改善学会学術総会　於：広島国際会議場　
11・9

曽我部　咲
②マウス行動分析によるコーヒー揮発性成分のストレス緩和
作用（共）　日本栄養・食糧学会　11・10　④学会発表　女
子大生における腹囲の有用性〜生活習慣及び血液検査との関
連〜（共）　日本栄養改善学会　於：広島国際会議場　11・9 
④学会発表　マウスのオープンフィールド試験によるコー
ヒー揮発性成分の疲労回復作用（共）　日本栄養・食糧学会 
中国・四国支部大会　於：岡山県立大学　11・11

北村　弥生
④研究発表　尿中塩分量からみた減塩指導の効果と役割：管
理栄養士養成施設の学生を対象として（共）　第 58 回日本栄
養改善学会学術総会　11・9

山本　いず美
④女子大学生親子の年中行事の認識・経験と日常の食行動と
の関連（共）　日本調理科学会平成 23 年度大会　於：高崎健
康福祉大学　11・8　④女子大学生のサラダの盛り付け量か
らみた副菜の適量把握について（共）　第 58 回日本栄養改善
学会学術総会　於：広島国際会議場　11・9

須沢　かおり
②死に臨む言葉―エディット・シュタインのアウシュヴィッ
ツへの道のり I（単）　カルメル340号　11・3　②死に臨
む言葉―エディット・シュタインのアウシュヴィッツへの道
のり II（単）　カルメル341号　11・6　②ナチスのユダヤ
人迫害とエディット・シュタイン I（単）　カルメル342号 
11・9　④研究助成等（学外）　平成 23 年度科学研究費補助
金・基盤研究（Ｃ）　研究代表者　11・4 〜

山根　道公
①日本語文章・文体・表現事典（共）　朝倉書店　11・6　②
遠藤周作『沈黙』論―歴史的素材の再構成をめぐって（単） 
遠藤周作研究第４号　11・9　④書評　遠藤周作『侍』（単）

信徒の友７月号　11・7　④書評　若松英輔『神秘の夜の
旅』（単）　三田文学第 90 巻第 107 号　11・11　④寄稿　
二十一世紀への遺言『深い河』（単）　神奈川近代文学館第
112 号　11・4　④寄稿　大震災と遠藤文学（単）　「周作ク
ラブ会報」第 44 号　11・8　④講演　日本人の心に響くイ
エス（単）　真生会館　11・4　④講演　聖書に学ぶ魂の健康
―神と人・人と人との絆の回復―（単）　本学公開講座　11・
5　④講演　親の役割―母性的愛と父性的愛（単）　本学附属
幼稚園　11・6　④シンポジウム　「おバカさん」が遺した
もの（単）　真生会館　11・9　④シンポジウム　真の自由人
の育成とキャリア教育（単）　日本カトリック教育学会第 35
回全国大会　11・9　④研究会　リベラルアーツ教育とキャ
リア教育（単）　キリスト教文化研究会　11・7

原田　豊己
②洗礼者ヨハネの「洗礼」意味（単）　キ文研年報 XXXIII　
11・3　④連続講座　カトリック教会の歴史（単）　カトリッ
ク廿日市教会　11・４〜 7（10 回）　④講演　カトリック教
会の教育としてのモンテソーリ教育　学校法人マリア学園　
倉敷マリア幼稚園（単）　11・11

保江　邦夫
①路傍の奇跡（単）　海鳴社　11・1　①合気道三年教本第一
巻（共）　海鳴社　11・5　①合気道三年教本第二巻（共）　海
鳴社　11・7　①合気道三年教本第三巻（共）　海鳴社　11・9

横山　學
①大学生のための研究ハンドブック（共）　大学教育出版　
11・4　②坂西志保の集書活動と横山重　戦前の米国議会図
書館蔵日本古典籍（単）　生文研年報第 24 輯　11・3　②原
田禹雄文庫目録（解題）（単）　生文研年報第 24 輯　11・3　
②史料翻刻『女古状揃女今川園生竹』その二（単）　生文研
年報第 24 輯　11・3　④講座　江戸の心学（単）　11・5　
④出張講義　江戸時代の女子教育（単）　於：熊本第一高等
学校　11・9　④講演　琉球人がやって来る　たつの市室津
海駅館「琉球使節展」講演会講師　11・11　④不思議な出
会い　その十四　生文研メール 14 号　11・1

今里　有紀子
②研究ノート　心理臨床学的観点から保育カンファレンス
の試み（共）　紀要 D 編第 35 巻第 1 号　11・3　②論考　映
画 In Her Shoes をめぐる心理臨床学的対話（共）　CCI 年報第
23 集　11・12　④研究発表　一般演題　ある思春期症例に
おける治療者の交代とその後の展開―対象喪失と思春期の自
立を巡っての一考察―（単）　日本思春期青年期精神医学会
第 24 回大会　於：京都女子大学東山キャンパス　11・6　
④一般演題　「空っぽ」と訴える女性が情緒を取戻すまで―
抱えるということ―（単）　日本精神分析学会第 57 回大会　
於：名古屋国際会議場　11・11　④講演　さわやかな自己
表現－対人関係スキル・トレーニング（単）　岡山県立倉敷青
陵高等学校主催生徒指導講師　11・1、6　④講演　特別支
援教育を学ぶ（単）　岡山県立岡山城東高等学校主催教員研修
会講師　11・8　④研修会　被災地の学校緊急支援（共）　平
成 23 年度岡山県臨床心理士会相互研修会　於：岡山大学　
11・10

児 童 臨 床 研 究 所

情 報 理 学 研 究 所

生 活 文 化 研 究 所
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