


　本学は明治15年の創立以来、日本学の学術拠点として専門研究の進展に寄与する

とともに、日本人が古くから持ち続けてきた「道義心」や「和」｢敬虔」｢勤倹」｢感

謝」を中心とする人間教育を展開し、日本全国に数多くの教員や公務員・企業人、

神職を輩出してきました。

　現在わが国の地域社会は、少子高齢化や、産業構造の変化、コミュニティの衰退、

多様性の喪失、人間関係の稀薄化など、複雑で重層的な問題に直面しています。本

学の立地する三重県伊勢市を中心とする南勢地域をはじめ三重県全域もその例外で

はありません。

　大学には今、教育面においては、地域社会の活性化に貢献できる人材育成が強く

求められています。と同時に、研究面におきましても、地域活性化の核となる「地

（知）の拠点」としての機能充実が期待されています。

　本学では、これまで教育・研究から生まれた大学の「知」を活用し、大学の有す

る様々な資源を積極的に活用して、地域社会に貢献して参りましたが、機関とし

ての地域貢献のための窓口として新たに「地域連携推進室」（平成25年9月1日）

を設置いたしました。

　この「社会連携事例集」は、本学教員の研究活動のうち社会との連携、社会への

貢献事例を中心に、その一部をご紹介するものです。なお、平成26年に文科省より

採択された「地（知）の拠点整備事業」（大学COC 事業）による教育プログラムを積

極的に推進すると共に、研究開発推進センターにおける地域プロジェクト研究を充実

していく所存です。

　本学は、伊勢志摩圏域及び三重県における「地（知）の拠点」として、地域の人々、

企業、団体、行政、教育機関等学外諸機関との連携に組織的に取り組み、地域社会

における新たなネットワークづくりを推進し、地方創生・活性化に貢献して参りた

いと思います。

【お問い合わせ　窓口】
皇學館大学 企画部 地域連携推進室
住　　所：〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704番地
電話番号： 0596-22-8365
E-mail：kikaku@kogakkan-u.ac.jp
URL：http://www.kogakkan-u.ac.jp

皇學館大学長　清  水　 潔
平成 30年９月
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所　　　属 文学研究科　神道学専攻　特別教授

氏　　　名 櫻井　治男

専 門 分 野 宗教学／宗教社会学／神社祭祀研究

所 属 学 会
IAHR（国際宗教学・宗教史学会）／…TCS（TRADITIONAL…COSMOLOGY…SOCIETY,…
Edinburgh…Univ.）／日本宗教学会／神道宗教学会／神道史学会／日本道教学会／日本
仏教福祉学会／明治聖徳記念学会／鈴屋学会／宗教倫理学会／NPO…法人（特定非営
利法人）社叢学会

キーワード 民俗学・神道 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 大学教職員・学生・神宮職員・市民との協働による勉強会「伊勢と神宮をまなぶ会」の幹事をつとめる。
文化振興活動 三重県度会郡の若手神職を中心とする「伊勢文化総合研究会」の顧問として地域研究の指導などを

行う。

講演活動実績
　平成 25年度式年遷宮記念シンポジウム「伊勢とその食文化」/遷宮記念シンポジウム in 名古屋「伊勢神宮と出雲大社
～遷宮に秘められた意味をめぐって～」/伝統宗教シンポジウム「宗教と環境　自然との共生」…/ 名張の歴史と民俗 /外宮
さんと日本人のくらし /お伊勢さんの道ー参宮街道の歴史と文化を訪ねてー /本当に知っておきたいご遷宮の知識…/ 伊勢
神宮式年遷宮の意味 /マメとモノグサー「共在」の社会と地域神社ー /御遷宮と伊勢の人々－ゲストはホスト・ホストは
ゲスト－ /伊勢神宮・式年遷宮についてー循環の祭りを伝えてきた社会と意識ー /三重の文化的エネルギーをたずねてー
伊勢神宮の式年遷宮を迎えてー /伊勢信仰の深淵 /伊勢・日本人の宗教観 /日本の祭りと神社ー伊勢と出雲の ” まつりの
心 ” を訪ねてー /お白石持ち今昔 /伊勢の神宮と式年遷宮 /伊勢神宮の御遷宮 /伊勢の神宮と遷宮ー森と清流に生かされ
てー /伊勢の神宮と式年遷宮ー「一日遷宮博士」を目指そうー /「お伊勢さん」と度会の「氏神さま」…/ 伊勢神宮と式年遷
宮 /式年遷宮の歴史と意味 /伊賀のかんこ踊りー踊りに託した想い、その記憶とこれからー /伊勢神宮の式年遷宮ー日本
の来し方と行く末をみつめて /町かどから知る伊勢の神宮と遷宮 /暮らしのなかの神々 /「つながり」のなかにおられる
神様ー地域から考える現代社会と神社 /神道と福祉ー控え目な社会・文化資源ー /秘ストリア名張～歴史の道と川の流れ
に～ /日本人と神様とのつきあい方―これからの地域をみつめて―/日本文化の発信と交流－伊勢の遷宮を振り返って－ /
日本宗教としての神道ーその多面的な世界－ /神宮祠職岩井田家と御師活動 /群れの学びと親離れ－活動拠点としての地
域神社－ /伊勢御師とは /神道と福祉の心 /熊野講座＠三重テラス「熊野と伊勢、二つの聖地を語る」…/ 宣長の一日を読むー
生活の中の古典と実践ー/森と海の文化ーくらし・いのり・自然ー/＜めぐみ＞への畏怖と感謝ー神道的環境倫理の有効性ー
/ヤマ・サト・ミサキの神々ー神社信仰の原風景を探るー /大和の「若宮さん」をめぐる旅 /「春日の神と御蓋山」/神様
とまつりーいまとむかしー /地域神社で共に学び育つ意義

社会活動（学外委員等）

　…名張市史編纂委員会委員（平成14年2月～）/三重県史編さん専門委員…平成14年10月～）/社会福祉法人鶯鳴会理事（平
成 17年 9月～）/伊勢市地域審議会会長（平成 18年 4月～）/学校法人野村学園みどり幼稚園理事（平成 18年 9月～）
/桑名市文化財保護審議会委員（平成 22年 4月～）/名張・アドバンスコープ歴史街道制作委員会委員（平成 24年 4月～）
/公益財団法人国際宗教研究所顧問（平成 28年 7月～）/三重県文化財保護審議会会長 ( 平成 28年 12月～）

社会活動（調査・研究等）

　八坂神社社殿等学術調査（平成 29年 2月～）/伊勢文化総合研究会（任意団体）による三重県度会郡の地域神社調査（平
成 28年 10月～）

連携事業等へのメッセージ
　少子高齢社会のなかで、地域に伝来された資料・文化資源の保存・継承課題がますます大きな問題となっています。こ
うした課題解決のために、大学と地域とが、行政をはじめとする多様な主体とともに次世代の育成を含め協働できればよ
いと考えています。
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所　　　属 文学部　神道学科　教授

氏　　　名 加茂　正典

専 門 分 野 神道史／神道祭祀／日本文化史

所 属 学 会 神道史学会／文化史学会／日本書紀研究会／日本歴史学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 神道、日本文化についての調査・研究と教育

講演活動実績
神社本庁第 77回正階研修乙「祭祀概論」講義　平成 26年 6月 11日、神宮道場
神様に奉るお食事　皇學館大学月例講座、平成 26年 7月 5日、皇學館大学
延暦儀式考　神道研究所公開シンポジウム、平成 26年 7月 26日、皇學館大学
神社本庁第 89回明階研修乙「神道史」講義　平成 26年 10月 11日、神宮道場
神社本庁第 90回明階研修丙「祭祀概論」　平成 27年 6月 10・11日、神宮道場
伊吉連博徳書　－初期遣唐使の記録ー　平成 27年 10月 17日、近鉄文化サロン阿倍野
神道と震災・災難　京都宗教系大学院連合　宗教研究会　平成 28年 10月 8日、大谷大学
神社本庁第 132回中堅神職研修丁　平成 29年 12月 6日、神宮道場

社会活動（学外委員等）

神道史学会委員（平成 24年～）
神社本庁参与（平成 28年～）
神社本庁教学委員（平成 29年～）

社会活動（調査・研究等）

・斎宮歴史博物館研究員（平成 13年～平成 15年）。
　日本古代史担当研究員として、斎宮歴史博物館所蔵大嘗祭関係資料を調査・研究。その成果は、「斎宮歴史博物館所蔵「貞
　享四年大嘗会悠紀・主基廻立殿之惣図　出　御前催之図」所引「定世卿記」逸文考」（「斎宮歴史博物館研究紀要」12輯、
　平成 15年）…として報告。
・佛教大学アジア宗教文化情報研究所学外研究員（平成 16年～平成 17年）。その成果は、「古代の宮廷祭祀　ー古代天皇
　の即位式　唐文化の受容と固有性－」（『アジア地域の宗教文化』（佛教大学アジア宗教文化情報研究所、平成 20年）と
　して報告。

連携事業等へのメッセージ

－ 9 －



所　　　属 文学部　神道学科　教授

氏　　　名 河野　訓

専 門 分 野 宗教学／仏教学

所 属 学 会 日本宗教学会／日本印度学仏教学会／神道史学会／日本道教学会／日本仏教学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
教　　育
文　　化

バレーボール
宗教文化に関連すること

講演活動実績
　「英彦山における神仏習合と神仏分離」／「善峰寺における神仏習合と神仏分離」／「施福寺における神仏習合と神仏分離」／「生田
神社における神仏習合と神仏分離」／「宗教にみる中国文化の輸入」／「中国大陸の仏教寺院　―20世紀における変貌―」／「仏教者
のもたらした中国の神々」／「淡路島・伊弉諾神宮をめぐる神仏習合と神仏分離」／「十津川村における神仏分離」／「霧島神宮にお
ける神仏習合と神仏分離」／「神仏習合と神仏分離・一八六八年四月」／「明治維新の神仏分離と今現在」（以上、平成29年度）／「隠
岐の島における神仏習合と神仏分離」／「伊勢の聖なる空間「神仏習合と伊勢」」／「岡山藩（池田藩）における神仏習合と神仏分離」
／「御嶽における神仏習合と神仏分離」／「1868年（慶応4年＝明治元年）の神仏分離令」／「東アジアの宗教建築」／「多賀大社
における神仏習合と神仏分離」／「粉河寺と産土神社における神仏習合と神仏分離」／「江島神社における神仏習合と神仏分離」／「わ
が国の宗教事情について　～神社本庁と昨今の神社界～」／「書寫山圓教寺における神仏習合と神仏分離」（以上、平成28年度）／「国
東半島における神仏習合と神仏分離」／「黄檗宗寺院における神と仏」／「伊勢の聖なる空間Ⅰ「神仏習合と伊勢」」／「籠神社と成相
寺における神仏習合と神仏分離」／「日光における神仏習合と神仏分離」／「法隆寺における神仏習合と神仏分離」／「『正法華経』に
見る竺法護の編訳」／「貴船神社における神仏習合と神仏分離」／「能勢妙見山における神仏習合と神仏分離」／「出羽三山における
神仏習合と神仏分離」／「鞍馬山における神仏習合と神仏分離」／「信貴山における神仏習合と神仏分離」／「大和・長谷寺における
神仏習合と神仏分離」／「室生寺における神仏習合と神仏分離」（以上、平成27年度）／「当麻寺における神仏習合と神仏分離」／「戸
隠における神仏習合と神仏分離」／「上野・寛永寺における神仏習合と神仏分離」／「大鳥神社における神仏習合と神仏分離」／「現
代における神社神道を考える」／「四天王寺と今宮戎神社」／「南北朝時代の三教の対立と融和」／「神護寺における神仏習合と神仏
分離」／「春日大社における神仏習合と神仏分離」／「厳島神社における神仏習合と神仏分離」／「清水寺と地主神社」／「三井寺（園
城寺）における神仏習合と神仏分離」／「三名山（富士山・白山・立山）の神様・仏様」／「立山における神仏習合と神仏分離」／「伊
勢神宮の遷宮ー仏教者のかかわりー」（以上、平成26年度）／「こんぴらさんにおける神仏習合と神仏分離」／「白山における神仏習
合と神仏分離」／「熱田神宮における神仏習合と神仏分離」／「富士山における神仏習合と神仏分離」／「日本における神仏習合―僧
のもたらした神々―」／「アジア諸文化と神宮」／「仁和寺における神道と仏教」／「宗教法人と宗務行政の微妙な関係」／「醍醐寺
における神仏習合と神仏分離」／「出雲大社における神仏習合と神仏分離」／「竹生島における神仏習合と神仏分離」／「伊勢におけ
る神仏分離」／「現代における神社神道の実情と課題」／「白山における神仏習合と神仏分離」／「西大寺における神仏習合と神仏分離」
／「伏見稲荷における神仏習合」／「生駒山における神仏習合」（以上、平成25年度）

社会活動（学外委員等）
　神道史学会委員（平成 14 年 6 月～現在）／東アジア仏教研究会編集委員（平成 15 年 5 月～現在）／熱田神宮学院非常勤
講師（平成 18 年 4 月～現在）／大阪府不活動宗教法人対策推進会議委員（平成 15 年 8 月～現在）／日本宗教学会評議員（平
成 15 年 9 月～現在）／日本宗教学会理事（平成 15 年 9 月～現在）

社会活動（調査・研究等）
　【社寺における神仏分離調査】伏見稲荷大社・東寺・新薬師寺・春日大社・仁和寺・竹生島・出雲大社・醍醐寺・林西寺（白山）・岡寺・
神護寺・切幡寺・善通寺・崇福寺（長崎）・興福寺（長崎）・富士宮浅間神社・村山浅間神社・山宮浅間神社・三井寺・清水寺・地主
神社・紀伊三井寺・粉河寺・宇佐神宮・雲林寺跡（中津川）・芦峅寺（立山）・岩峅寺（同）（以上、平成25年度）、三嶋大社、善光寺・
戸隠神社・延暦寺・日吉大社・山階寺跡（京都）・石徹白（白山）・四天王寺・今宮戎神社・大鳥神社・国東半島・宗像大社・往駒神社・
当麻寺（以上、平成26年度）、室生寺、成相寺（京都府）・籠神社・清見寺（静岡）・長谷寺・信貴山朝護孫子寺・鞍馬寺・貴船神社・
能勢妙見・大覚寺・射楯兵主神社・鶴林寺・多賀大社・真如寺（滋賀県）・胡宮神社（同）・円政寺（萩市）・東光寺（同）・龍福寺（山
口市）・瑠璃光寺（同）・永平寺・若狭彦神社（小浜市）・若狭姫神社（同）・若狭彦神宮寺（同）（以上、27年度）、水若酢神社（隠
岐の島町）・玉若酢神社（同）・国分寺（同）・御嶽神社里宮（王滝村）・御嶽神社別殿（同）・吉備津彦神社（岡山市）・吉備津神社（同）・
最上稲荷（妙教寺）（同）・土佐神社（高知市）・五台山竹林寺（同）・鶴岡八幡宮（鎌倉市）・伊豆山神社（熱海市）・三嶋大社（三島市）・
知立神社（知立市）・猿投神社（豊田市）（以上、平成28年度）、中山法華経寺・船橋大神宮・鹿児島神宮・東霧島神社・英彦山大神宮・
大乗院跡（鹿児島市）・福昌寺跡（同）・伊弉諾神宮（淡路市）・妙京寺（同）・石上神社（同）・赤間神宮（下関市）・香椎宮（福岡市）・
筥崎宮（同）・恵光院（同）・施福寺（大阪府）・生田神社・善峰寺（京都府）・伊須流岐神社（中能登町）・大宮坊（同）・感応寺（出
水市）・福昌寺（薩摩川内市）・一乗院跡（南さつま町）・寶満寺跡・大慈寺（以上、志布志市）（以上、29年度）他
【中国における日中戦争・文化大革命による仏教寺院の変貌の研究調査】（北京市・浙江省・新疆ウイグル自治区・甘粛省・台湾）他
【伊勢における寺院・神祠の景観変化に関する歴史的研究調査】神宮・神宮125社・蓮華寺（度会町）他

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 文学部　神道学科　教授

氏　　　名 菅野　覚明

専 門 分 野 倫理学／日本倫理思想史

所 属 学 会 神道史学会／鈴屋学会

キーワード 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
倫理学

日本倫理思想史
倫理・道徳教育

日本の伝統思想をふまえた企業倫理、環境倫理への提言
現代社会の課題を伝統思想（武士道、神道など）を手がかりに考える
公共道徳のあり方等について考える

講演活動実績
　陸上自衛隊幹部学校／海上自衛隊幹部学校／日本青年会議所全国大会／秋田県曹洞宗青年会／陸上自衛隊第４施設団修親
会／陸上自衛隊幹部候補生学校／陸上自衛隊航空学校／陸上自衛隊第4師団幹部会／国際武道文化セミナー／熱田神宮文化
講座／信濃中央仏教会夏期大学講座／三菱UFJ信託銀行次世代リーダー研修／青天白雲塾など（以上H27～ 29年の主なも
の）

社会活動（学外委員等）

　日本武道館評議員

社会活動（調査・研究等）

　武士道関係基礎資料（佐賀県立図書館等所蔵『葉隠』諸写本）の総合的研究

連携事業等へのメッセージ
　日本思想史関係資料の多くは地域の図書館等に所蔵されており、また未発掘のものも多い。地域文化の根幹を成す資料
の研究は、多くの可能性を秘めていると考える。
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所　　　属 文学部　神道学科　特別教授

氏　　　名 白山　芳太郎

専 門 分 野 日本思想史

所 属 学 会 神道史学会／神道宗教学会／日本思想史学会／日本宗教学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 日本文化に関する各種講演会講師など

講演活動実績
　神社本庁神職講習会
　近鉄アベノ文化サロンカルチャー講座

社会活動（学外委員等）

　神道史学会委員（昭和 52年 4月～現在に至る）
　神道宗教学会理事（昭和 52年 4月～現在に至る）
　日本思想史学会評議員（平成 6年 10月～現在に至る）
　日本宗教学会評議員（平成 7年 4月～現在に至る）
　日本宗教学会理事（平成 9年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　地域の神社・寺院などの文書の調査・研究を行ってきました。

連携事業等へのメッセージ
　わたしは地域の文書に関心をいだいています。かつて特定のある神社ですが、文書を調査しました。その成果は国書刊
行会より『真清田神社史』として公表しました。そういった活動を通じ、地域史を明らかにしています。また、四日市市、
松阪市、桑名市、伊賀市などが主催する講演会で講演しています。
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所　　　属 文学部　神道学科　教授

氏　　　名 中山　郁

専 門 分 野 宗教学 ( 山岳宗教・修験道研究、シャーマニズム研究、近代宗教史研究、
海外戦没者慰霊研究 )

所 属 学 会 日本宗教学会・神道宗教学会・日本山岳修験学会・宗教と社会学会・戦争社会学研究会・
大学教育学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道 伝統文化・芸術

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
特記事項なし

講演活動実績
　2013 年　11月 20日：日本パプアニューギニア協会、第３回ＰＮＧを語ろう会＝Kivung…Bona…Toktok…on…PNG…「パプ
アニューギニアにおける戦地慰霊―その歴史と現状」／平成 26年～ 30年 6.7 月：國學院大學学若木育成会「大学での学
びとは」「学生を確かに成長させるためには」／平成 29年 7月 30日、國學院大學院友会北多摩支部「海外慰霊と慰霊碑
―ミクロネシア・メラネシアの事例から―」／平成 28年 9月 15日、國學院大學北海道短期大学部「アクティブラーニン
グを生かした教育方法への転換」平成 29年 9月 14日、、國學院大學北海道短期大学部

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　地域社会の宗教文化を継承し、または発展させるお手伝いができれば幸いです。
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所　　　属 文学部　神道学科　教授

氏　　　名 松本　丘

専 門 分 野 神道史／神道思想史

所 属 学 会 皇學館大学人文学会／財団法人無窮会／神道史学会／神道宗教学会／水戸史学会／
日本宗教学会／明治聖徳記念学会／鈴屋学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
神道・伝統文化 伊勢神宮を中心とする神道文化・伝統文化の研究

講演活動実績
　士清と垂加神道－谷川学の根幹にあるもの－／士清と河北景楨－谷川学のネットワーク－／近世の式年遷宮／大和の古
社／古代の宮廷祭祀・儀礼／即位礼と大嘗祭　　中世～近世の宮中祭祀・儀礼／近代の宮中祭祀・儀礼／宣長と日本書紀
／古事記／日本書紀／旧事紀・古語拾遺／太安万侶／吉田兼倶／山崎闇斎／戦う神主たち／戦う神主たちⅡ／『日本書紀
通證』について－谷川士清の神代巻－／日本人の心と警察改革の精神／会津の藩風と神道／式年遷宮とその意味／江戸時
代の伊雑宮信仰／皇室の基礎知識

社会活動（学外委員等）

　神道史学会委員（平成 19年 6月～現在に至る）
　神道宗教学会理事（平成 23年 5月～現在に至る）
　鈴屋学会常任委員（平成 22年 4月～現在に至る）
　伊勢国際宗教フォーラム世話人（平成 19年 11月～現在に至る）
　皇學館大学神道学会理事（平成 19年 4月～現在に至る）
　神社本庁参与・教学委員・研修委員（平成 23年 10月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　日本人の心のよりどころである伊勢の神宮。この地で育まれた歴史と文化を広く発信できたらと思います。

－ 14 －



所　　　属 文学部　神道学科　准教授

氏　　　名 板東　洋介

専 門 分 野 神道学／日本倫理思想史

所 属 学 会 日本倫理学会／日本思想史学会／鈴屋学会／日本儒教学会／比較思想学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道 道徳教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
神道学

日本倫理思想史
神道と日本文化についての研究と教育
日本の伝統思想を踏まえた道徳や現代的問題への提言

講演活動実績
　「ネットワーク日本の哲学」…（京都大学）
　「思想史の対話」（日本思想史学会）
　「近鉄文化サロン」（近鉄百科店）

社会活動（学外委員等）

　日本思想史学会「思想史の対話」研究会幹事／比較思想学会…評議員

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　儒教や国学といった江戸時代の日本の思想を研究しています。
　この伊勢の地は、神宮神官であった吉見幸和、松阪の本居宣長ら、近世思想の中心人物が輩出し、江戸や京都に劣らな
い江戸の学問の一つの中心地でありました。
　地域のことを深く知るためにも、近世研究の深化発展のためにも、積極的に伊勢の学問について調査してゆく所存です。
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所　　　属 文学部　神道学科　助教

氏　　　名 黒田　宗篤

専 門 分 野 言語文化 /現代超域文化 /神道学 /神道史

所 属 学 会 日本宗教学会 /明治聖徳記念学会 /神道史学会

キーワード 道徳教育 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
神道・伝統文化 社頭講話など。

講演活動実績
　特記事項なし。

社会活動（学外委員等）

　神社神職（平成 14年 9月～現在に至る）。

社会活動（調査・研究等）

　旧社家・神社の依頼による文献の調査。

連携事業等へのメッセージ
　明治期の神道家による道徳教育に深い関心をもっています。我々の先祖が求めた道徳とは何かを発信できたらと思います。
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国 文 学 科
文 学 部
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所　　　属 文学部　国文学科　教授

氏　　　名 大島　信生

専 門 分 野 上代文学／国語学

所 属 学 会 萬葉学会／美夫君志会／古事記学会／上代文学会 /日本語学会／鈴屋学会 /
国際熊野学会／解釈学会

キーワード 文学・言語学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 上代文学に関する知識普及活動

講演活動実績
　日本書紀－神武天皇東征－／万葉の歌人－大伴坂上郎女－／額田王、三輪山惜別歌をめぐって－／日本書紀を読む－崇
神天皇紀－／万葉の歌人－但馬皇女と穂積皇子－／日本書紀を読む－垂仁天皇紀－／古事記を読む－神武天皇記－／万葉
の歌人－高橋虫麻呂 1・2－／日本書紀を読む－景行天皇紀－／賀茂真淵の万葉集研究／万葉集、聖武天皇東国行幸歌群
をめぐって／大阪府の万葉集⑴…⑵／古事記を読む－仁徳天皇記－／古事記・日本書紀と熊野／古事記を読む－崇神天皇
記－／大宝元年紀伊行幸歌群をめぐって／『日本書紀』を読む―天照大神と素戔嗚尊の誓約ー／古事記を読む－倭建命
－／日本書紀と万葉集／万葉集と伊勢志摩／『日本書紀』の魅力にせまる・天照大神、月夜見尊、素戔嗚尊ー三貴子の誕生ー

社会活動（学外委員等）

　飛鳥を愛する会委員（平成 23年 5月～現在に至る）
　瀬戸内海文化を考える会理事（平成 22年 5月～現在に至る）
　萬葉学会編輯委員（平成 17年 10月～現在に至る）
　美夫君志会常任理事（平成 22年 4月～現在に至る）
　古事記学会理事（平成 14年 7月～現在に至る）
　上代文学会理事（平成 21年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　飛鳥を愛する会現地講座講師

連携事業等へのメッセージ
　飛鳥の歴史と文学について関心を持っています。現在「飛鳥を愛する会」の委員を務めています。同会は、万葉故地を
訪ねたり、講演会を開いたりして飛鳥の新たな魅力を見つけ、地元と提携しながら活動しています。／熊野についても関
心があります。みえ熊野学地域巡回講座の講師なども務めました。
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所　　　属 文学部　国文学科　教授

氏　　　名 齋藤　平

専 門 分 野 日本語学

所 属 学 会 日本語学会／社会言語科学会／計量国語学会／鈴屋学会／萬葉学会／
日本NIE 学会／解釈学会

キーワード 文学・言語学 地域づくり 防災・減災

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 ことばを活用した地域振興

地域社会活動 ことばを活用した防災対策

講演活動実績
　位相語としての海女詞
　伊勢志摩の文学と方言
　まちづくりにおいて市民が果たす役割
　御浜のくらしとことば
　伊賀のことば
　天切り松－江戸ことばのおもしろさ－
　江戸時代の方言辞書を読む
　国語学の研究が「国語」の何に役立つか
　国語力を何で測るか
　地域社会活動　ことばを活用した防災対策
　宣長のアクセント－記伝の声注から－
　人と学問－皇學館人物列伝から－
　名張の言語調査

社会活動（学外委員等）

　伊勢市まち・ひと・しごと創生会議会長（平成 28年 6月 28日～現在に至る）
　伊勢志摩定住自立圏ビジョン懇談会会長（平成 29年４月１日～現在に至る）
　志摩市地方創生審議会副会長（平成 29年 10月 30日～現在に至る）
　名張市史編集専門部会民俗部会委員（平成 14年 9月～現在に至る）
　鈴屋学会常任委員（平成 16年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

・岩手県・宮城県を中心とした昭和８年三陸地震津浪記念碑の社会言語学的研究
・三重県の方言調査・研究

連携事業等へのメッセージ
　ことばの調査を通じて学生が言語研究の方法を学ぶとともに、地域の文化的資源の活用についても広く関心を持ち、地
域社会に貢献できるよう取り組みを進めています。
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所　　　属 文学部　国文学科　教授

氏　　　名 田中…康二

専 門 分 野 日本近世文学／国学／近世和歌

所 属 学 会 日本近世文学会／和歌文学会／鈴屋学会

キーワード 文学・言語学 伝統文化・芸術 国語教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 国学を中核とする伊勢・松阪の文化振興

講演活動実績
　平成 25年 7月 20日「鈴屋十講・賀茂真淵…―古学と古風の間―（松阪市松阪公民館）」／平成 26年 7月 19日「鈴屋十講・
文学史の構想―「歌詞展開表」について（松阪市松阪公民館）」／平成 27年 7月 18日「鈴屋十講・「敷島の歌」受容史（松
阪市松阪公民館）」／平成 29年 1月 29日「連続講座「江戸の思想と文学（２）歌学としての国学―本居宣長を中心に（群
馬県立土屋文明記念文学館）」／平成 29年 10月 14日「関西元気文化圏推フォーラム「文化芸術の再発見」Ⅹ「宣長サミッ
ト」パネルディスカッション「今、なぜ、宣長か」（三重県総合文化センター多目的ホール）」／平成 29年 10月 21日「鈴
屋十講・面従腹背―村田春海（松阪市松阪公民館）」

社会活動（学外委員等）

　鈴屋学会常任委員（平成 10年 4月～現在に至る）／和歌文学会東京例会委員（平成 8年 06 月～平成 10年 06 月）・
論集編集委員（平成 10年 06 月～平成 12年 06 月）・関西例会委員（平成 16年 06 月～平成 18年 06 月）・論集編集委
員（平成 24年 11月～平成 26年 11月）／日本近世文学会委員（平成 18年 06月～継続中）・常任委員（平成 18年 06
月～平成 28年 06月）・学会誌編集事務局（平成 22年 6月～平成 24年 6月）・広報企画委員（平成 24年 6月～平成 26
年 6月）・ホームページ委員（平成 24年 6月～平成 28年 6月、うち平成 26年 6月～平成 28年 6月は委員長）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし。

連携事業等へのメッセージ
　日本近世文学、とりわけ和歌文学を中心とする雅文学・国学を研究しています。近年は伊勢国松坂の国学者本居宣長の
研究（宣長論三部作・宣長伝三部作）をして一区切りつけたところです。今後は国学に先行する古代中世の歌学と、国学
が近代の学問に分岐し、現代の国語教育にまで流れ着く過程について、日本古典学という観点から研究する予定です。伊
勢に移り住むことになって、国学を主専攻とする運命を感じています。

－ 21 －



所　　　属 文学部　国文学科　教授

氏　　　名 中川　照将

専 門 分 野 平安文学

所 属 学 会 中古文学会／北陸古典研究会／大阪大学国語国文学会／福井大学国語学会

キーワード 文学・言語学 歴史・文化 伝統文化・芸術

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化・環境 文化振興

講演活動実績
　『源氏物語』光源氏の恋愛の世界を旅する（皇學館大学月例文化講座、平成 27年 6月）／源氏物語はいかにして『源氏
物語』になったか（近鉄文化サロン、平成 28年 5月）／『源氏物語』を味わう（全 5回）（伊勢市教育委員会、平成 28
年 6月～ 9月）／『源氏物語』の現在から過去へさかのぼる（福井県越前市、平成 28年 8月）／『源氏物語』に［鄙／都］
が現れるとき（第 29回源氏物語アカデミー、平成 28年 10月）

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　平安時代の文学作品の享受史に関心を持っています。特に『源氏物語』を中心に、それが、過去の人たちによってどの
ように読まれていたかについて学んでいます。こうした享受の問題は、必ずしも時代性だけに関わるものではなく、地域
性とも関わってきます。『源氏物語』がそれぞれの地域によって、どのように読まれていたか。こうした享受のあり方は、
文学碑などの文化資産に象徴的に現れてくるのです。
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所　　　属 文学部　国文学科　特別教授

氏　　　名 深津　睦夫

専 門 分 野 日本中世文学

所 属 学 会 中世文学会／和歌文学会／言語と文芸の会／皇學館大學人文學會／
筑波大学国語国文学会／名古屋大学国語国文学会

キーワード 文学・言語学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 古典和歌を中心とした古典文学に関する知識普及活動

講演活動実績
　浦島太郎は誰と結婚したのか
　アンチ・ヒーロー一寸法師
　平清盛は悪人か
　平家物語に描かれた平清盛像
　「平家物語」を読む
　伊勢の西行
　阿漕が浦の鰯売りの恋

社会活動（学外委員等）

　公平委員会委員（委員長）（平成 17年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　『三重県史』通史編（中世）編集委員　

連携事業等へのメッセージ
　古来、伊勢の地は文芸活動が盛んでした。特に和歌は、神宮にかかわる人々を中心に多くの人によって詠まれてきました。
ただし、古い時代に作られた文学作品は、時代の変化とともにだんだんと読みづらいものとなり、身近なものとは言えな
くなっています。しかし、これも少しの知識とちょっとした読み方のコツを知ることによって、ぐっと身近なものとなり、
楽しめるものとなります。講演・読書会・ワークショップなど様々な方法によって、そうした知識とコツを地域の皆さん
に知っていただくためのお手伝いをしたいと考えています。
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所　　　属 文学部　国文学科　准教授

氏　　　名 岡野　裕行

専 門 分 野 図書館情報学／日本近現代文学

所 属 学 会 アート・ドキュメンテーション学会／昭和文学会／情報メディア学会／日本近代文学会／
日本図書館協会／日本図書館研究会／日本図書館情報学会／日本図書館文化史研究会

キーワード 文学・言語学 社会教育・生涯学習 まちづくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文学・言語学 ビブリオバトル

社会教育・生涯学習 ウィキペディアタウン

まちづくり 伊勢河崎一箱古本市

講演活動実績
【平成25年度】昨日のできごと・明日のものがたり：読んで書くためのまちあるき／「Library…of…the…Year…2012」大賞受賞の意義とその後の動
向／やってみよう！ビブリオバトル：知的書評合戦が大学図書館を活性化する／ビブリオバトルの楽しみ方：本と人との出会いの場づくり
【平成26年度】これからの文学館活動に期待すること：『文学館出版物内容総覧』の反響と文学情報流通の促進について／ビブリオバトルが
創出するコミュニティ／美術館でビブリオバトルをしてみたらどうなった？／図書館はビブリオバトルとどのように歩んできたか／KIRA…KIRA…EMA!：現
代の祈りのカタチを考える／文学館活動に期待されるもの／本と人を知るために：ビブリオバトルのすすめ／本と人を知るためのコミュニティづくり：
学校図書館でのビブリオバトルの活用について／大学図書館におけるビブリオバトルの導入と展開／すばらしき伊勢うどんの世界／中学校・高等
学校におけるビブリオバトルの活用について／ビブリオバトルの普及状況と図書館での活用について
【平成27年度】ビブリオバトルとコミュニティ・メディアのこれから／ Library…of…the…Year…10 周年記念フォーラム：10年間のLibrary…of…the…
Yearは私たちに何を提示してきたのか／Library…of…the…Year…2012の大賞を受賞したらビブリオバトルの普及活動はどんなふうに変わったの？／コ
ミュニティをつくるビ…ブ…リオバ…トル：その導入と展開の可能性／文学を旅するには？／つながるコミュニティをつくる：図書館におけるビブリオバトルの
活用／本と人を知るためのコミュニティづくり：学校図書館でのビブリオバトルの活用について
【平成28年度】皇學館大学附属図書館の取り組みについて：建学の精神と図書館活動／文学の記憶装置：日本における文学館活動の発展
とその展望／本でつながるコミュニケーション：学校教育・学校図書館とビブリオバトル
【平成29年度】読書で広がり深まる世界／出版とビブリオバトル／本になる／マジカル・ライブラリー・ツアー／大学図書館における学生協働の
現状と展望／本の創造と共有：ビブリオバトルができること／学校教育・学校図書館におけるビブリオバトルの活用／人とつながる、本でつながる：
本の魅力と可能性を地域のなかで考える

社会活動（学外委員等）
　アート・ドキュメンテーション学会幹事／NPO法人知的資源イニシアティブ（IRI）Library…of…the…Year 選考メンバー／情報メディ
ア学会理事／図書館総合展運営委員会図書館総合展運営協力委員／ビブリオバトル普及委員会代表理事／一般社団法人ビブリオバ
トル協会副代表理事／三重県立図書館協議会委員／伊勢市立図書館協議会委員長／伊勢市子ども読書活動推進会議委員長／津市子
ど…も読書活動推進会議副委員長

社会活動（調査・研究等）
　国文学研究資料館国文学文献資料特別調査員

連携事業等へのメッセージ
　文学館，文学アーカイブ，文学研究者の情報探索行動、読書環境の整備など、図書館と文学の領域が重なりあう学際領域に関心を持っています。
その成果として、これまでに「伊勢ぶらり」アプリの製作、「伊勢河崎一箱古本市」の主催、「ウィキペディアタウン伊勢」の実施、「ビブリオバトル」
の普及活動にも関わってきました。平成25年度からは、三重県教育委員会と連携し、みえの学力向上県民運動の一環として、「高校生ビブリオバ
トル」の開催にも関わってきました。
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所　　　属 文学部　国文学科　准教授

氏　　　名 上小倉　一志

専 門 分 野 書道

所 属 学 会 皇學館大學人文學會／書学書道史学会／美術文化史研究会

キーワード 伝統文化・芸術

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

講演活動実績
　平成 27年度三重県高等学校書道研究会第１回研修会公開講義（平成 27年６月 30日）
　中部日本書道会北勢支部書道講演会「跋文に見る蘇軾」（平成 29年）

社会活動（学外委員等）

　謙慎書道会常任理事（平成 26年 6月～現在に至る）
　全日本書道連盟正会員（平成 9年 4月～現在に至る）
　読売書法会理事（平成 26年 7月～現在に至る）
　中部日本書道会評議員（昭和 56年 5月～現在に至る）
　中部日本書道会創立 80周年記念事業担当部長（平成 25年 7月～平成 27年６月）
　中部日本書道会第二企画部長（平成 27年 7月～平成 29年６月）
　中部日本書道会第二企画部長兼 IT 部長（平成 29年 7月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 文学部　国文学科　准教授

氏　　　名 松下　道信

専 門 分 野 漢文学／中国宗教思想（道教）

所 属 学 会 中国社会文化学会／中国出土資料学会／東方学会／日本宗教学会／日本中国学会／
日本道教学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化環境 宗教文化・異文化理解

講演活動実績
　近鉄文化サロン：「内丹　－内なる錬金術と悟り…　－道教と禅宗の関係について－」（平成 25年 11月８日）
　　　　　　　　　「初めて学ぶ道教」（平成 26年４月 19日）
　　　　　　　　　「老子伝を読む」（平成 27年 6月 20日）・「『荘子』を読む」（平成 27年 10月 31日）
　三重アカデミックセミナー：…「禅宗の「十牛図」とその周辺　－伊勢の地と牧牛図について－」（平成 23年 7月 16日）
　本居宣長記念館：「宣長と漢学　－東涯・徂徠・宣長とその周辺－」（平成 25年９月 21日）
　津市教育委員会主催「文学講座」：「津の漢学とその周辺　－有造館を中心に－」（平成 25年 11月 30日）
　皇學館大学主催「月例文化講座」：「丘処機『西遊記』を読む　－チンギス・ハーンと会った道士－」（平成 27年 11月 21日）

社会活動（学外委員等）

　日本道教学会（評議員）（平成 22年１月～平成 25年 12月）
　日本道教学会（理事）（平成 26年１月～現在に至る）
　国際日本文化研究センター共同研究員（平成 23年 4月～現在に到る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　中国の道教思想を対象に宗教文化を研究しています。…また最近ではその神道への影響についても関心を持っています。
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所　　　属 文学部　国文学科　助教

氏　　　名 小堀　洋平

専 門 分 野 日本近代文学

所 属 学 会 日本近代文学会／日本文学協会／解釈学会／花袋研究学会／早稲田大学国文学会

キーワード 文学・言語学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 近代文学に関する知識普及活動

講演活動実績
　田山花袋と山裾の町（第 37回高遠町桜大学、平成 27年 12月 12日）
　田山花袋「志摩めぐり」の風景（三重県生涯学習センター×皇學館大学×志摩市協働講座、平成 29年 6月 11日）
　田山花袋『南船北馬』に見る熊野の風景－「北紀伊の海岸」と「熊野紀行」－（早稲田大学オープンカレッジ東紀州地
域振興公社協力講座、平成 30年 2月 3日）

社会活動（学外委員等）

　早稲田大学国文学会評議員（平成 28年４月～現在に至る）
　花袋研究学会役員（運営）（平成 28年４月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　日本近代文学、特に田山花袋を中心とする自然主義文学を専門としています。
　田山花袋は紀行文作家としても有名で、著書『日本一周』からも分かるように、日本全国を旅してその体験を文章にの
こしています。その中には、明治・大正から昭和初期にかけての日本各地の自然・文化・生活のあり様がいきいきと描き
出されており、今日の読者にとっても、たいへん興味ぶかい内容となっています。このように、地域の文化振興という観
点からみても、花袋は私たちの関心をひく存在であるといえるのです。
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国 史 学 科
文 学 部
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所　　　属 文学部　国史学科　教授

氏　　　名 遠藤　慶太

専 門 分 野 日本古代史

所 属 学 会 木簡学会／日本古文書学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
自治体史編さんへの調査員・執筆委員としての参加
歴史関係の講座・講演会での講師

講演活動実績
　「仏教がつなぐー『日本書紀』の仏教伝来記事ー」（平成 26年 11月、朝日カルチャーセンター千葉）
　「六国史と源氏物語」（平成 27年 7月、明治大学夏季源氏物語公開講座「創造の源泉ー源氏物語」）
　「桓武天皇と続日本紀」（平成 27年 7月、朝日カルチャーセンター千葉）
　「持統太上天皇の伊勢・三河行幸について」（平成 28年 1月、斎宮歴史博物館友の会講座）
　「伊勢神宮の歴史」（平成 28年 3月、朝日カルチャーセンター千葉）
　「木簡の歌と梅・桜」（平成 29年３月、近鉄文化サロン）

社会活動（学外委員等）

　続日本紀研究会編集委員（平成 15…年 7…月～現在に至る）
　日本古文書学会編集委員（平成 21…年 6…月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　科研：古写経識語による古代文字史料研究…（代表、遠藤慶太）
　科研：続日本紀を中心とした八世紀紀年史料の総合的研究（代表、遠藤慶太）

連携事業等へのメッセージ
　史料にもとづいた日本の古代史について研究をしています。とくに『日本書紀』などの歴史書や木簡・写経といった、
現代に伝えられた文献・文字資料の成り立ちを掘り下げ、史料ごとの性格をつかむことを重視しています。これまで大阪
府下の自治体史事業に参加し、史料の収集や講演を行ってきました。身近な地域の成り立ちを歴史の視点でとらえなおし、
私自身が学ばせていただく機会が多くありました。
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所　　　属 文学部　国史学科　教授

氏　　　名 岡野　友彦

専 門 分 野 日本中世史／荘園史

所 属 学 会
国史学会／史学会／日本古文書学会／日本史研究会／歴史学研究会／中世史研究会／
日本宗教文化史学会／鎌倉遺文研究会／戦国史研究会／
日本ミュージアム・マネージメント学会

キーワード 歴史・文化 伝統文化・芸術

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
日本中世史
地域史
博物館学

平安時代後半から鎌倉・室町・戦国・安土桃山時代の歴史
伊勢神宮や伊勢国司北畠氏・伊勢平氏などに関する歴史
文化財保護・古文書学・地域博物館の社会的役割など

講演活動実績
　伊勢神宮にみる日本人のこころ／中世の伊勢神宮と太平洋海運／足利義満・義持の伊勢参宮／庶民参宮のはじまり－政
治権力と伊勢神宮・出雲大社／熊野と東国をつなぐもの／戦国の雄－北畠氏と長野氏を学ぼう／北畠一族と雲出川／北畠親
房の生涯／霧山城と多気の城下／北畠親房の出帆－結城宗広の漂着と終焉－／結城宗広と安濃津／伊勢平氏の謎に迫る／
伊勢平氏と桑名－平氏政権誕生の舞台裏－／源氏の謎に迫る／日本の荘園はなぜわかりにくいのか／源頼朝と北条政子は
夫婦別姓？／足利尊氏の謎に迫る／豊臣秀吉政権のジレンマ／家康はなぜ江戸を選んだか／茶道と神道／古文書を読もう／
日本人の姓と苗字／「いただきます！」と「いのち」の教育／観阿弥と楠木正成／熊野古道と慶光院清順上人

社会活動（学外委員等）

　三重県文化財保護審議会委員（平成 24年 9月 24日～現在に至る）
　三重県立美術館協議会委員（会長）（平成 26年 4月 1日～現在に至る）
　三重県総合博物館協議会委員（平成 26年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　平成 11年　熊野の歴史、文化についての考察「精神文化の広域的活用方策検討に関する基礎調査」
　平成 12年　みえ歴史街道構想津安芸久居一志地域推進計画「みえ・まんなか学のすすめ－わが町から歩いてみよう－」
　平成 18年　中世都市研究会 2006 三重大会シンポジウム「都市をつなぐ」
　平成 24年　中世史研究会 40周年記念大会シンポジウム「日本中世史のなかの東海地域」

連携事業等へのメッセージ
　日本の歴史、特に平安時代の終わり頃から戦国時代に至る「中世」という時代を研究しています。中でも三重県の中世
史に興味を持ち、中世の伊勢神宮や熊野、伊勢国司北畠氏、あるいは伊勢平氏について、地域からの講演依頼にもお応え
してきました。また東京の地域博物館に勤務していた経験から、地域の歴史と文化財保護における博物館・美術館の役割
についても関心を持っています。
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所　　　属 文学部　国史学科　教授

氏　　　名 田浦　雅徳

専 門 分 野 日本近現代史

所 属 学 会 軍事史学会／史学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域社会活動

講演活動実績
　明治の人物に学ぶ　－高橋是清と日露戦時の外債募集
　戦前期外交構想の再考　－松岡洋右と重光葵－
　日本人は何故太平洋戦争を選んだか

社会活動（学外委員等）

　NPO法人咢堂香風…学術顧問

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 文学部　国史学科　教授

氏　　　名 松浦　光修

専 門 分 野 日本思想史

所 属 学 会 皇學館大学史学会　皇學館大學人文學會／神道史学会／日本思想史学会／
明治聖徳記念学会／鈴屋学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道 その他

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
日本教育再生機構評議員

講演活動実績
　尊王思想の本質ー竹内式部と宝暦事件／近世政治思想の展開ー革命・御任・復古／「五箇条の御誓文」－日本的革新の
原型／伊勢神宮と日本の心／りっぱな人になりましょう／建学の精神ー神話・神宮・天皇／伊勢神宮と日本の心／明治維
新の思想／西郷隆盛の教えー政治・時代・事業・人生／日本人の心のかたちー神話・神宮・天皇／皇室と日本人ー天皇陛
下の祈りと国民としての果たすべき役割／心のなかの日本ー “君安かれ ”の祈りはあるか？／日本人の心のかたちー神話・
神宮・天皇／永遠の忠臣・楠木正成ーその敬仰の歴史／現代の教育と皇室／皇室と日本人ー “民安かれ ” の祈り・“ 君安か
れ ” の祈り／本居宣長の『うひ山ぶみ』に学ぶ／歴史から知る日本の心ー次世代につなぐ規範意識／皇室の伝統と日本の再
生／日本の教育と皇室ー “民安かれ ” の祈り・“ 君安かれ ” の祈り／現代の教育と皇室／今求められる、日本人の心のかた
ちと皇室／御聖徳を仰ぐー今上陛下 “ 戦後 ” との戦い／皇室の伝統と日本の再生／保守ならば、今こそなすべきこと／維
新の源流ー楠木正成と日本人の心／永遠なる日本のためにー皇室をお守りする私たちの責務／西郷隆盛と坂本龍馬ー志士
たちのほとばしる言葉に学ぶ／テレビが伝えない坂本龍馬／日本人の心ー敬神崇祖・尊皇愛国／英霊の心・皇室の祈り／
日教組と戦後教育／「夫婦別姓」－民主党の “家族解体路線 ”／幕末の神宮ー守りと祈り／夫婦別姓って本当に必要なの？ー
夫婦別姓の向こうにあるモノ／民主党政権と戦後日本ー三島義挙が問いかけるもの／永遠なる日本のためにー平成尊王論／
永遠なる日本のためにー皇室・政治・教育／五箇条の御誓文ー日本的革新の原型／尖閣危機の本質とその克服の視座を求
めてー吉田松陰に学ぶ／永遠なる日本のためにー皇室・政治・教育／皇室への敬意なき現代の政治と教育／これでいいの
か日本ー誇りある日本を取り戻せ／神話からつづく天皇・御皇室の存在／英霊の思い・皇室の祈り／英霊の思い・皇室の
祈り／皇室と日本人／伊勢の子供たちは、こんな教科書で勉強することになるー教科書採択制度の問題って何？伊勢地区
の選定の実際／大国隆正の生涯と思想／神話から学ぶー祈りの尊さ／『留魂録』ー吉田松陰の「死生観」／「女性宮家創
設論」に隠されたものー目前に迫る国体破壊の危機／「女性宮家」という革命思想／私たちは「神代の話」に、どう向き
合えばいいのか？／楠公精神の歴史／西郷隆盛の言葉ー政治・時代・事業・人生／神国の女性ー神代・皇室・幕末の女性
たち／「女性宮家」という革命思想／日本の原点に帰るー皇室を戴く日本の素晴らしさ／『古事記』千三百年記念！本居
宣長が考えていたこと／私たちは「神代の話」に、どう向き合えばいいのか？／日本の神々と天皇陛下／「神代の物語」に、
私たちはどう向き合えばいいのか？／吉田松陰の死生観／天皇陛下を仰ぐ心／ “ 神代の物語 ” と天皇／西郷隆盛の哲学ー
『南洲翁遺訓』を読む／自分の国は自分で護るー竹島・尖閣危機からの教訓／三島由紀夫と憲法改正の視座ー今、真正保守
は如何にあるべきか／神さまの国ー皇室・神代・神宮／日本の心ー神代・皇室・神宮／今こそ日本再生、千載一遇の好機！

社会活動（学外委員等）

　全国各地で行われる「日本教育再生機構｣ のタウン・ミーティングに参加。

社会活動（調査・研究等）

　全国各地の歴史教育の実態について調査している。

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 文学部　国史学科　准教授

氏　　　名 多田　實道

専 門 分 野 日本中世史

所 属 学 会 鎌倉遺文研究会／皇學館大学史学会／皇學館大學人文學會／神道史學會／
中世史研究会／日本印度学仏教学会／日本古文書学会／日本歴史学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
歴史・伝統文化 日本中世史全般・伊勢神宮の歴史・禅宗（曹洞宗）の歴史

講演活動実績
　明治大学リバティアカデミー（みえ熊野学研究会からの要請により出講）
　近鉄文化サロン（皇學館大学共催公開講座）
　伊賀市民大学講座
　平成 24年度津市歴史講座
　中日文化センター（東紀州観光まちづくり公社共催企画）
　平成 24年住吉大社セミナー
　早稲田大学オープンカレッジ（東紀州地域振興公社提携講座）
　熊野学フォーラム
　三重大学・皇學館大学合同シンポジウム 2014
　平成 26年度美濃源氏フォーラム
　みえアカデミックセミナー 2015 移動講座

社会活動（学外委員等）

　神道史學會　委員（平成 20年 4月～現在に至る）　
　南伊勢町竈方文化保存振興協議会…アドバイザー（平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日）

社会活動（調査・研究等）

　伊勢市史編集専門部会（中世部会）委員（平成 18年 5月～平成 23年 5月）

連携事業等へのメッセージ
　私は、曹洞宗の僧侶でもあります。日本中世史（武士団研究・裁判制度）が専門ではありますが、宗門（曹洞宗）の歴
史に関する研究にも取り組む一方、『伊勢市史』中世編の編纂に携わったことにより、伊勢神宮の歴史についても研究して
います。
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所　　　属 文学部　国史学科　准教授

氏　　　名 谷口　裕信

専 門 分 野 日本近代史／地方行政史

所 属 学 会 史学会／首都圏形成史研究会／大阪歴史学会／地方史研究協議会／日本史研究会／
日本歴史学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化・環境 地域社会、近代化遺産、地方行政史

講演活動実績
　県政 140周年記念イベント講演会「未来へつなぐ三重県誕生ヒストリア」（平成 28年）
　津市歴史講座「県都津市の誕生」（平成 28年）
　鶴岡市歴史講演会「庄内地方における郡制と三つの郡役所」（平成 29年）

社会活動（学外委員等）

　

社会活動（調査・研究等）

　日本法令索引（明治前期編）作成事業（平成 12年～ 13年）
　『伊勢市史　近代編』編纂事業（平成 18年～ 24年）

連携事業等へのメッセージ
　地方行政の制度に関する研究をしています。制度というと、何となく難しそうで、硬直したイメージでとらえられがち
です。しかし制度を理解するためには、法令の条文以上に、社会の変化をとらえることが大切だと考えています。そのよ
うな観点から、『伊勢市史』の編纂事業などを通じて、地域に残る文書に接し、地域社会の様相を歴史的に考察してきました。
最近では、江戸時代まで伊勢神宮への参宮客をもてなしていた御師が、制度的には廃止される近代以降、どのような実態だっ
たのかに関する研究を少しずつ進めています。
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所　　　属 文学部　国史学科　准教授

氏　　　名 堀内　淳一

専 門 分 野 東洋史／東アジア古代外交史／東アジアコンテンツ文化史

所 属 学 会 史学会／魏晋南北朝史学会／六朝学術学会／歴史学研究会／コンテンツ文化史学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 古代東アジアの歴史・社会・文化と国際交流

現代東アジアにおける歴史認識とコンテンツ

講演活動実績
　平成 25年度　東北芸術工科大学「多文化交流」講義…「中国のアニメーション」講演
　平成 26年度　華東師範大学「百場校級学術講座」講演会「南北朝之間的移動和北朝貴族社会」
　平成 27年度　三重県教員免許更新講習…講師
　平成 29年度　近鉄文化サロン　皇學館大学共備講座「海外から見た 4-5 世紀の倭国」

社会活動（学外委員等）

　歴史学研究会（委員：平成 23年～ 25年）
　コンテンツ文化史学会（事務局長：平成 24年～現在）

社会活動（調査・研究等）

　平成 24年度　サントリー文化財団人文科学、社会科学に関するグループ研究助成「貴族と士大夫」
　　　　　　　……（代表研究員：柿沼陽平（帝京大学））に関する調査研究
　平成 26年度　学習院大学東洋文化研究所一般研究プロジェクト「東アジア各国における歴史認識とコンテンツ」
　　　　　　　……（代表研究員：辻大和（学習院大学））に関する調査研究
　平成 27年度　学習院大学東洋文化研究所アーカイブズプロジェクト「東洋文化研究所所蔵漢籍の調査」
　　　　　　　……（セクションリーダー：大澤顯浩（学習院大学））に関する調査研究

連携事業等へのメッセージ
　中国および東アジアにおける国際交流の歴史を研究しています。
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コミュニケーション学科
文 学 部
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　教授

氏　　　名 児玉　玲子

専 門 分 野 英語カリキュラム開発／英語学

所 属 学 会 大学英語教育学会／語学ラボラトリー学会／名古屋大学英文学会

キーワード 国際理解・外国語

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
英語カリキュラム開発 英語学習の内容と方法の開発

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　英語学理論に基づいた英語学習カリキュラムの設定の研究をしています。
子どもの英語の学習方法や、シニア層の英語学習方法についてアドバイスが出来るものと思います。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　教授

氏　　　名 張　磊

専 門 分 野 知能情報

所 属 学 会 日本知能情報ファジィ学会

キーワード 国際理解・外国語 情報科学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
さくらサイエンス 国立研究開発法人・科学技術振興機構

一般公募コース第 265号採択
テーマ：繰り返される、伝えられる伝統の技と心
活動報告：https://ssp.jst.go.jp/report2017/k_vol265.html

講演活動実績
「中国の茶文化について」、伊勢ロータリークラブ、2014 年 2月
「日本を知る」、一般社団法人ときの羽根、2017 年 8月
「日中関係の再考と中国の台頭」、伊勢ロータリークラブ、2017 年 11月

社会活動（学外委員等）

中国社会科学院日本研究所中日経済研究センター特別研究員、2005 年３月

社会活動（調査・研究等）

特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
●情報スキルにおける効率的な向上方法を研究しています。長年の教育経験から効果的な勉強法を助言できます。
●外国人に短期間において、日本語の習得法を教授できます。
●中国に進出しようとする、進出している企業にコンサルティングする。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　教授

氏　　　名 外山　秀一

専 門 分 野 地理学／環境考古学

所 属 学 会
雑穀研究会／山梨県考古学協会／条里制古代都市研究会／日本植生史学会／人文地理
学会／日本考古学協会／日本第四紀学会／日本文化財科学会／農耕文化研究新興会／
立命館地理学会／歴史地理学会

キーワード 地理学 環境

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

講演活動実績
　「失われつつある日本文化の地域性と多様性」みえアカデミックセミナー 2014（平成 26年８月）
　「名張の自然環境」名張ふるさと講座（平成 27年 10月）
　「東紀州の自然と文化」みえ熊野学地域巡回講座（平成 28年 12月）
　「遺跡の環境復原」三輪山セミナー（平成 29年 5月）
　「稲と稲作の起源と伝播」岡山理科大学生地談話会（平成 29年 10月）

社会活動（学外委員等）

　砺波散村地域研究所研究委員（平成７年４月～現在に至る）
　唐古・鍵遺跡共同研究会委員（平成 12年７月～現在に至る）
　立命館グローバル・イノベーション研究機構拠点形成研究プログラムチームリーダー（平成 25年４月～現在に至る）
　滋賀県守山市下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会委員（平成 27年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　滋賀県野洲川下流域平野における遺跡の立地環境分析

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　教授

氏　　　名 豊住　誠

専 門 分 野 英語教育学

所 属 学 会 中部地区英語教育学会／全国英語教育学会／外国語教育メディア学会／
大学英語教育学会

キーワード 国際理解・外国語

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
英語教育 小学校・中学校・高等学校での英語教育全般

講演活動実績
　英語のコミュニケーション：成功の秘訣（松阪商業高校、平成 25年 11月）
　小学校英語活動と中学校英語科：その相互作用（三重県中学校英語教育研究会、平成 25年 11月）
　小中連携における英語科のあり方と今後の方向性（南が丘小学校、平成 26年 8月）
　小中校連携を目指す英語教育：「有職者会議」提言から（宇治山田高校、平成 26年 11月）
　英語教育の方向（三重県幼小中高PTA研修会、平成 27年 10月）
　小学校英語・中学校英語とその連携：現場の質問に答える（松阪市教育研究会　平成 28年 11月）
　「主体的・対話的で深い学び」をめざすコミュニケーション活動（三重県教育委員会　平成 30年 1月）

社会活動（学外委員等）

　三重県立松阪商業高等学校学校関係者評価委員（平成 23年 4月 1日～現在に至る）
　津市立南が丘小学校評議員（平成 15年 4月～現在に至る）
　津市立南が丘小学校学校運営協議会委員（平成 15年 4月～現在に至る）
　津市立南が丘中学校学校運営協議会委員（平成 27年 4月～現在に至る）
　外国語教育メディア学会中部支部評議員（平成 14年 4月～現在に至る）
　英語資格試験面接委員（昭和 63年～現在に至る）
　高円宮杯中学生英語スピーチコンテスト三重県大会審査員（平成 17年～現在に至る）
　三重県高等学校英語スピーチコンテスト審査員（平成 23年～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　小学校・中学校・高等学校での英語教育について研究しています。研究成果に基づいて、小学外国語活動（英語活動）
の実践や中学校・高等学校の英語授業における効果的なコミュニケーション活動の進め方についての助言をはじめとして、
英語に関する資格試験対策、海外留学等の情報提供も可能です。また、コミュニティー・スクールの運営に関わってきた
経験から、地域社会と学校との連携についての助言も可能です。

－ 44 －



所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　教授

氏　　　名 芳賀　康朗

専 門 分 野 心理学

所 属 学 会 日本心理学会／日本基礎心理学会／日本認知心理学会

キーワード 心理学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
心理学教育

まちづくり・地域振興

講演活動実績
　平成 26年 10月：大台町立大台中学校学校見学模擬授業「心の不思議を体験しよう」
　平成 27年…７…月：夢ナビ LIVE…2015 名古屋会場模擬授業「心」は人間だけのもの？
　平成 28年 10月：三重県立尾鷲高等学校模擬授業「大学で学ぶ心理学」
　平成 29年 11月：皇學館高等学校模擬授業「大学で学ぶ心理学」
　平成 30年…３…月：マイナビ進学 FESTA名古屋会場模擬授業「大学で学ぶ心理学を体験しよう」

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　平成 23年 8月：「名古屋の大学生からみた岡崎市のイメージに関する研究」岡崎大学懇話会…地域活性化研究，10.
　平成 24年 6月：「名古屋の大学生からみた岡崎市のイメージに関する研究Ⅱ…～岡崎市と犬山市の比較～」
　　　　　　　　　岡崎大学懇話会　地域活性化研究，11.

連携事業等へのメッセージ
　専門分野は実験心理学（ジェスチャーの自己指向的機能の研究）ですが、高等学校、中学校、小学校での心理学の模擬
授業も行っています。「心ってどこにあるんだろう？」、「心は何をしているんだろう？」といった疑問について、簡単な実
験やデモンストレーションをとおして考えていただく機会が提供できるのではないかと思います。また大学生が自分自身
の生活する地域についていかなるイメージを抱いているのか、自分が生活する地域の魅力と問題点についてどのように考
えているか、といった問題についても調査やインタビューを行いながら取り組んでいきたいと考えています。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　教授

氏　　　名 山田　やす子

専 門 分 野 ドイツ語学・文学／女性学／異文化間コミュニケーション

所 属 学 会 日本独文学会／日本独文学会東海支部／日本独文学会ドイツ語教育部会／
ゲルマニスティネンの会

キーワード 国際理解・外国語 男女共同参画

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動
文化振興活動

異文化－異文化間コミュニケーション
生涯学習－ドイツ語関係

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　明和町男女共同参画推進委員会委員（会長）（平成 25年 9月～現在に至る）
　伊勢市教育委員（平成 28年 11月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　16世紀のドイツの笑話集およびドイツ語圏の女性文学に関する研究をしています。
　大学では初級・中級のドイツ語を教えていますが、以前名古屋のカルチャーセンターで一般人対象のドイツ語のクラス
を担当した経験があります。また、異文化間のコミュニケーション、ヨーロッパ事情についても研究を進めています。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　准教授

氏　　　名 川島　一晃

専 門 分 野 臨床心理学／ポジティブ心理学

所 属 学 会 日本心理臨床学会／日本学生相談学会／日本教育心理学会／日本発達心理学会／
日本青年心理学会／…International…Association…of…Positive…Psychology（IPPA）

キーワード 心理学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

心理学教育 発達心理学・臨床心理学・ポ…ジ…ティブ…心理学領域における心理学に関する講義・講演・ワークショップ…
「強み」に立脚する集団形成に関するワークショップ…・コンサルテーション・講演
ピ…アサポ…ート実践における心理学的配慮に関するコンサルテーション・講演・ワークショップ…
“ 自信 ”にアプローチするポジティブ心理学的介入に関するワークショップ…

講演活動実績
　日本学校カウンセリング…学会ワークショップ…講師『ポ…ジ…ティブ…心理学に基礎付けられた学校教育現場の「強み」の発見』…
　（平成 26年１月）
　三重大学医学部看護学科…FD…委員会主催…FD『看護教育における授業方法…思考法から収斂したAppreciative…Inquiry』
　講師（平成 26年６月）…
　三重大学医学部看護学科…看護教育検討会『看護基礎教育と卒業教育の有機的つなが…り AI を使って自分の教育を考える』
　講師（平成 26年 12月）…
　名城大学理工学部後援会主催「家庭に活かす心理学講座」基調講演（平成 28年７月）
　名城大学理工学部後援会主催「家庭に活かす心理学講座」発達心理学…講師（平成 28年 12月）…
　名城大学理工学部後援会主催「家庭に活かす心理学講座」青年心理学…講師（平成 28年 12月）…
　名城大学理工学部後援会主催「家庭に活かす心理学講座」臨床心理学…講師（平成 29年１月）…　　　　　　　　　など

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

［ピアサポートの実践および教育に関する研究］
学生は体験から何を学ぶ…のか…「美し国おこし三重実践」の取り組みから（大学教育研究…,…20,…41-50.）（平成 25年３月）…
学内フィールド…から学ぶ…「連携」の形…ピ…アサポ…ート実践の事例から（大学教育研究…,22,…105-114.）（平成 26年３月）

など　

連携事業等へのメッセージ
　専門分野は臨床心理学とポ…ジ…ティブ…心理学で…す。臨床心理士として乳幼児期の発達臨床から青年期、成人期のカウンセ
リング…を実践してきました。また大学における学生支援の領域で…の取り組みで…は、学生が…同じ…学生を支援する「ピ…アサ
ポ…ート」の取り組みについて教育と支援を実践してきました。臨床心理学の枠組みからは、学校・企業など…における人間
関係について臨床心理学の知見を基に一緒に考えさせていただ…けるかと思います。またポ…ジ…ティブ…心理学の領域からは、「強
み…strength」に基軸をおいたマネジ…メント技法で…ある…Appreciative…Inquiry…の教育と実践に携わってきました。ストレンク
ス・ベ…ースト・アプ…ローチと呼ば…れるボ…ジ…ティブ…な介入技法を活用して、よりパ…フォーマンスが…発揮される集団へのイノ
ベ…ーションや所属集団への前向きな気持ちの形成など…、ポ…ジ…ティブ…心理学の知見に基づいたワークショップ・コンサルテー
ションを皆様と一緒に考えていきたいと思っております。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　准教授

氏　　　名 川村　一代

専 門 分 野 英語教育

所 属 学 会 小学校英語教育学会／中部地区英語教育学会／全国英語教育学会

キーワード 学校教育 国際理解・外国語

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
教　　育 学校教育　（小学校外国語活動、小学校英語、小中連携の英語教育）

講演活動実績
日英・英語教育学会出版記念講演会「小学校におけるタスクの活用　英語教育の早期化と教科化を見据えて」（平成29年）
三重県ブロック別研修講座英語・外国語活動「新学習指導要領移行期間における小学校外国語活動・外国語科の授業づくり」
（平成26～ 30年）
亀山市外国語教育研修会「外国語活動の授業づくりについて」（平成28～ 30年）
伊賀市教育研究センター研修講座「移行期における小学校外国語教育」（平成29、30年）
三泗小学校外国語活動研究協議会教育研究大会「外国語（英語）に親しみ、進んでコミュニケーションを図ろうとする子の
育成　新学習指導要領全面実施を見据えて」（平成30年）
三重県中学校英語地区別教科研修「次期学習指導要領で求められるもの」（平成29年）
津市英語教育推進研修会・小中学校英語担当者会議「これからの小学校英語教育　新学習指導要領を踏まえた授業づくり」
（平成29年）
姫路市小学校外国語活動秋季研修会「小学校外国語活動で学習する語彙・表現の習得・活用のための短時間学習」（平成29年）
愛知県東郷町教育会記念講演会「小学校外国語教育の『今』と『これから』　教科化と早期化を見据えて」（平成29年）
津市小学校英語授業力推進研修「語彙・表現の習得・活用のための短時間学習」（平成29年）
津市教育研究会南ブロック英語部会「小学校英語教育の今とこれから　新学習指導要領を踏まえたスムーズな小中連携」
（平成29年）
くわな生き生き教育研究協議会小学校外国語活動部会「コミュニケーション能力を高める授業のあり方」（平成28、29年）
津市教職員研修会「小学校英語実践演習１」「これからの小学校外国語活動」（平成27～ 29年）
亀山市教育研究集会英語・外国語活動部会「英語でコミュニケーションを楽しむ授業づくり　小中連携を見据えて」（平成
27、29年）
鈴鹿市教育研究集会外国語活動・外国語「児童・生徒が主体的に取り組める授業づくり」（平成26～ 29年）
明和町外国語活動担当者会議「外国語活動のカリキュラムについて」（平成27、28年）
桑名市教育研究所公開授業研修講座「知的好奇心に応えるこれからの外国語活動の授業づくり」（平成28年）
鳥羽志摩教育研究会外国語部会「さらなる小中連携へ」（平成28年）
津市教育研究会中ブロック英語部会「英語教育における小中連携　子どもの意欲を高め、わかる授業の実践」（平成27年）
紀北町小学校外国語活動実践研修会「電子黒板を活用して、子どもたちが楽しく外国語活動に取り組めるために」（平成25年）
志摩市小学校外国語活動研修会「コミュニケーション能力の素地を養うActivity」（平成23～ 25年）
三重県内（四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市、津市、玉城町、志摩市、伊賀市、名張市、紀北町）小学校外国語活動校内
研修講師「移行期における小学校英語教育」（平成26～ 30年）

社会活動（学外委員等）
　志摩市小学校外国語活動英語指導助手（ボランティア）（平成 24年～現在に至る）…
　三重県教育委員会小学校における英語コミュニケーション力向上事業助言者（平成 27、28年）
　中部地区英語教育学会運営委員（平成 27年～現在に至る）
　中部地区英語教育学会紀要編集委員（平成 28年～現在に至る）
　玉城町英語教育推進アドバイザー（平成 29年～現在に至る）
　亀山市カリキュラム・マネジメント検討会議委員（平成 29年～現在に至る）
　三重県小学校英語活動研究会副会長（平成 29年～現在に至る）
　三重県小中学校英語教育研究会顧問（平成 30年～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）
　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　小学校外国語活動・小学校英語・小中連携に関する講演や研修を行うことができます。新学習指導要領のもと、新しい
英語教育をよりよいものにするため、お役に立てればと思います。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　准教授

氏　　　名 Christopher…Mayo　クリストファー・メイヨー

専 門 分 野 日本中世史（戦国史）

所 属 学 会
アジア研究協会（Association…for…Asian…Studies）／戦国史研究会／日本古文書学会／
日本史研究会／歴史学研究会／皇學館大学人文學會／皇學館大学史学会／神道史学会／
日本武道学会

キーワード 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
日本史・文化振興活動

英語教育
日本の歴史や伝統文化に関する研究、教育、英語で発信すること
英語学修トレーニング

講演活動実績
・皇學館月例文化講座「観光資源としての伊勢神宮の魅力」平成30年6月
・トロント（アジア研究会協会大会）「Premodern…Workfl…ows…for…Learning…Premodern…Sources」平成29年３月
・多度大社「英語への翻訳を通してみた神道」平成28年12月
・同志社大学（アジア研究会大会）「Dueling…Dictionaries:…Re-defining…Japanese…in…the…Post-War…Period」（日本と日本
人を再定義した辞書）　平成28年６月
・岡山大学、「TheʻFʼWord:ʻFeudalʼJapan…in…World…History」（「F」ワード：世界史における日本の「封建」時代）、平成27年7月

社会活動（学外委員等）

・三重県立熊野古道センターの理事
・伊勢志摩国立公園地域協議会、アドバイザー

社会活動（調査・研究等）

・鳥羽シーサイドホテル　英語研修　平成28年2月（伊勢志摩サミットに向けて）
・"Guide…to…Shōsōin…Research"「正倉院研究についての案内サイト」編集（正倉院文書の研究成果や研究の資料を英語で
記載し、日本の古代史についてより豊かな研究交流をめざすサイト）　https://my.vanderbilt.edu/shosoin/

連携事業等へのメッセージ
　中世日本史を研究テーマとし、日本の歴史や文化をいかに英語で世界へ発信していくかということに興味を持っていま
す。大学では「現代における歴史・文化」のゼミ、「Japanese…History…and…Culture」、「神道英語」、「英会話」などの講座
を担当しています。また、通訳者・翻訳者育成にも携わった経験から、学校での英語教育を始め、グローバル人材の育て方、
英語コミュニケーションスキルの伸ばし方などについても助言できると思います。

－ 49 －



所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　助教

氏　　　名 桐村　喬

専 門 分 野 データサイエンス／地理情報科学／都市地理学

所 属 学 会 地理情報システム学会／日本地理学会／人文地理学会／東京地学協会／日本都市計画
学会／日本都市地理学会／立命館地理学会

キーワード 地理学 観光振興 統計

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
GIS 教育

観光行動分析
GIS（地理情報システム）の普及・利活用のためのイベント開催（「GIS…day…in…伊勢…2017」など）
ビッグデータによる観光行動分析

講演活動実績
「人口統計による地域分析」（総務省統計研修所講師、平成 26年 9月・平成 27年 9月）
「Twitter データからみた観光行動と地域－わかることとわからないこと－」（CSIS シンポジウム 2016「ヒトとクルマ
の空間情報」、平成 28年 11月）
「位置情報付きTwitter データに基づく一時滞在者の分布の時空間的特徴」（地理情報システム学会若手分科会シンポジウム
「災害に対してGIS が果たせる役割」、平成 29年 1月）

社会活動（学外委員等）

日本地理学会広報専門委員会委員（平成 24年 5月～現在に至る）
東京地学協会渉外委員会委員（平成 29年 8月～現在に至る）
地理情報システム学会代議員（平成 30年 1月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

「ビッグデータを活用した訪日外国人観光客の動向等調査・分析」（受託研究・昭文社（北九州市・下関市））
「フリーWi-Fi…環境調査・分析」（受託研究・昭文社（北九州市・下関市））
「三重県東紀州地域における訪日外国人旅行者の動態分析」（受託研究・昭文社（三重県東紀州地域））
「鳥取市を中心とする地域における訪日外国人の行動履歴分析」（受託研究・昭文社（鳥取市・香美町））

連携事業等へのメッセージ
　地理空間情報活用推進基本法の施行や、昨今のオープンデータの取り組みの進展、ビッグデータの活用の拡大などを背
景に、地理空間情報を、地域・社会において積極的に活用していくことが求められています。また、平成 34年度からの
高校での「地理総合」必履修化を控え、地理空間情報を扱うGIS（地理情報システム）に関する知識・技術の習得が高校
の地歴教員に求められています。地理空間情報は、現代社会の重要な情報インフラであり、GIS の地域社会への普及が進
むことで、地域のさらなる活性化が図られるものと期待しています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 大杉　成喜

専 門 分 野 特別支援教育学／教育工学

所 属 学 会 日本特殊教育学会／日本教育工学会／日本教育情報学会／日本育療学会／
日本 LD学会

キーワード 特別支援教育 学校教育 福祉・高齢者・人口減少

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
特別支援教育工学 Assistive…Technology（支援技術）による障害のある児童生徒、成人の支援
特別支援教育 特別支援学校、小学校・中学校等の支援（教育相談等）

講演活動実績
◎小学校・中学校・高等学校
　特別支援教育に係る校内研修（平成 27年）障害者差別解消法と合理的配慮（平成 28…年）特別支援教育へのいざない
障害者の権利条約と「合理的配慮」（平成 28…年）
◎特別支援学校
　特別支援教育の観点からの ICT 利活用のポイント（平成 27年）障害のある幼児児童生徒の生きる力を育むための個
に応じた指導について～ ICT 機器活用等による授業改善を通して～（平成 27年）高等部段階の知的障害教育の課題職
業生活を見据えた自立活動のあり方（平成 27年）エビデンスに基づいた実践ついて（平成 28…年）病弱児のキャリア教
育と合理的配慮（平成 28…年）最新の e-AT と合理的配慮（平成 28…年）
◎教育委員会・教育センター・校長会等
　ＡＴ支援機器を効果的に継続して使用するために（平成 27年）特別支援学校におけるコミュニケーション支援講座（平
成 27年）（ICT 機器の活用を通した支援）特別支援教育における効果的な ICT 活用について（平成 28…年）
ICT 活用による就労支援と、重度・重複障害のある子どもの ICT・AT活用（平成 29年）

社会活動（学外委員等）
　熊本市教育委員会特別支援教育専門家チーム委員（平成 23年～平成 29年）
　八代市教育委員会特別支援教育専門家チーム委員（平成 23年～平成 29年）
　熊本市教育支援委員会委員（平成 28年～平成 29年）
　三重県立くわな特別支援学校評価委員（平成 29年～現在に至る）
　京都府特別支援教育専門家チーム（平成 29年～現在に至る）
　伊勢市障害者施策推進協議会委員（平成 30年～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）
　兵庫教育大学 ,…特別支援教育コーディネーター全国悉皆調査・国際比較調査・研究協力者・兵庫教育大学教育・社会調
査研究センター特別支援教育国際比較研究にかかる調査「特別支援教育コーディネーター調査研究プロジェクト国際調査」
韓国担当（平成 18年～平成 21年）
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 ,…専門研究 B「特別支援学校 ( 肢体不自由 ) の AT・ICT 活用の促進に関する研
究－小・中学校等への支援を目指して－」，研究協力者（平成 24年～平成 26年）

連携事業等へのメッセージ
　前任校では熊本県および九州地区の各特別支援学校、熊本市と八代市の地域特別支援教育の発展に関わらせていただき
ました。また、マジカル・トイボックスや全国高専ネットワーク等全国的な研究会とも連携して特別支援教育における
ICT 活用を推進しています。
　特別支援教育と教育工学の学際的研究として、障がいが重くほとんど身体を動かすことができない児童生徒や大学生に
対して様々な機器利用により「できること」を増やす実践をすすめてきました。近年は視線入力装置と外部出力装置を使っ
た実践に力を入れています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 小木曽　一之

専 門 分 野 応用生理学　バイオメカニクス　陸上競技

所 属 学 会 European…College…of…Sport…Science／日本体力医学会／理学療法科学学会／…日本陸
上競技学会／日本スプリント学会

キーワード 健康づくり・スポーツ

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
健康づくり ウォーキング、ノルディックウォーキングなどの方法を用いた健康づくり
トレーニング 身体パフォーマンスを向上させるトレーニングやリハビリテーション
陸上運動・競技 子ども達を対象とした陸上教室など

講演活動実績
　伊勢市、尾鷲市、志摩市におけるウォーキング、ノルディックウォーキングあるいは体力トレーニング等を中心とした
健康の維持・増進に関する実技・講演（多数）／三重県営サンアリーナにおける体力づくりに関する実技・講演（多数）
／三重陸上競技協会トレーナー育成プログ…ラム講演／三重県教育委員会授業実践研修講師／伊勢志摩地区スポーツ少年団
講演／伊勢市老人クラブ講演／津市生涯スポーツ研修会／伊勢医師会糖尿病市民公開講座講演／三重県体育指導委員研修
会兼三重県体育指導委員研究大会講演／ト…レーニング科学会・日本陸上競技学会・日本スプリント学会講演　他

社会活動（学外委員等）

　第 76回国民体育大会…三重県準備委員会…施設専門委員会…委員長　平成 24年 8月～／三重県営総合競技場建…築設計業
務委託の設計者選定委員（有識者）　平成 25年 4月～／三重県営総合競技場陸上競技場整備事業建築…設計業務委託プロ
ポーザル方式技術審査委員会有識者意見聴取会委員　平成 26年 4月～平成 27年 3月／伊勢市民健康会議会長　平成 20
年 4月～平成 26年 3月／お伊勢さん健康マラソン実行委員会委員　平成 20年 4月～／伊勢市スポーツ振興審議会会長
　平成 21年 6月～／日本スプリント学会理事／東海学生陸上競技連盟評議員／三重陸上競技協会理事

社会活動（調査・研究等）

　いせ市健康体操作成・発表／伊勢市ウォーキングルート検証／尾鷲市ウォーキングルート検証

連携事業等へのメッセージ
　生理学やバイオメカニクスの知見をもとに、体力や健康の保持増進、運動技術の向上等のお手伝いができればと思って
います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 加藤　純一

専 門 分 野 保健体育科教育法

所 属 学 会 日本体育学会…/…日本体育科教育学会…/…日本武道学会…/…日本思想史学会…/…日本家庭教
育学会…/…日本スポーツ哲学会…/…身体運動文化学会

キーワード 学校教育 健康づくり・スポーツ

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
体育・保健体育（授業） 小中学校での研究授業を指導。

体育・保健体育（担当者） 言語活動の充実、新学習指導要領、小中連携の仕方。

剣道 児童・生徒・学生・一般（外国人を含む）に対しての剣道の普及と指導。

講演活動実績
2018 年 2月…越谷市教育センター主催　体力向上研修会にて講演　「小中一貫教育に向けて　ー新学習指導要領にみる体
育・保健体育の接続ー」
2017 年 9月　越谷市教育センター主催　指導法改善「体育・保健体育部会」授業研究会　中学校「ベースボール型」授
業の指導
2016 年 11月　越谷市教育センター主催　指導法協議会　小学校「マット運動」指導
2015 年 2月　越谷市教育センター主催　体力向上研修会にて講演　「体育・保健体育における言語活動のあり方」
2014 年 12月　越谷市教育委員会主催　指導法改善「体育・保健体育部会」授業研究会　小学校「ゴール型ゲーム」授業
指導

社会活動（学外委員等）

埼玉県立所沢北高等学校学校評議員（2012 年 4月～ 2018 年 3月まで）
埼玉県立大宮東高等学校学校評議委員（2002 年 4月～ 2018 年 3月まで）
越谷市教育委員会と文教大学との連携事業（パートナーシッププログラム）体育・保健体育担当（2011 年 4月～ 2018
年 3月まで）
越谷市スポーツ推進審議委員（2014 年 4月～ 2018 年 3月まで）
全日本剣道連盟国際委員会委員（2005 年 4月～現在に至る）
全日本剣道連盟総務資料委員会委員（1990 年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　小学校や中学校における体育・保健体育の授業の展開のあり方について研究を進めています。現在は ICT を活用した授
業の展開に注目しています。

連携事業等へのメッセージ
　自分は体育が苦手だから、児童に体育を指導するのは難しいと感じている先生方に寄り添えればと考えています。例え
ば逆上がりができなくても、児童に逆上がりをさせることは可能です。動きを言語化していくことでそれは可能となり、
示範せずに達成へ導くこともできます。
　また、運動嫌いな子ども、技ができなくて体育がつまらないと思っている子どもにも寄り添いたいと思っています。一
人でも多くの児童・生徒が、体育って楽しいと思ってもらえるよう、お手伝いできればと考えています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 加藤　茂外次

専 門 分 野 絵画（油彩・版画）

所 属 学 会 国画会／大学版画学会／日本美術教育学会

キーワード 伝統文化・芸術

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
美術教育 一般向けの絵画および版画の指導。美術鑑賞に関する講演等

講演活動実績
　版画の話ーウォータレス版画を中心に
　絵画表現の中の幼児の発達段階とポップアップカードの制作

社会活動（学外委員等）

　関宿スケッチコンクール審査員（平成 22年～平成 27年）
　小牧市市民美術展審査員（平成 24年～平成 28年）
　宇治山田高校学校関係評価委員（平成 29年～）

社会活動（調査・研究等）

　カルチャー講座で版画を指導することで、初心者でも入りやすい版画制作法を考えている。
さらに専門的な版画技法と歴史の研究。イタリア、フランスの画家の研究調査など行っている。

連携事業等へのメッセージ
　私は、美術教育の中でも特に版画と油彩画を専門としていますが、一般市民にもわかりやすい版画や絵画の取り組み方
に関心があります。趣味として絵は描いてみたいけれどどうしてよいかわからないという人たちのために楽しく、またわ
かりやすい取り組み方を考えています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 叶　俊文

専 門 分 野 体育心理学

所 属 学 会 東海体育学会／日本スポーツ教育学会／日本スポーツ心理学会／日本教育心理学会／
日本体育学会／日本野外教育学会

キーワード 体験活動 地域づくり 学校教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域社会活動・子育て支援
地域社会活動・子育て支援
地域社会活動

地域社会活動・子育て支援

夏休み子どもキャンプ
八ヶ岳アドベンチャーキャンプ
飯南高校レクリエーション実践
子どもを低山におつれします

講演活動実績
　みえアカデミックセミナー講師「健康維持とこころの維持」
　伊勢市中央保健センター講師「楽しく歩くための筋力トレーニング」と運動実践
　曽爾ボランティア養成研修講師「青少年教育の理解」

社会活動（学外委員等）

　三重県障がい者スポーツ指導者協議会理事
　全国障がい者スポーツ大会三重とこわか大会準備委員会委員

社会活動（調査・研究等）

　八ヶ岳アドベンチャーキャンプ講師
　夏休み子どもキャンプ企画

連携事業等へのメッセージ
　これまでに子どもたちへの体験活動を主催してきました。その中での子どもたちの成長過程を見ていくことができまし
た。こうした活動プログラムのサポートや様々な集会などでの参加者の気持ちを解すアイスブレーキング、レクリエーショ
ンなどを展開することができます。飯南高校での出前授業でも生徒とレクリエーションを実施しています。このような内
容でしたら、いつでも伺います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 小孫　康平

専 門 分 野 教育方法学／教育工学／認知心理学

所 属 学 会 日本教育工学会／教育システム情報学会／日本デジタルゲーム学会

キーワード 学校教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
教育・子育て・青少年 教育における非言語コミュニケーション、デジタルゲームに関する心理学

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　伊勢市教育委員会「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価」委員（平成 27年度～平成 29年度）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　教育における非言語コミュニケーションについて研究しています。コミュニケーションにおける目の役割の重要性は、
主に視線を中心に多く報告されています。視線と同様に表情と深く関わるもう一つの目の行動に、まばたき（瞬目）があ
ります。特に、まばたきの発生は、緊張、快－不快、注意、興味、ストレスなどの心理的要素に影響されます。教育評価
における有効な指標としても注目されています。また、デジタルゲームプレイヤーの心理状態とボタン操作行動に関する
研究も行っています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 駒田　聡子

専 門 分 野 食育・調理学・子育て支援

所 属 学 会 日本調理科学会、日本保育学会、日本食育学会、日本生活科・総合的な学習教育学会

キーワード 幼児教育・保育・子育て支援 食育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
食物アレルギー研修 教員・保育者研修（含エピペン®…実技研修）

食育 保護者講演会　　教員・保育者研修　　食の相談

調理実践 親子クッキング　　

講演活動実績
（毎年依頼がある講習会・研修会講師）
三重県保育協議会主催　三重県保育総合研修会助言者　
三重県社会福祉協議会主催　潜在保育士現場復帰支援研修会講師　
三重県社会福祉協議会主催　新人保育者研修会講師
岐阜県保育研究協議会主催　食物アレルギー児支援研修会講師（含エピペン®…の…の使い方）
岐阜県保育研究協議会主催　岐阜県保育総合研修会助言者
亀山市教育委員会主催　子育ての宝箱講師
三重県老人クラブ連合会主催　シニアカレッジ三重講師
　（その他平成 29年度の主な講師）
三重県社旗福祉協議会主催　第 58回　保育総合東海北陸保育研究大会「三重大会」助言者
愛知県社会福祉協議会主催　平成 29年度　中部ブロック児童養護施設・乳児院研究協議会「三重大会」助言者
津市教育委員会主催　学校給食における食物アレルギー児対応研修会講師
三重県社会福祉協議会主催　仕事と家庭が両立できる福祉の職場セミナー　コーディネーター・助言者
　　　　　　　　　　　　　　　　その他、保護者講演会、現認者研修多数有

社会活動（学外委員等）

津市子ども・子育て会議副会長（平成 25年～）　　　　伊勢市男女共同参画審議会委員（平成 29年～）
亀山市教育委員会　社会教育委員会副会長（同上）　　津市総合計画審議会委員（平成 28年～ 29年）
市立伊勢総合病院改革プラン評価委員（平成 29年～）　市立伊勢総合病院地域医療支援病院運営委員（平成 29年～）
日本調理科学会次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理　三重県調査委員（同上）
みえ食文化研究会役員（平成 28～）

社会活動（調査・研究等）
食物アレルギー児支援の課題（岐阜県 ･三重県）（平成 26年度～現在に至る）
日本調理科学会　次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理　三重県中勢地域の食文化の研究（平成 25年～現在に至る）
素材から作るレシピ集の作成（平成 26年度から毎年作成）
食育媒体：食育クリアファイルの作成（亀山市教育委員会・三重県健康福祉部）（平成 27年度）
かめやま家庭で楽しい食育レシピ監修（亀山市教育委員会）（平成 30年 3月）

連携事業等へのメッセージ
・乳児からから高齢者までの食生活のあり方や健康管理について、調査・研修を行います。
・保護者支援、子育て支援の講演会や、親子クッキング、保護者クッキング、キッズクッキングなどの実践を通し、食の
大切さや食事作りの楽しさを伝えていきたいと考えています。
・今日的課題である食物アレルギー児支援については、エピペン®…の使い方も含めた支援方法について現場に即した内容
でお伝えします。
・各地域にある食材を用いた料理や、考案した新たなレシピを広く紹介していきたいと思います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 杉野　裕子

専 門 分 野 算数教育　数学教育（小学校・中学校）／算数・数学の授業でのコンピュー
タプログラミング活用／ＩＣＴ教材作成

所 属 学 会 NATIONAL…COUNCIL…OF…TEACHERS…OF…MATHEMATICS／全国数学教育学会／
日本科学教育学会／日本数学教育学会／教育情報学会

キーワード 理数

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
算数・数学教育 小・中学校の算数・数学教育全般

算数・数学学習でのプログラミング活用（コンテンツ開発と授業デザイン）

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　三重県学力向上推進プロジェクトチーム　小学校算数…中学校数学…みえスタディ・チェックワークシート監修委員（平成28年
　６月～　現在に至る）
　伊勢市スクールイノベーション総合推進事業 ICT 機器を活用した授業改善　伊勢市立明倫小学校…算数（平成 30年６月～
　現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　愛知教育大学数学教育学会：現職教員による実践研究に対する指導助言および学会誌への原稿作成
　三河教育研究大会算数数学部夏季研修会：現職教員による実践研究に対する指導助言
　立方体の切断教具「ジオキューブ」が発明考案賞を得て、内田洋行より発売（平成 25年～現在に至る）
　愛知県豊田市立小学校において、コンピューター LOGOプログラミングを活用した授業研究（平成 25年～平成 27年）
　三重県松阪市立第五小学校において、コンピューターLOGOプログラミングを活用した授業研究（平成26年～平成28年）、
　愛知県、長久手市立…立が洞小学校において、コンピューター LOGOプログラミングを活用した授業研究（平成 28年～
　現在に至る）

連携事業等へのメッセージ
　大学の授業では、算数科の内容と授業構成（教材分析・学習指導案作成・模擬授業）および、プログラミングによるデ
ジタル教材作成を担当しています。大学生が演習で作成したデジタル教材をホームページから配信しています。（平成
28年～現在に至る）算数の授業で活用していただければ幸いです。また、普段の算数授業で、子どもがプログラミングを
することによる数学的概念形成するといった ICT 活用について協力研究できる小・中学校がありましたら、ご連絡ください。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 中松　豊

専 門 分 野 理科教育学／応用動物昆虫学

所 属 学 会 日本生物教育学会　日本応用動物昆虫学会

キーワード 理数 学校教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
環境教育学

理科教育学（生物・昆虫）
応用動物昆虫学
（昆虫生理学）

小学校理科出前授業、昆虫展、環境教育
昆虫の血球の生体防御に関する教材の提供、生物教育学会実験サポーター（小学校～社会人）
生体防御　寄生蜂に関する研究

講演活動実績
　愛知県高等学校文化連盟主催「研究の最前線を学ぶ」（平成 15年 11月）
　内外寄生蜂の捕食戦略（平成 17年１月）
　愛知県教育委員会主催…知と技の探求教育推進事業…知と技の探検講座「資源生物科学の最前線を学ぶ」（平成 18年 10月）…
　寄主の生体防御と寄生蜂の寄生戦略（平成 20年 11月）
　不思議昆虫パワー（平成 22年７月）
　島根県高等学校理科教育協議会生物教員研修会（平成 26年８月）
　伊勢市保育の会研修会（平成 29年 9月）

社会活動（学外委員等）

　三重県環境影響評価委員会委員（平成 23年３月～現在に至る）
　伊勢市廃棄物減量推進委員会委員（会長）（平成 22年８月～平成 28年３月）
　伊勢市中学校給食共同調理場生ゴミ処理方法公募型選考委員会委員（副委員長）（平成 23年７月～平成 23年８月）
　伊勢市環境審議会委員（会長）（平成 27年４月～現在に至る）
　日本生物教育学会生物教育サポーター（平成 21年４月～現在に至る）
　日本生物教育学会生物教育サポーター委員会委員（平成 27年４月～現在に至る）
　伊勢市環境課との連携事業（平成 25年 10月～現在に至る）
　伊勢赤十字病院地域医療支援病院運営委員会委員（平成 28年４月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　伊勢市環境ミーティング（平成 21年、23年）
　伊勢市環境フェア（平成 25年 10月～現在に至る）
　伊勢市わくわくフェスタ（平成 26年８月～現在に至る）
　伊勢市小学校出前講座（平成 26年６月～現在に至る）
　名古屋市科学館生命ラボ（平成 27年 10月～現在に至る）
　高等学校への教材の配布（平成 25年…４月～現在に至る）
　三重県小学校出前講座（平成 28年４月～～現在に至る）
　三重県立総合博物館…昆虫実験ラボ（平成 29年 8月～現在に至る）
　伊勢市保育園出前講座（平成 29年 7月～現在に至る）

連携事業等へのメッセージ
　環境教育分野については、昆虫を使った生態系の展示説明、理科教育に関しては昆虫を使った実験・観察（出前授業も可）、…
応用動物昆虫分野では昆虫の生体防御や寄生蜂を使った共同研究が可能だと思います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 中村　哲夫

専 門 分 野 体育・スポーツ史

所 属 学 会 日本体育学会／東北アジア体育・スポーツ史学会

キーワード 健康づくり・スポーツ

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
スポーツ振興活動 私たちにとってスポーツとは何か、スポーツのもつ社会的意義や役割について、歴史的に研究

講演活動実績
　鈴鹿市立愛宕公民館「生きがい教室」平成 26年５月

社会活動（学外委員等）

　日本スポーツ産業学会スポーツ産業史専門分科会運営委員（平成 22年～平成 29年）
　伊勢市教育振興基本計画策定委員会（平成 28年）
　三重県教員育成協議会委員（平成 29年）

社会活動（調査・研究等）

　（株）ミズノ「RS文献」の調査・研究（平成 20年～現在に至る）

連携事業等へのメッセージ
　オリンピックやワールドカップ等のトップレベルのスポーツ、また健康や充実した生活のために一般の人たちが行う地
域のスポーツや生涯スポーツ等、現代の社会の中でスポーツのもつ意味や役割が大きくなってきています。スポーツを無
視して、現代の世界や社会を語ることはできません。スポーツとは何か、どのように発展して社会的な広がりを持つよう
になったのか、私たちとスポーツとの関係を考えていきたいと思います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 吉田　直樹

専 門 分 野 発達心理学／環境心理学／臨床心理学

所 属 学 会 日本心理学会／日本教育心理学／日本発達心理学会／人間環境学会／
日本環境心理学会／日本臨床心理士会

キーワード 心理学 幼児教育・保育・子育て支援

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
健康・福祉

教育・子育て・青少年
三重県児童相談センター　児童福祉司指定講習の実施
鳥羽市こども課とのケースカンファレンス

講演活動実績
　明和町要保護児童対策地域協議会講演
　三重県教育委員会研修分野現職教育研修
　鳥羽市適応障害・発達障害児等支援職員研修
　鳥羽市虐待防止ネットワーク協議会講演

社会活動（学外委員等）

　伊勢市立中島小学校評議員（平成 22年 4月～現在に至る）
　鳥羽市「総合子ども相談」スーパーバイザー（平成 29年 8月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　子どもの発達の問題について、臨床的なアプローチやアセスメントを通して、小・中・高校や児童相談所との連携をはかっ
ています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　教授

氏　　　名 渡邉　賢二

専 門 分 野 教育心理学／家族心理学

所 属 学 会
日本心理学会／日本教育心理学会／日本発達心理学会／日本家族心理学会
日本青年心理学会／日本カウンセリング学会／日本心理臨床学会／日本学校心理学会
日本学校カウンセリング学会／日本教育カウンセリング学会

キーワード 心理学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
小学校・中学校 鈴鹿市内の小学校，中学校と連携して，教師の研修や保護者への講演を行っている。

講演活動実績
平成30年2月　「不登校や登校しぶりの子どもをもつ保護者に対する研修会」保護者対象（伊勢市教育委員会）
平成30年1月　「思春期のこころの理解と関わり方」教職員，保護者など対象（伊勢市教育委員会）
平成30年1月　「子どもの自尊感情を高めるために大人ができること」保護者対象（三重県鈴鹿市立平田野中学校）
平成30年1月　「子どもの自尊感情を考える」教職員対象（三重県伊勢市教育委員会）
平成29年9月　「ソーシャルスキルトレーニングに関する研修」教職員対象（三重県立稲生高校）
平成29年9月　「児童期から思春期の子どもの発達とその環境　－子ども，親，教師に焦点をあてて―」鈴鹿市主任児童
委員対象　（三重県鈴鹿市教育委員会）
平成29年9月　「ソーシャルスキルトレーニングの理論と実践」教職員対象（三重県鈴鹿市立井田川小学校）
平成29年8月　「ソーシャルスキルトレーニングの実践」教職員対象（三重県伊勢市立修道小学校）
平成29年8月「体系的な心理教育（SST）の実践とその効果」鈴鹿市の幼小中の校長対象（三重県鈴鹿市教育委員会）
平成29年8月「児童期から思春期の子どもの発達と親との関わり方」鈴鹿市の幼小中の教員対象
（三重県鈴鹿市教育委員会）
平成29年8月　「子どもの自尊感情を考える」教職員対象（三重県鈴鹿市立千代崎中学校区）
平成29年7月「不登校や登校しぶりの子どもをもつ保護者に対する研修会」保護者対象（三重県伊勢市教育委員会）
平成29年6月「不適応行動を抱える子どもの援助と連携」教職員対象（三重県伊勢市教育委員会）
平成29年6月「思春期を迎える子どものこころ－自尊感情を考える－」教職員対象（三重県鈴鹿市立天栄中学校）

社会活動（学外委員等）

三重県鈴鹿市立千代崎中学校運営協議委員会（平成23…年5…月～現在に至る）
三重県伊勢市いじめ問題対策委員会委員長（平成28…年3…月～現在に至る）
三重県鈴鹿市就学支援委員（平成28…年5…月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

鈴鹿市と連携して，小学生と中学生，また幼・小・中の教職員にアンケート調査を行い，その結果を児童生徒の相談や
指導にいかしています。また教職員のメンタルヘルスのマネジメントも行っています。

連携事業等へのメッセージ
児童期から青年期にかけての親子関係の研究と子育て支援の研究を行っています。また子どもの不適応行動の予防のた
め，教育現場で心理教育の実践と研究を行っています。このようなカテゴリーの中で，教育現場の先生方と一緒に，プロ
グラムを考えさせていただき，実践をしていければと思います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 秋元　雅仁

専 門 分 野 発達障害学／インクルーシブ教育学

所 属 学 会 日本特殊教育学会・日本 LD学会・日本発達障害支援システム学会・
日本授業UD学会・日本行動分析学会

キーワード 学校教育 特別支援教育 幼児教育・保育・子育て支援

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
インクルーシブ教育 スクールクラスター・チーム学校の理念を活かした複数人材連携指導
特別支援教育 学習面や行動面での子どもの躓き対応事例集

教材開発 小学校国語科モディフィケーション教科書

講演活動実績
平成30年　伊勢市こども発達支援室　限局性学習症について
平成29年　三重県特別支援教育研究協議会　問題行動と言うまえに
平成29年　皇學館中学校　発達障害の理解と支援について（校内研修会）
平成28年　川西市立川西小学校　インクルーシブ教育システムの構築と合理的配慮の提供について（校内研修会）
平成28年　芦屋市立岩園小学校　インクルーシブ教育システムの構築と合理的配慮の提供について（校内研修会）
平成27年　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所モデル事業全国報告会　インクルーシブ教育システム構築兵庫県版
スクールクラスターモデル事業
平成27年　静岡県西部地区特別支援教育ネットワーク会議一般公開講座　インクルーシブ教育システム構築兵庫県版
スクールクラスターモデル事業
平成27年　兵庫県教育委員会モデル事業県内報告会　インクルーシブ教育システム構築スクールクラスターモデル事業
平成27年　西宮市教育委員会モデル事業報市内告会　インクルーシブ教育システム構築スクールクラスターモデル事業
平成27年　芦屋市教育委員会モデル事業市内報告会　インクルーシブ教育システム構築スクールクラスターモデル事業

社会活動（学外委員等）
NPO法人たーみん（就労支援Ｂ型事業所運営法人）理事長（平成12年4月~現在に至る）
皇學館中学校特別支援委員会支援アドバイザー（平成29年4月~現在に至る）
宮川医療少年院視察委員（平成30年4月~現在に至る）
芦屋市特別支援教育センター非常勤指導員

社会活動（調査・研究等）

特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
域内の教育資源である種々の学校や人材が、あたかもブドウの房のように結びつきながら、特別な支援を必要とする子
ども達に多様な学びのスタイルを用意していこうとする「インクルーシブ教育システム」は、これからの学校教育のスタ
ンダードです。本学もまた房の中の一つとして、苦戦を強いられている子ども達のために貢献していきたいと考えています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 市田　敏之

専 門 分 野 教育行政学

所 属 学 会 日本教育行政学会／日本教育経営学会／西日本教育行政学会／中国四国教育学会

キーワード 学校教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
教育行政・教育政策分野
子育て支援行政・子育て支援政策分野

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　明和町子ども・子育て会議（平成 25年 7月～現在に至る）
　「親なびワーク」推進会議（平成 25年 8月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　学校や地域の発展・振興のためのお手伝いができれば幸いです。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 井上　兼一

専 門 分 野 教育史学

所 属 学 会 教育史学会／日本教育方法学会／日本カリキュラム学会／明治聖徳記念学会／
日本仏教教育学会／中部教育学会

キーワード 学校教育 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
こども・教育 学校教育について

講演活動実績
　平成 27年 11月　三重県立飯南高等学校（出前授業）「日本の保育文化史から現代を促え返そう」
　平成 28年 10月　三重県立飯南高等学校（出前授業）「日本の保育文化史から現代を促え返そう」

社会活動（学外委員等）

　伊勢市教育委員会「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価」委員（平成 27年～現在に至る）
　中部教育学会、理事（平成 30年～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　昭和戦前期における学制改革について研究しています。審議会の議事や教育政策の分析を行っています。また政策の施
行を受けて学校教育に与えた影響やそれ以前から変容したことについて探求しています。最近では、連合国軍による占領
期において、地方教育行政や学校現場がどのように政策を受容して対応していったのかという点にも関心を寄せています。
教育史に関することで、地域に貢献することができればと思います。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 梶　美保

専 門 分 野 小児保健／子育て支援／幼児教育学・保育学

所 属 学 会 日本乳幼児教育学会／日本保育学会／日本学校保健学会／日本小児保健協会／
日本保育保健学会／中部教育学会／東海学校保健学会

キーワード 健康づくり・スポーツ 幼児教育・保育・子育て支援 地域づくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
幼児教育・保育分野
子育て支援分野
児童療育分野

保育内容の研究保育指導の方法
地域子育て支援活動（学生とともに）
療育支援およびレクリエーション活動（学生とともに）

講演活動実績
　名古屋市乳児担当保育士研修（名古屋市青少年文化センターアートピアホール）「乳児保育の基本とあそび」（平成 24年）
　津保育所施設長連絡協議会（安濃保健センター）「乳児の食とアレルギー」（平成 25年）
　春日井市公立保育所職員研修（春日井市市民活動センター）「乳児保育の基本と大切にしたいこと」（平成 24～ 26年）
　亀山市教育委員会（加太保育園、亀山幼稚園ほか）「生活リズムから考える子どもの健やかな育ち」（平成 26～ 27年）
　中部大学中部高等学術研究所国際 ESDセンター主催シンポジウム：高山の場所愛（トポフィリア）を育むために ESD
　高山モデルを目指して（高山市役所）「現代教育学部のESDの取組み…－地域と連携した次世代育成支援を目指した循環
　型共学・教育ｰ」（平成 26年）三重県障がい児等療育相談支援事業機能強化事業研修会「バルーンで感覚統合・親子で
　楽しくバルーンレクリエーション」（平成 27年、津地区３回、松阪・多気地区２回、平成 28年、松阪・多気地区）
　刈谷市社会福祉協議会（かりがね保育園ほか）「保育者のためのバルーンアート講習」（平成 24～ 26年、28年）
　四日市市乳児保育研究会（四日市市勤労者・市民交流センター）「乳児期に大切にしたいこと」（平成 28年）
　四日市私立保育連盟研修会（四日市市総合会館）「保育の今と乳幼児期に大切にしたいこと」（平成 29年）
　三重県社会福祉協議会　子育て支援員研修（地域型保育）（平成 29年）

社会活動（学外委員等）

　社会福祉法人　鈴生会　理事（平成 16年～現在に至る）
　NPO団体国際ボンディング協会中部支部発足　副支部長（平成 26年～現在に至る）
　公益財団法人　三重こどもわかもの育成財団評議員（平成 27年～現在に至る）
　東海保育保健研究会発足。代表。（平成 25年～現在に至る）
　保育士確保・保育所支援関係機関連携会議委員（平成 29年～現在に至る）
　伊勢市男女共同参画審議会会長（平成 27年～平成 28年度）

社会活動（調査・研究等）

　三重県保育所における衛生的な環境における調査研究（平成 25年～ 28）／保育所におけるロタワクチンの有効性に関
する調査研究（平成 25年～現在）、三重県地域子育て支援拠点施設のリスクマネジメントに関する調査研究（平成 28年
～現在）

連携事業等へのメッセージ
　保育者をめざす学生とともに積極的に地域子育て支援活動をしています。行政、保育者、地域の子育て支援者、他職者と連
携し、地域活性化とともに地域の子どもの健やかな育ちを願って活動していきたいと考えています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 片山　靖富

専 門 分 野 応用健康科学

所 属 学 会
日本体力医学会／日本運動生理学会／日本公衆衛生学会／日本肥満学会／
日本教育医学会／日本体育学会／東海体育学会／臨床運動療法学会／日本運動疫学会／
アメリカスポーツ医学会

キーワード 健康づくり・スポーツ

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
健康づくり支援／健康教育・
人材育成／スポーツ振興活動／
調査・研究開発支援

健康づくり（食習慣改善，運動習慣の定着・身体活動増進，体力つくり，など）教室の受託・運営，
健康づくりプログラムの作成や事業提案
健康づくり支援事業等の効果検証，健康づくり支援事業を担う人材の養成
健康関連商品等の効果検証・受託研究

講演活動実績
　NESTA 東海支部トレーナー・スキル・アップ・セミナー（平成 25年，平成 26年）／三重県中級障害者スポーツ指導
員養成講習会（平成 26年，平成 28年）／三重県玉城町生活習慣病予防教室（平成 26年）／三重県志摩市運動推進研修
会（平成 26年）／NPO法人のぞみ会中部支部　健康講演（平成 27年）／三重県玉城町栄養講座（平成 26年，27年，
28年）など

社会活動（学外委員等）

　NPO法人大学拠点ヘルシーライフ研究機構／副理事（平成 25年～）
　日本体力医学会／評議員（平成 26年～）
　東海体育学会／理事（平成 28年～平成 29年）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　私たちは、健康教室を開催しながら体重や血液、体力などの医学・生理学指標のみならず、コストや費用対効果、ニーズといっ
た経済学指標、教室参加の継続性や脱落者数（率）、教育条件と効果との関係といった教育学指標など複数の指標から包括
的にプログラムの効果検証をおこない、実生活の現状に見合った汎用性のある健康支援プログラムの開発に努めています。また、
運動習慣の定着や、日常生活における身体活動量の増加を促すための方法やプログラム開発を行っています。ただし、これら
の研究を１個人、1つの研究室・研究機関だけでおこなうには限界があります。地域連携をおこなうことによって、その地域の
特徴に合ったプログラムの開発につながるなど本研究は加速します。それによって、より確かな地域還元につながるものと期待
しています。
　オリジナルの健康支援プログラムや事業、健康関連商品等の効果を検証してほしい、条件やニーズに応じたプログラムを作成
してほしい、事業（食習慣改善教室や運動教室など）を実施・運営してほしい、康づくり支援事業を担う人材の養成をしてほしい、
などといったご要望にお応えします。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 佐藤　武尊

専 門 分 野 柔道（武道）

所 属 学 会 日本武道学会／日本柔道整復接骨医学会／日本体育学会

キーワード 健康づくり・スポーツ

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
柔　　道 小学生・中学生・高校生・大学生・社会人を対象とした柔道の普及発展活動

講演活動実績
　平成 24年　公益財団法人　全日本柔道連盟柔道教室講師（香川県）
　平成 24年　石田杯争奪柔道大会特別講師
　平成 25年　公益財団法人　全日本柔道連盟柔道教室講師（愛知県）
　平成 25年　公益財団法人　全日本柔道連盟柔道海外派遣講師（バンコク：11月）
　平成 26年　公益財団法人　全日本柔道連盟柔道教室講師（群馬県）
　平成 27年　公益財団法人　全日本柔道連盟柔道教室講師（広島県）

社会活動（学外委員等）

　公益財団法人　全日本柔道連盟強化委員会科学研究部
　公益財団法人　全日本柔道連盟公認柔道指導者資格　A指導員
　公益財団法人　全日本柔道連盟公認審判員　Aライセンス

社会活動（調査・研究等）

　学生柔道重量級選手における等速性体幹筋力と競技力の関係について／一流柔道選手における脚伸展パワーと競技力の
関係／アネロプレス 3500 を用いた柔道選手の脚伸展パワー評価－一流柔道選手と学生柔道選手の比較からの検討－／柔
道の重量級選手における体幹筋力と競技力の関係について／一流柔道選手における体幹筋力と競技力の相関／一流柔道選
手における脚伸展パワーと競技力の関係／女子柔道選手の等速性体幹筋力－角速度変化に伴う筋力発揮特性－／重量級男
子柔道選手の体幹筋力－競技力別グループ間の比較－／柔道男子軽量級選手の体幹筋力－競技力別グループ間の比較－／
体重管理における小学生柔道選手とその保護者の意識及び実態調査／柔道選手の競技力順位付けの客観性と信頼性－男子
重量級選手を評価対象とする場合…－／柔道選手の競技力順位付けの客観性と信頼性－女性指導者が女子選手を評価する場
合－／小学生が施す「体落」の釣手動作におけるバイオメカニクス的研究／一流柔道選手における脚伸展パワーと競技力
の関係

連携事業等へのメッセージ
　県内県外、国内国外問わず、柔道を通した様々な活動を展開しております。
　競技柔道のみならず、『柔道』の普及発展のために、尽力させていただきます。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 高橋　摩衣子

専 門 分 野 音楽教育

所 属 学 会 日本音楽教育学会／東洋音楽学会／日本ポピュラー音楽学会／日本保育学会

キーワード 音楽 学校教育 幼児教育・保育・子育て支援

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
音楽教育
教材制作

ワールドミュージック

あそび歌やピアノ演奏の指導、小学校教育や幼児教育における音楽活動の方法
教材の企画立案、監修、音源制作、楽譜浄書
世界の様々な国の音楽の紹介

講演活動実績
　岐阜各務野高校２・３年生へのピアノ演奏指導（平成 25年６月～７月、11月～ 12月）
　飯南高等学校『育児基礎』（平成 27年９月、平成 28年９月）
　NPO法人国際ボンディング協会中部支部『親子の愛着を育むふれあい歌遊び』（平成 28年 9月）
　NPO法人国際ボンディング協会『大人も子どももつながろう！ふれあい遊びで広がる絆づくり』（平成 29年 5月）

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　キングレコード　音楽CD商品の企画立案、監修、楽譜浄書（平成 24年、平成 27年）
　ユニバーサルミュージック　音楽CD商品の企画立案、監修（平成 26年～平成 27年）
　世界文化社　保育書における楽譜浄書（平成 24年～平成 30年）

連携事業等へのメッセージ
　音楽を通して、学校や園が活き活きする、親子の絆が深まる、毎日の生活が楽しくなる、そのようなお手伝いができれ
ば幸いです。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 中條　敦仁

専 門 分 野 国語教育学／キャリア教育学

所 属 学 会 日本国語教育学会／全国大学国語教育学会／日本キャリア教育学会／
日本学校カウンセリング学会

キーワード 国語教育 社会教育・生涯学習 学校教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
国語教育・言語教育 「話す・聞く・書く・読む」を基本とした教科指導法。言語発達・教育のあり方。
キャリ教育・
進路指導

自己を見つめ、現在をどう生き、未来に備えるかついて考える。進路ガイダンス。

教科教育における
ICT 機器活用

ICT 機器の有効活用を考え、具体的方法を探る。

講演活動実績
　伊勢市内小学校の校内研修会及びスクールイノベーション事業における講演・助言
　志摩市内小学校の校内研修会における講演・助言
　亀山市教育研究会（国語部）における講演・助言
　尾鷲市立図書館「本読み子育て推進事業」における講演
　三重県中学校国語教育研究会における講演・助言
　生徒指導士認定協会講習会における講師
　日本キャリア教育学会認定キャリア・カウンセラー認定講習における講師（平成 22年～平成 26年）
　伊勢市教育研究所スクールイノベーション総合推進事業における ICT 活用・ICT 教育講演・助言

社会活動（学外委員等）

　日本語国語教育学会地区（三重県）理事（平成 24…年～）
　キャリア教育学会…キャリア・カウンセラー資格認定委員会面接委員（平成 24…年～平成 26年）
　キャリア教育学会…キャリア・カウンセラー資格認定委員会事務局長（平成 24…年～平成 26年）

社会活動（調査・研究等）

伊勢市内小学校出前講座（平成 27年～）
尾鷲市立図書館朗読講座（平成 28年～）
　伊勢市教育研究所スクールイノベーション総合推進事業における ICT 活用の現状調査・研究

連携事業等へのメッセージ
こどもの「話す・聞く・書く・読む」の能力をより高める国語の授業プランや授業方法を短期的・長期的に先生方と考えたり、

「ことば」をキーワードに、ことばを獲得するとはどういうことか、ことばによりコミュニケーションを図るとは何かとい
うことば自体を考えたりしたいと思います。また、ICT 機器の有効活用についても、先生方とともに考えて生きたいと思
います。
キャリア・カウンセラー資格、生徒指導士資格を有していることもあり、進路相談や中・高生の人生相談、学校におけ
る進路ガイダンス等のお手伝いができれば幸いです。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 土谷　長子

専 門 分 野 幼児教育学／保育学／子育て支援

所 属 学 会 日本保育学会／日本乳幼児学会／日本赤ちゃん学会

キーワード 幼児教育・保育・子育て支援

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
保育・幼児教育 保育内容指導法・子育て支援

福祉分野 専門職キャリアアップ

講演活動実績
生駒郡保育士会職員研修｢指導案を立てるために｣講師（平成27年）
三郷町立西部保育園内部研修講師（平成28年～平成29年）
奈良県教員免許更新講習講師（平成28年～平成29年）
日本社会福祉士会認定社会福祉士特別研修協力講師（平成28年～現在に至る）
社会福祉法人ひしの美会法人内保育士研修講師（平成29年～現在に至る）
近畿乳児福祉協議会職種別研修会（保育士部会）講師（平成29年）

社会活動（学外委員等）

明石市子ども養育支援ネットワーク連絡会議委員
社会福祉法人イエス団兵庫ブロック苦情解決第三者委員
三郷町子ども・子育て会議委員委員長（平成 27年まで）
社会福祉法人友愛福祉会監事
学校法人イエス団評議員
三郷町まちづくり総合戦略策定有識者会議委員（平成 29年まで）
社会福祉法人ひしの美会評議員
社会福祉法人城見ヶ丘保育園評議員
兵庫県社会福祉士会理事

社会活動（調査・研究等）

特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
人生の最初期の子どもたちが健やかに育つためのお手伝いができればと思います。子どもたちをとりまく社会や子
育て環境について、地域の方たちともともに考えていける機会をもつことができれば幸いです。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 山本　智子

専 門 分 野 障害児教育学　教育相談　発達支援

所 属 学 会 日本発達障害学会／日本特殊教育学会／日本学校心理学会／日本教育カウンセリング
学会／日本障害者歯科学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少 特別支援教育 幼児教育・保育・子育て支援

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
こども・子育て・教育 特別支援教育　子育て支援　教育（発達）相談

講演活動実績
◎小学校・中学校・高等学校
教育相談と生徒指導～保護者対応と教職員のメンタルヘルス（平成24年）／生徒・保護者理解と教職員の専門性
（平成25年）／実践に役立つ教育相談と生徒指導の理論（平成27年）／特別支援教育における子どもの理解と対応
～インクルーシブ教育を進めるために＆アクティブラーニングのポイント（平成29年）
◎特別支援学校…　
肢体不自由教育の歴史・特別支援教育における肢体不自由教育（平成24年）／肢体不自由児の教育について（平
成25年）／肢体不自由教育の「身体の動き」に関する指導（平成25年）／特別支援教育の不易と流行～その歴
史から『今ここ』の指導を学ぶ～（平成25年）／肢体不自由児の発達と子育て（平成25年）／児童生徒の意欲
を高めて主体的な活動を育む授業づくりのために／授業づくりにおける授業案～教育の探求と実践のために知ってお
きたいこと／将来の社会的自立、就労につながる力を育むために／将来を見据えた授業づくり（平成29年）
◎学会…他　
子どもの発達を促す保護者コンサルテーション（平成25年）／重症心身障がい児の育ち・発達を深める（平成28年）

社会活動（学外委員等）
三重県立特別支援学校玉城わかば学園学校関係者評価委員（平成 27年度～平成 30年 3月 31）
NPO法人まーぶる（重症心身障害者介護事業）　副理事長　（平成 25年 4月 1日～現在に至る）
NPO法人レガート花の駅（重症心身障害者デイサービス）　理事長（平成 28年 1月 19日～平成 30年６月 14日）
京都府子育て支援員養成研修（基本研修）講師（平成 27年度～現在に至る）
奈良県立大淀養護学校評議員（平成 29年 4月 1日～現在に至る）
三重県名張市子どもの権利救済委員（平成 29年 8月 1日～現在に至る）
京都府放課後児童支援員認定資格研修講師（平成 29年度～現在に至る）
大阪府立箕面支援学校学校運営協議会委員（会長）（平成 30年 4月 1日～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）
特別支援学校の授業の実態と授業づくりに関する教員研修の実態の検討
障がい者デイサービスにおけるサービスの実態と利用者のニーズの検討
認知症対応デイサービス等におけるサービスの実態と利用者のニーズの検討

連携事業等へのメッセージ
障害のある子どもや苦戦状況にある子ども，その支援者が共にハッピーになるために，なめらかな途切れることのな
い支援のあり方（実践）について研鑽しています。また，学校とは異なり十分な人的対応ができない福祉サービスに
おいて，成人した障害のある方や認知症の方など「言えなさ」のある方に対して「すき間のない」支援を提供するこ
とがとても重要だと感じています。そのような分野で連携させていただければ幸いです。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 吉田　明弘

専 門 分 野 児童福祉・保育

所 属 学 会 日本社会福祉学会、社会政策学会、日本保育学会、ロバアト・オウエン協会

キーワード 幼児教育・保育・子育て支援

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
健康・福祉 児童福祉／社会的養護

教育・子育て・青少年 子育て支援／保育

講演活動実績
三重県民生委員児童委員協議会
三重県児童養護施設協会
松阪市社会福祉協議会
子ども食堂サミット in 大阪（大阪府主催）
その他

社会活動（学外委員等）

三重県児童相談センター里親委託推進委員会
みえの学力向上県民運動推進会議委員
三重県いじめ調査委員会副委員長
社会福祉法人サンフラワー名張理事

社会活動（調査・研究等）

とくになし

連携事業等へのメッセージ
児童福祉施設や少年院を退所（退院）した子どもの進路（雇用）問題が研究テーマの一つです。彼らの職業的自立を可
能とするために、児童福祉施設と企業間の…“…橋渡し…”…ができればと考えています。
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所　　　属 教育学部　教育学科　准教授

氏　　　名 渡邉　毅

専 門 分 野 道徳教育

所 属 学 会 日本道徳教育学会／日本生徒指導学会／日本学校カウンセリング学会

キーワード 道徳教育 学校教育

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
道徳教育振興活動 中学校検定道徳教科書の執筆と各種雑誌への寄稿

講演活動実績
　H25…志を立てよう（浪速中学校１年…生道徳授業）／…H25…郷土の…歴史から学ぶ　－功山寺挙兵と大田・絵堂の戦い（山
口県美祢市「大田・絵堂の戦い」を顕彰しよう会講演会）／…H25…神…宮と出雲大社（よもやま歴史サークル・菰野町教育
委員会主催よもやま歴史講演会）／…H26…志を立てよう（浪速中学校１…年生道徳授業）／…H27…道徳科で変わること、変え
なければならないこと（岐阜県教育懇話会総会）／…H27…人物伝による…道徳教育は子供を変える（津田学園小学校・中学校）
／…H27…橋本左内の人となりに学ぶ　～郷土の先人を活かした人づく…り地域づくり（福井学基礎講座）／…H27…志を立てよ
う（浪速中学校１年生道徳授業）／H28学校を救い子供を幸福にする道徳教育（日本会議…中・西播磨支部）／H28志を
立てよう（浪速中学校１年生道徳授業）／H29道徳教育が学校を救い、子供を幸福にする（四柱神社）／H29志を立て
よう（浪速中学校１年生道徳授業）／H29アメリカの道徳教育の動向－キャラクターエデュケーションと PBIS（日本教
師会、教育研究集会）

社会活動（学外委員等）

日本教師会副会長（現任）

社会活動（調査・研究等）

伊勢の学習塾とゼミ学生が連携した道徳授業「人間力・生き方」講座（小中学生対象）の実施

連携事業等へのメッセージ
　「先人の伝記」を活用した道徳の授業に関心を持っています。現在そうした授業に力を注いでいる学校と連携して研究を
進めています。また、小学校・中学校や学習塾でゼミ学生たちと出前授業を行ったりしていますが、今後現場の先生方と
道徳教育の実践やその内容・方法の研究について交流と連携を深めることができればと思っています。

－ 76 －



所　　　属 教育学部　教育学科　講師

氏　　　名 野々垣　明子

専 門 分 野 教育哲学／教育史

所 属 学 会 教育史学会／教育思想史学会／教育哲学会／筑波大学教育学会／日本教育学会／
日本社会教育学会

キーワード 学校教育 社会教育・生涯学習

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　成人教育の歴史についてこれまで研究してきました。そうした分野の講演などでお手伝いできれば幸いです。
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現代日本社会学科
現代日本社会学部
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　教授

氏　　　名 鵜沼　憲晴

専 門 分 野 社会福祉

所 属 学 会 日本社会福祉学会／社会事業史学会／日本地域福祉学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
社会福祉
権利擁護

児童、障害者、高齢者が排除される事なく、地域で生活できるような支援のあり方
市民後見人の養成、日常生活自立支援事業のあり方、後見人としての社会福祉士

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　伊勢市福祉施設指定管理者選定委員会　委員長（平成 27年 6月～ 9月）
　名張市生活困窮者自立促進支援モデル事業運営協議会　委員長（平成 26年 2月～平成 27年 3月）
　名張市社会福祉協議会　法人後見受任委員会　委員（平成 23年 4月～現在に至る）
　三重県社会福祉協議会　成年後見推進に向けた課題解決会議ファシリテーター（H28～現在に至る）
　伊勢市社会福祉協議会　法人後見運営委員会　委員（H30～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　教授

氏　　　名 筒井　琢磨

専 門 分 野 地域社会学

所 属 学 会 関西社会学会／日本社会学会／日本保健医療社会学会／地域社会学会

キーワード 地域づくり まちづくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
まちづくり・商店街活性化 伊勢市厚生地区まちづくりの会事業への協力

伊勢銀座新道商店街振興組合事業への協力
高柳商店街振興組合事業への協力
サテライト教室（宇治山田駅ショッピングセンター内）の運営

講演活動実績
　皇學館大学ふるさと講座「住み続けたいと思えるまちとは～安心・安全のまち～」
　伊勢市平成 23年度まちづくり人材養成講座

社会活動（学外委員等）

　三重県立宇治山田商業高等学校学校関係者評価委員（平成 25年 4月～現在に至る）
　伊勢市行政改革推進委員（平成 22年 7月 22日～現在に至る）
　伊勢市公共施設等総合管理計画検討委員（平成 27年２月９日～平成 30年 3月）
　伊勢市空家等対策協議会委員（平成 28年 11月 28日～現在に至る）
　伊勢市情報公開・個人情報保護審査会委員（平成 29年 4月 1日～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　社会福祉学部附置地域福祉文化研究所　「まなび塾」運営（平成 17～ 19年度）
　社会福祉学部附置地域福祉文化研究所　地域情報誌「おきつも情報局」刊行（平成 18～ 20年度）
　現代日本社会学部　「地域社会研究会」運営（平成 23年度～）

連携事業等へのメッセージ
　学部教育（正課、課外）に反映できる範囲で、地域社会の各組織（住民団体、NPO、商店街等）の事業に参加し、協力
をしてきた。地域社会で活躍したい学生と、若い活力を求める地域社会とを大学がいかに結びつけるかについて、大学の
研究教育体制と関連づけて積極的に学内で公に議論する場が求められていると思う。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　教授

氏　　　名 富永　健

専 門 分 野 憲法学

所 属 学 会 憲法学会／日本公法学会／日本法政学会／比較憲法学会

キーワード その他

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

講演活動実績
　東海地区中堅神職研修会講師（平成 26年、平成 27年、平成 28年）

社会活動（学外委員等）

　伊勢市情報公開・個人情報保護審査会委員（平成 13年 10月～現在に至る）
　憲法学会理事（平成 14年 10月～現在に至る）
　三重県選挙管理委員会委員（平成 29年 5月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　教授

氏　　　名 新田　均

専 門 分 野 政治制度／政教関係…政治文化評論／皇室制度　近代神道…教育問題
（教育行政、人権、歴史教育、公民教育など）

所 属 学 会 比較憲法学会／憲法学会／日本宗教学会／神道史学会／神道宗教学会

キーワード 道徳教育 歴史・文化 地域づくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
教育改善活動
文化振興活動

中学日本史教科書と高校日本史教科書の執筆および啓蒙活動。改正教育基本法についての講演や講義。
皇室、神道などについてのオピニオン雑誌への寄稿。

講演活動実績
　国のあることの有り難さ／憲法タウンミーティング in 熊野のパネリスト／皇室祭祀と日本文化／素晴らしい皇室／明治
維新と五箇条の御誓文／天皇陛下の宮中祭祀について／日本の建国の理想と現代的意義／皇學館大学における伝統文化教
育の取り組みについて／皇室の伝統護持を考える／式年遷宮に込められた願い／新嘗祭の意義／聖徳太子と公務員／皇位
継承について／安倍内閣の教育改革について

社会活動（学外委員等）

　宗教法学会理事（平成 23年 11月～現在に至る）
　明治聖徳記念学会評議員兼企画編集委員（平成 13年 10月～現在に至る）
　NPO法人「まほろば教育事業団」理事（平成 17年 6月～現在に至る）
　神社本庁教学委員（平成 10年 7月～現在に至る）
　政教関係を正す会幹事（平成 13年 9月～現在に至る）
　日本教育再生機構理事
　伊勢麻振興協会理事（平成 28年 5月～現在に至る）
　伊勢市総合計画策定委員会会長（平成 29年 6月～現在に至る）
　神道政治連盟政策委員

社会活動（調査・研究等）

　皇室の社会福祉活動の調査研究の計画と推進
　伊勢の社会人と連携した「攻めの社会人養成講座」と、ZTVと組んで大学生が地域の魅力を発信する「皇學館大学 TV」
　の実施
　明和町と連携した日本酒作りプロジェクトの推進

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　教授

氏　　　名 橋本　雅之

専 門 分 野 国文学／国語学／神話学

所 属 学 会 万葉学会／上代文学会／古事記学会／鈴屋学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
特記事項なし

講演活動実績
　「亡き母の国」の神話（朝日カルチャーセンター　古事記編纂 1300 年リレー講演、平成 24年９月 23日）／古事記神
話の三貴神（朝日カルチャーセンター講演、平成…25…年 3月 24日）／『風土記』で活躍するユニークな神 （々朝日カルチャー
センター講演、平成 25年 6月 23日）／三輪山型神話の深層（奈良県桜井市立図書館　記紀万葉講演会、平成 25年 6月…
30 日）／「流れ着く貴人の伝説」（朝日カルチャーセンター講演　平成 25年９月 29日）／「和銅官命と古風土記の編纂」（同
学院大学研究推進機構講演　平成 25年 10月 26日）／「風土記編纂と出雲国風土記」（島根県八雲立つ風土記の丘講演　
平成 25年 11月 16日）／「現代文学の神話的世界」（朝日カルチャーセンター講演　平成 26年３月 30日）／「日本人
の心をとらえる悲劇の英雄たちの神話と伝説」（朝日カルチャーセンター講演　平成 26年６月 29日）／熊野の伝承の心
をたどる（みえアカデミックセミナー　平成 26年９月７日）／「記紀神話と熊野シンポジウム」コーディネーター（熊野
文化協会・熊野市教育委員会　平成 26年 11月２日）／「古事記を読む」（桜井市立図書館　11月 30日）／「風土記神
話の世界」（名古屋栄中日文化センター　平成 27年１月 27日）／風土記と記紀の文学（名古屋栄中日文化センター　平
成27年７月４日）／「うまし国伊勢志摩の神話と自然」（三重の魅力発信セミナー東京三重テラス　平成27年 10月９日／
「三つの三輪山型神話」（奈良県桜井市立図書館　平成 27年 11月 21日）／「伊勢志摩の自然と神話」（近鉄文化サロン　
平成 28年 4月 16日／「古事記を読む」（桜井市立図書館　平成 28年 11月 20日）／「風土記史観からみた九州風土記」
（宮崎県民大学　平成 29年 9月）／「本居宣長が歩いた桜井」（桜井市立図書館　平成 29年 11月）／「風土記からみた
古代地方の神話と伝説」（近鉄文化サロン　平成 29年 12月）

社会活動（学外委員等）

　古事記学会理事…（平成 6年９月～現在に至る）
　上代文学会理事（平成 17年４月～現在に至る）
　万葉学会編輯委員（平成 14年３月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　講演会活動を中心として、今後も連携事業への積極的な取り組みを果たしていきたいと考えている。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 岩崎　正彌

専 門 分 野 伝統建築／伝統工芸／伝統芸能

所 属 学 会 茶の湯文化学会／日本建築学会／（以下は学内学会）現代日本学会／神道史学会

キーワード 伝統文化・芸術

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

講演活動実績
・「国際理解講座」第４回「世界に誇るすばらしい日本の伝統文化を知ろう」
　主催：愛知県刈谷北高等学校
　日時：平成 29年６月 13日（火）13：25～ 15：15
　場所：同校ＣＡＬＬ教室
・「茶道セミナー」第 422回「茶室について　－神道と茶の湯－」
　主催：社団法人　茶道裏千家淡交会青年部
　日時：平成 24年 11月 12日（月）
　場所：池坊短期大学「心ホール」（京都・四条烏丸）
・「小中学校における伝統文化教育の大切さ」
　主催：三重県公立小中学校事務研究会（平成 23年度　第２回研修講座）
　日時：平成 23年８月 10日（水）11：00～ 12：30
　場所：大紀町コンベンションホール

社会活動（学外委員等）

・ZTV放送番組審議委員（平成 26 年度）平成 27 年２月 16 日（月）、（平成 27 年度）平成 28 年２月 29 日（月）、
　（平成 28年度）平成 29年２月 27日（月）
・三重県指定伝統品指定審査会　三重県雇用経済部
　平成 25年 8月 22日（木）11：00～ 16：30　三重県伊勢庁舎 101会議室　現地取材＋審査会議
・三重県平成25年度　政策創造員会議・ワーキンググループ２「ReBorn～地域再生のための新しい地域経営手法の検討（過
　疎・地域再生）」意見交換会
　平成 25年 12月 16日（月）15：30～ 17：30
・読売旅行社「第 67回正倉院展と京都御所秋季一般公開案内」（平成 27年 11月 3日）

社会活動（調査・研究等）
・伊勢市伝統工芸振興シンポジウム開催実行委員長
　平成 23年４月 27日（水）～平成 24年３月 30日（平成 24年２月 5日（日）に開催）
・国土交通省・近畿広域地方計画推進室「はなやか関西～文化首都年～ 2011」茶の文化・実行委員会アドバイザー
　平成 23年１月～平成 24年３月
・奉祝御遷宮「なでしこたちの祭典　伊勢の女神力で輝こう！」第１回・「伊勢の国伝統工芸：展示・販売・体験」監修
　（プロデュース）、平成 25年８月～、開催：同 10月５日（土）、6日（日）

連携事業等へのメッセージ
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 榎本　悠孝

専 門 分 野 精神保健福祉制度／精神科ソーシャルワーク

所 属 学 会 日本社会福祉学会／日本地域福祉学会／日本精神障害者リハビリテーション学会／
日本保健医療社会学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
障害者福祉政策
福祉教育

障害者福祉制度についての提言
高校等での精神障害についての啓発活動

講演活動実績
「精神障害とは（人権とわたしの授業内）」名張高校（平成25年）／「精神障害とは（HRC凪の活動内）」伊賀つばさ学園（平
成25年）／「ひとごとですか、こころの病気とこころの障害」皇學館大学月例文化講座（平成25年）／「精神障害とは（人
権とわたしの授業内）」名張高校「精神障害とは」近大高専（平成26年）／「精神障害とは（HRC凪の活動内）」（平成26年）
／「これであなたも聞き上手－社会福祉の相談援助職が用いる傾聴の技術」三重県農業大学校（平成27年）

社会活動（学外委員等）

　名張市共生地域デザイン会議（旧名張市障害者自立支援協議会）精神保健福祉部会長（平成 22年～平成 27年３月）
　伊賀圏域障がい福祉連絡協議会精神障がい者地域移行部会副部会長（平成 27年４月～平成 28年３月））
　伊賀圏域障がい福祉連絡協議会精神障がい者地域移行部会　社会調査　ワーキング長（平成28年 4月～平成30年 3月）
　伊賀圏域障がい福祉連絡協議会くらし部会…社会調査・ケース会議　副ワーキング長（平成 30年４月～現在に至る）
　名張市共生地域デザイン会議委員（平成 29年４月～現在に至る）
　みえメディカルバレー企画推進会議委員（平成 30年 7月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　平成 17年伊賀市在宅精神障害者に対するニーズ調査
　平成 29年伊賀圏域相談支援専門員に対するフォーカスグループインタビュー調査

連携事業等へのメッセージ
　私は、精神障害者の地域生活支援の在り方について研究しています。精神障害者の地域生活を促進するためには、ハード面で
ある社会資源整備とともにソフト面である地域住民の精神障害者に対する理解が必要です。現在精神障害についての地域住民の
理解は、うつ病をはじめとする病名についての認知は進んでいるものの、症状や具体的な日常生活上の課題などの理解は進んで
いません。また、当事者と出会う機会が少ないことから、精神障害に対する差別的な先入観がある場合もあります。私が現在参
加している地域啓発事業では、若年層（中学生・高校生）に対する精神障害理解のためのプログラムを検討しています。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 遠藤　司

専 門 分 野 経営思想、イノベーション・マネジメント

所 属 学 会 経営哲学学会、皇學館大学人文学会

キーワード 産業振興 地域づくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
企業連携 企業に向けた事業企画への参画・助言

講演活動実績
伊勢市商工会議所主催「地域が応援する中高生セミナー・伊勢」にて講演「私が私として生きるために」（平成 27…年）
愛知県の FA…システム企業にてイノベーションに関する講演・ワークショップ（平成 27…年）
インフォテリア株式会社「Handbook…World…2015」にて基調講演「イノベーションを生み出すということ」（平成 27…年）
現代マネジメント研究会主催「第一回　日本を動かす決意」にて講演「日本の新たな成長に向けて」（平成 28…年）

社会活動（学外委員等）

現代マネジメント研究会　代表
Yahoo! ニュース　経済・社会の部　オーサー

社会活動（調査・研究等）

熊野観光PR…ポスター作製（平成 28…年）
熊野観光ツアー企画作成・提案（クラブツーリズムにて採用・平成 28…年）
マスヤグループへの新事業企画・提案（平成 28…年）
「熊野マイヤーレモン」ママレード製造・販売（平成 29年）

連携事業等へのメッセージ
「地域づくりは人づくり」という言葉もあるように、地域活性化には主体となる住民の意思が最も重要であると考えます。
勉強会を開いたり、成功者の講演を主催したりといったことが多いように感じますが、最も重要なのは実行だと考えま
す。自分のまちを守るために何を為すのかを見出し、それを「いま」実行に移すべきと考えます。できないからこそやる。
周りから非難されてでもやり遂げる。自分のまちは自分が何とかする。そのような意思のある方と、これからも連携して
いくことができれば幸いです。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 大井　智香子

専 門 分 野 地域福祉／ボランティア・市民活動マネジメント／過疎地振興／
コミュニティビジネス

所 属 学 会 日本社会福祉学会／日本地域福祉学会／日本福祉教育・ボランティア学習学会

キーワード 地域づくり 福祉・高齢者・人口減少 まちづくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域社会分野 東海北陸地方を中心に居住環境困難地域での住民参画によるまちづくり支援…等
地域社会分野 伝統産業の再生と福祉的就労のダブルチャレンジを可能とする支援モデル開発…等

講演活動実績
( 平成 28年・29年度分より抜粋 )…
岐阜市…協議体運営手法に関するワークショップスキル研修会 (平成 28年 6月 )／熊野市社協…福祉委員研修会 (平成 28
年 7月 )／東員町社協…ボランティア講座 (平成 28年 8月 )／勝山市社協…福祉教育研修会 (平成 28年 8月 )／関市図書
館市民講座「物の怪の幸い (もっけのさいわい )～妖怪たちがくれるシアワセ～」(平成28年 9月 )／三重県社協…シニア
リーダー養成講座 (平成 28年 10月…紀北町会場 ,平成 29年 1月・2月…東員町会場 )／名古屋市緑保健所…健康危機管理
サポーターリーダー研修 (平成28年 11月 )／岡崎市社協…地域福祉講座 (平成28年 11月 )／地域福祉学会…地域福祉実
践フォーラム愛知大会…第 2分科会コーディネーター (平成28年 12月 )／岡崎市社協…ボランティア受入施設等職員研修
会 (平成 28年 12月・平成30年 2月 )／三重県地方自治研究センター…地方創生関連講演会 (平成 29年 1月 )／三重県
社協介護支援専専門試験・研修センター…主任介護支援専門員研修「地域援助技術」(平成29年 2月・平成30年 1月・2
月 )／熊野市生活支援体制整備事業研修会 (平成29年 1月・平成30年 3月 )／名古屋市社協…ボランティアコーディネー
ター研修 (平成29年 2月 )／福井県美浜町社協…集落自慢コンテスト特別審査員・講評 (平成29年 2月・平成30年 2月 )
／稲沢市社協…ボランティア講座 (平成29年 3月 )／三重県社協…市町村社協新任職員研修フォローアップ研修…講師・ファ
シリテーター(平成29年3月・平成30年3月)／三重県社協…地域における支え合い活動セミナー活動発表会ファシリテー
ター (平成 29年 3月・平成30年 3月 )／菰野町社会福祉協議会…地域サポーター養成講座 (平成 29年 11月 )／名古屋
市社会福祉協議会…平成29年度…地域支えあい活動フォーラム＆ふれあい・いきいきサロン推進セミナー…第 2分科会…講義
＆コーディネート (平成30年 1月 )／福井県池田町社会福祉協議会…こども福祉委員＆福祉推進員研修会…講演＆ファシリ
テート (平成30年 2月 )／紀南介護保険広域連合会…福祉人材実態調査報告会 (平成30年 3月 )　…ほか

社会活動（学外委員等）
日本地域福祉学会…東海北陸部会地方委員…( 平成 15年 6月～現在に至る )
三重県社会福祉協議会…地域福祉活動ステップアップ支援事業…審査委員（平成 25年 1月～現在に至る）
名古屋市西区社会福祉協議会…第 4次地域福祉活動計画推進委員…（平成 30年 4月～現在に至る）
紀宝町第 2次地域福祉計画・地域福祉活動計画…推進委員…（平成 28年 6月～現在に至る）
白川村第 2次地域福祉計画…アドバイザー（平成 28年 6月～現在に至る）
明和町地域福祉活動計画策定・推進委員…副委員長、プロジェクトチーム委員長（平成 29年 6月～現在に至る）
紀北町地域福祉活動計画策定委員…委員長（平成 29年 6月～平成 30年 3月）
名張市子ども権利委員会…委員（平成 30年 4月～現在に至る）
伊勢市ボランティアセンター運営委員会…委員（平成 30年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）
科学研究費助成事業…基盤研究(Ｂ)「地域福祉専門職による過疎地域支援のための診断指標の開発－関係性の分析－」研究
代表:大井智香子（平成27～30年度）／科学研究費助成事業…基盤研究(Ｃ)「過疎豪雪山村における持続可能な生活支援シ
ステムの開発に関する研究」研究代表:大井智香子（平成24～26年度）／科学研究費助成事業…基盤研究(Ｃ)「人口流動化
する産業衰退地域の再生と生活困難者の地域就労を結ぶ支援モデルの開発研究」（平成30～33年度）／内閣府…地域活性
化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金)事業「高齢者のメンタルヘルス実態調査」研究分担者(平成24年度)

連携事業等へのメッセージ
各地で育まれてきた先人の智慧から学びつつ、それぞれの風土に根ざした福祉のあり方、住民によるまちづくりについ
てご一緒に考えていきたいと願い、研究と実践を重ねております。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 関根　薫

専 門 分 野 家族社会学／老年社会学

所 属 学 会 日本社会学会／日本社会福祉学会／日本家族社会学会／日本老年社会科学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

講演活動実績

社会活動（学外委員等）

　平成 25年度東海・北陸ブロック老人クラブリーダー研修会助言者（平成 25年）
　平成 27年度三重県老人クラブ連合会高齢者相互支援推進・啓発活動研修会助言者（平成 27年）
　名張市要保護児童対策及びDV対策地域協議会代表者会議（平成 27年）
　平成 28年度三重県老人クラブ連合会高齢者相互支援推進・啓発活動研修会助言者（平成 28年）
　平成 29年度三重県老人クラブ連合会高齢者相互支援推進・啓発活動研修会助言者（平成 29年）

社会活動（調査・研究等）

　高齢社会における生活の質と高齢者の福祉課題に関する調査（平成 12年）
　三重県職員人権意識調査（平成 17年）
　高齢者虐待に関する実態調査（平成 18年）
　地域福祉とまちづくりに関する調査（平成 19年～平成 25年）
　名張市成年後見実態調査（平成 23年）
　鳥羽市雇用状況・就業体験受入意向調査（平成 28年）

連携事業等へのメッセージ
　高齢者の幸福な「老い」とは何でしょうか。この問は、二千数百年前のソクラテスの時代から議論されてきている問題
ですが、まだ明確な答えは出ていません。この問題に対して、特に高齢者の人間関係や社会的活動に焦点を当て、家族・
友人・近隣、労働、ボランティア活動など、社会関係資本と幸福な「老い」との関係について考えています。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 中野　一茂

専 門 分 野 高齢者福祉　介護福祉　地域福祉　ソーシャルワーク

所 属 学 会 日本社会福祉学会　日本社会医学学会　日本福祉図書文献学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少 移住促進 地域づくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
高齢者分野 産官学連携　緊急雇用創出事業　高齢者分野　移住促進

講演活動実績
平成 26年　緊急雇用創出基金事業（起業支援型地域雇用創造事業）大阪府ステップアップ支援緊急雇用創出
「成長産業企業活用人材育成事業」“人材ビジネス特集（女性の就業機会拡大事業 )　研修企画・講師
平成 26年～平成 29年　山梨県社会福祉協議会　キャリア形成技術指導研修…講師

社会活動（学外委員等）

平成 27年～平成 30年　　地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
…　　　　　COC＋（オールやまなし 11＋ 1大学と地域の協働による未来創生の推進）CCRC( 生涯活躍の町 ) 担当教員

社会活動（調査・研究等）

平成 29年　地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）オールやまなし１１＋１大学と地域の協働に
よる未来創生の推進　
CCRC( 生涯活躍の町 )……能登半島　移住促進調査　愛知県長久手市　高齢者・育児支援調査

連携事業等へのメッセージ
名古屋市内で平成 7年よりボランティアグループを組織して平成 13年にはNPO法人を設立して地域の抱える様々な課題
に各町内会やNPO、行政等と連携して取り組んだ経験があります。これらの経験や知見をいかしてお役に立ててればと思
います。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　准教授

氏　　　名 藤井　恭子

専 門 分 野 社会調査法／教育社会学／地域社会学

所 属 学 会 日本社会学会／関西社会学会／地域社会学会

キーワード 地域づくり 産業振興 まちづくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域社会活動 アンケート調査やインタビュー調査など社会調査の技法を用いた、地域や教育に関わる共同研究

講演活動実績
　「社会情報と人づくり」皇学館大学月例文化講座（平成 25年度）
　「社会調査のウソ、ホント」鈴鹿市旭が丘公民館（平成 26年度）

社会活動（学外委員等）

　伊勢市行政改革推進副委員長（平成 26年４月～現在に至る）
　みえ森と緑の県民税評価委員会委員（平成 26年～現在に至る）
　現代日本社会学部「地域社会研究会」運営（平成 24…年度～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　地域福祉とまちづくりに関する調査（平成 19…年～平成 26…年）
　鳥羽市雇用状況・就業体験受入意向調査（平成 28年）
　CLL 活動「度会カフェリョクプロジェクト」（平成 28年～現在に至る）

連携事業等へのメッセージ
　社会調査関連で連携事業ができたらと考えています。
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所　　　属 現代日本社会学部　現代日本社会学科　助教

氏　　　名 灰谷　和代

専 門 分 野 児童家庭福祉／保育ソーシャルワーク／コラボレーション

所 属 学 会
日本保育学会／日本社会福祉学会／日本子ども家庭福祉学会／
日本子ども虐待防止学会／日本ソーシャルワーク学会／
日本保育ソーシャルワーク学会／日本保健医療福祉連携教育学会

キーワード 幼児教育・保育・子育て支援 地域づくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
家庭児童相談支援 子どもや家庭の相談（子育て・児童虐待・ＤＶ等の相談）に関する支援
保育・子育て支援 保育・子育て支援（保育所・地域子育て支援拠点事業…等）現場への支援
子どもの居場所づくり 地域の諸団体と連携し「子どもの居場所づくり」の企画・実施の支援

講演活動実績
・三重県児童福祉施設基幹的職員研修（平成 28年 1月）
・三重県母子寡婦福祉指導者研修会…（平成 29年 6月）
・三重県児童厚生指導員等研修（平成 29年 11月）
・三重県母子・父子自立支援員研修会（平成 29年 12月）
・志摩市子ども家庭支援ネットワーク代表者会議（平成 30年 2月）
・松阪市社会福祉協議会「子どもの居場所づくりについて」（平成 30年 2月）
・三重県ひとり親家庭福祉協力員研修会（平成 30年 3月）
・保育ソーシャルワーカー養成研修（平成 30年 11月）

社会活動（学外委員等）
・社会福祉法人…明照浄済会　理事（平成 27年 9月～平成 29年 5月）　
・社会福祉法人…明照浄済会　監事（平成 29年 6月～現在に至る）　
・日本保育ソーシャルワーク学会…理事（平成 29年 4月～現在に至る）
・松阪市福祉医療費助成負担軽減対策検討委員会…委員長（平成 29年 12月～平成 30年 3月）

社会活動（調査・研究等）
・保育現場職員に対して児童虐待の発見と対応についてのアンケート調査を実施（平成 25年）
・ＤＶ相談員に対してＤＶ相談から児童虐待を発見するプロセスについてのヒアリング調査を実施（平成 27年）
・三重県思春期ピアサポーター養成事業の受託（平成 27年 6月～平成 28年 3月）
・保育ソーシャルワークのアセスメントシート作成に向けた研究調査を実施（平成 28年度）
・要支援児童アセスメントシートの開発（平成 29年度）
・現代日本学会…研究部会「世代間交流研究部会（通称：ハトの巣）」運営（平成 29年 4月～）
・三重県内の市町の地域特性を活かした子ども家庭（要支援）アセスメントシートの開発（平成 30年 3月～）
・明和町こどもの居場所（こども食堂）プロジェクト受託研究（平成 30年 6月～）

連携事業等へのメッセージ
保育所や保健センターでの保育、県・市・社会福祉協議会・ＮＰＯでの相談援助、地域での子育て支援…等々、子どもと
家庭に関わる仕事や活動に携わった経験を活かし、「子ども」「家庭」「地域」への社会貢献活動の実践を目指しています。
現在、保育・子育て支援・家庭児童相談の現場に必要な相談支援システムを構築するための研究調査を進めています。また、
地域の諸団体と連携して「子どもの居場所づくり」の企画等を学生たちと共に実践しています。
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研究開発推進センター
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所　　　属 研究開発推進センター　教授

氏　　　名 荊木　美行

専 門 分 野 日本古代史

所 属 学 会 法制史学会／木簡学会／日本書紀研究会

キーワード 歴史・文化 文学・言語学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興
地域づくり

自治体史の編纂・伝記の構成・出版
日本史関係の講演・講座講師

講演活動実績
　日本武尊伝説の謎を探る（Ⅰ）－熊襲征伐と東征伝承－／孝徳朝における阿倍氏 /日本武尊伝説の謎を探る（Ⅱ）－白
鳥伝説を中心に－／日本律令とその特質／スサノヲの神話／スサノヲの神話－八岐大蛇と草薙剣－／応神・仁徳天皇と難
波の宮居／「邪馬台国」を読み直す／本律令国家とその特質／倭人伝から探る邪馬台国の所在地／古代史研究最前線「魏
志倭人伝の世界」／風土記のなかの神功皇后／歴史学からみた４・５世紀における政権交替／倭国伝を読む－魏志倭人伝
から梁書倭伝まで－／日本書紀』と消えた「系図一巻」／富山県神社庁主催・記紀神話研究会②「日本神話の語るもの」
／代史ぎっぎっしり壱岐『魏志倭人伝』に記された「一支国」- ３世紀の壱岐を探る／歴史学からみた四、五世紀の王権と
ワニ氏 /歴史学からみた４・５世紀の伊勢とヤマト政権

社会活動（学外委員等）

　名張市史編纂委員（平成 12年４月～現在）

社会活動（調査・研究等）

　特記事項なし

連携事業等へのメッセージ
　歴史の学習・啓発をベースにした地域貢献を考えています。
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所　　　属 研究開発推進センター　准教授

氏　　　名 大平　和典

専 門 分 野 皇學館史／日本古代史

所 属 学 会 神道史學會／日本歴史学会／史学会／史学研究会／日本思想史学会／続日本紀研究会／
明治維新史学会／教育史学会／大学史研究会／日本教育史研究会

キーワード 民俗学・神道 歴史・文化

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
皇學館史
皇室史
日本古代史

皇學館の歴史
各宮家・皇族の歴史
六国史

講演活動実績
　「久邇宮朝彦親王と京都」（平成 28年 9月、八坂神社文化セミナー）

社会活動（学外委員等）

　神道史學會委員（平成 23年 5月 29日～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　伊勢市史編集専門部会（古代部会）委員。『伊勢市史…第１巻…古代編』を分担執筆。（平成 15年 7月～平成 23年 5月）
　神武天皇論並びに橿原神宮史編纂委員（平成 28年 8月～現在に至る）

連携事業等へのメッセージ
　皇學館の歴史を研究課題とし、『皇學館大學百三十年史』の編集執筆に従事しました。関連して、皇學館と関わりの深い
久邇宮朝彦親王・賀陽宮邦憲王について研究しており、皇族・宮家の歴史に関心をもっています。
　また、日本古代史、特に古代の基本史料である六国史についても研究課題としています。伊勢市史編集専門部会古代部
会の委員として、『伊勢市史』古代編を分担執筆しました。
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所　　　属 研究開発推進センター　助教

氏　　　名 佐野　真人

専 門 分 野 日本古代史／神道史

所 属 学 会 神道史學會／日本歴史学会／史学会／大阪歴史学会／続日本紀研究会／藝林会／
神道宗教学会

キーワード 歴史・文化 民俗学・神道

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
日本古代史
神道史

朝廷儀礼・祭祀の歴史
神宮の歴史・祭祀、『延暦儀式帳』

講演活動実績
・神武天皇論特別講演会「平安時代から中世における神武天皇観」（於：橿原神宮、平成 30年 2月 25日）
・八坂神社文化セミナー「平安時代の『京都』」（於：八坂神社、平成 29年 9月 30日）

社会活動（学外委員等）

　神道史學會委員（平成 25年６月～現在に至る）
　神武天皇論並びに橿原神宮史編纂委員（平成 28年 8月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　古代伊勢神宮に関する基本文献の総合的研究（研究代表者　清水潔皇學館大学学長）

連携事業等へのメッセージ
　史料に基づいた日本の古代史の研究をしています。特に伊勢の神宮の最重要古典である『延暦儀式帳』の読解をすすめ
ています。また、朝廷の儀礼・祭祀について、中国大陸からの影響と日本国内での変遷についても研究課題としています。
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所　　　属 研究開発推進センター　助教

氏　　　名 浦野　綾子

専 門 分 野 近世文学

所 属 学 会 日本近世文学会／東海近世文学会／日本図書館文化史研究会／中世文学会

キーワード 文学・言語学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
近世文学 国学者（特に本居宣長や長野義言について）

講演活動実績
特記事項なし

社会活動（学外委員等）

特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

長野義言と彦根社中の研究（平成 28・29年度）

連携事業等へのメッセージ
　国学者、特に長野義言について関心をもっています。義言は国学をどう捉えていたのか、どのように伝えたのか、国学
者としての義言はどんな人物だったのか、といったことを、現存する資料を読み解きながら調査しています。
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教育開発センター
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所　　　属 教育開発センター　准教授

氏　　　名 板井　正斉

専 門 分 野 宗教社会学／地域文化研究／宗教と社会貢献研究

所 属 学 会 「宗教と社会」学会／神道宗教学会／日本宗教学会／日本地域福祉学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少 民俗学・神道 地域づくり

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域文化
福祉文化
地域福祉

地域文化を活用したまちづくり
バリアフリー観光、NPO…活動、ボランティア
地域福祉計画・活動計画

講演活動実績
平成 30年度地域福祉活動ステップアップ支援事業公開審査会…20180326/ 松阪共同募金のつどい…20180318/「松阪の
町を良くする会議」（準備会）…20180313/ 市民ふくし大学基礎講座いが見守り支援員養成講座第 2回伊賀流ぶっちゃけ談
義…20180303/ 学生と語る【わがまち伊勢】－誰もが支え合うまちの未来を考え合うシンポジウムー 20180130/ 岐阜市
流の「支え合い」を考えあってみましょう 20171030/ 防犯ボランティアのジレマを考えあうワーク～継続できる自主防
犯活動のヒント～ 20170925/ 過疎地域の神社と若者の地方移住ー新たな「しあわせ」観の創出ー 20170911/ 子ども向
けの絵本の中から「神道」を考えあってみましょう 20170820/ 過疎地域の神社と若者の地方移住－新たな「しあわせ」
観の創出－　20170816/ 平成 29年度地域福祉実践力向上研修 20170808/ 過疎地域神社と若者の地方移住について～地
域おこし協力隊を事例に～…20170726/ 中部ブロック防犯ボランティアフォーラム…20170624/ 亀山市社会福祉協議会福
祉委員新任研修…20170612/ 地域福祉（活動）計画職員研修…20170607/ 過疎地域神社と若者の地方移住～地域おこし協
力隊を事例に～ 20170413/

社会活動（学外委員等）
中部運輸局交通バリアフリーアドバイザー（平成 25年４月～現在）／…NPO…法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター専
門員・理事（平成 16年４月～現在）／三重県共同募金会配分委員（平成 20年６月１日～現在）／三重県地域福祉研究会
副会長（平成 24年１月 21日～現在）／伊賀市地域福祉計画推進委員（委員長）（平成 23年６月 21日～現在）／名張市
共同募金委員会運営委員（副委員長）（平成 23年９月 29日～現在）／名張市社会教育委員（平成 22年６月 10日～現在）

社会活動（調査・研究等）

・平成 21年度～平成 23年度日本学術振興会　科学研究費補助金　若手研究（B）「高齢者・障がい者の聖地旅行とそれを
　支えるボランタリズムの相互作用に関する研究」　
・平成 23年度～平成 25年度科学研究費助成事業（基盤研究（C））「過疎地域の宗教ネットワークと老年期宗教指導者に
　関する宗教社会学的研究」　
・平成 24年度～平成 26年度篠田学術振興基金「祭礼文化の交流による復興支援の可能性に関する実践的研究－岩手県山
　田町と伊勢市宇治山田の「山田なご縁」作戦を事例として－」
・平成 26年度～平成 30年度日本学術振興会　科学研究費補助金　基礎研究（A）「宗教施設を地域資源とした地域防災の
　アクションリサーチ」

連携事業等へのメッセージ
　地域・福祉・文化をキーワードにして越境的に研究を進めています（地域文化・福祉文化・地域福祉研究）。
特に、人と人の現代的なつながり方に伝統的な価値観がどのような影響を与えあっているのかなどに関心を寄せています。
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所　　　属 教育開発センター　准教授

氏　　　名 近藤　玲介

専 門 分 野 自然地理学／地形学／第四紀学／ルミネッセンス年代測定学

所 属 学 会 日本第四紀学会／日本地質学会／東京地学協会／日本地理学会／日本植生史学会
日本地球惑星科学連合

キーワード 防災・減災 地理学 環境

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域社会活動 地域における自然史教育のためのジオヒストリーの解明とアウトリーチ
地域社会活動 地域における防災減災のための自然史・環境史の解明
地域社会活動 北海道北部における遺跡の立地の変遷と地形発達・堆積環境の変化の関係の解明

講演活動実績
「関東平野周辺の河成段丘におけるルミネッセンス年代測定法の適用の試み」平成 25 年11月，日本第四紀学会テフラ火山
研究委員会シンポジウム「関東地方の地形・地質・テフラ研究の現状と今後の方向性」招待講演（於　首都大学東京）／「浜
頓別町ブタウス遺跡における各種地形・堆積物と遺跡の関係」平成 26 年10月，浜頓別町教育委員会野外観察会（於　浜
頓別町）／「見え見え～三重の地形と地質」平成 27年11月，平成 27年度自然史学会連合講演会体験教室（於　三重県総
合博物館）／「浜頓別の地形と地質」平成 28 年 7月，北海道立浜頓別高校野外授業（於　浜頓別町内）／「浜頓別の氷河
時代と自然環境の過去～今～ミライ」平成 28 年 7月，開村 100 周年・町制 65周年記念講演（於　浜頓別町郷土資料館）
／「伊勢志摩の自然環境の過去～ミライ」平成 28 年 9月，皇學館高校皇高祭講演（於　伊勢観光文化会館）／「お伊勢さん
とゆたかな海・山」平成 28 年11月，皇學館大学月例文化講座（於　皇學館大学）／「志摩周辺の自然景観の特徴と生い立ち」
平成 28 年 9月・12月，（一社）伊勢志摩里海学舎里海ガイド養成講座（於　代々木高校）「浜頓別の地質と地形：自然環境
の過去～今～ミライ…」平成 29 年 7月，H29 年度北海道立浜頓別高校　地学巡検（於　道立浜頓別高校および野外）／「浜
頓別の川・海・石と科学実験教室」平成 29 年 8月，H29 年度浜頓別町　夏休み体験企画（於　浜頓別町多目的アリーナお
よび野外）……／「モコモコとシマシマから読み解く津のカコ・イマ・ミライ　－津周辺の地学環境－」平成 29 年11月，H29 年
度津市　地学・自然地理学講座（津市中央公民館）／「ドローン画像から作成した南伊勢の各地区の 3次元モデルと『とびで
る写真』」平成 30 年 3月，ひとりの命も無駄にしない南伊勢の集い…（於　南伊勢町町民文化会館）

社会活動（学外委員等）
伊勢高校SSH…事業（文部科学省）講師（平成 27…年 8月～現在に至る）／COC＋高等教育機関マネジメント分科会（三
重大学）委員（平成 28…年 7月～現在に至る）／日本地球惑星科学連合「ルミネッセンス・ESR測定の年代学・地球惑星
科学への貢献」（平成 29年 1月～平成 29年 5月）／コンソーシアムみえ「南伊勢町事前復興計画の策定」（平成 30年～
現在に至る）

社会活動（調査・研究等）
北海道北部オホーツク海側における縄文遺跡における地学的調査（浜頓別町教育委員会）／北海道北部利尻島における「幻
の沼」ギボシ沼の地史の解明（利尻町立博物館）／５万分の１陸域地質図「一戸」の調査（独　産業技術総合研究所）／水
戸周辺の台地の生い立ちを探る（茨城県立水戸一高校）／UAVを用いた地域防災システムの開発と防災教育（南伊勢町など）
／専修寺出土瓦塔プロジェクト（三重大学）／鬼怒川決壊地域の洪水履歴（日本大学など）／伊勢志摩周辺における沖積層
のAMS14C年代測定（東京大学など）／日本酒の風味と水質と地質の関係の解明（産学官連携明和町日本酒プロジェクト）

連携事業等へのメッセージ
過去から現在までの環境変遷と、地形・堆積物・動植物の変化や、過去の人類の活動への影響を捉えようとしています。
これらの成果から、未来の地球環境と人間生活の向き合い方や、防災意識向上および自然環境を活かした観光活性化の
ために、「ジオヒストリー」、「自然景観」の理解の重要性を地域へ発信し、安全安心な社会づくりに貢献します。
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所　　　属 教育開発センター　准教授

氏　　　名 千田　良仁

専 門 分 野 農林漁業経済学／開発経済学／地域活性化論／地域イノベーション論

所 属 学 会 日本水産学会／国際漁業学会／地域活性学会／地域イノベーション学会

キーワード 地域づくり 農林水産業の促進 産業振興

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）

産学官連携 地域資源を活用した地域ビジネスの創出。皇學館大学・明和町産学官連携日本酒プロジェクト、
三重地方創生コンソーシアムの運営。

地域社会活動 地方創生に関する講演活動、地方創生に関するアドバイザー。一般社団法人村楽　代表理事
文化振興活動 日本文化の理解促進。一般社団法人神都の祈り　理事

講演活動実績
「地方創生における地域おこし協力隊の役割」（H27.7、久慈市）/「地方創生における大学間連携」（H27.…7、三重大学環境農林
水産フォーラム）/「観光から考える復興・創生」（H27.…8、車座ふるさとトーク（復興庁））/「地域おこし協力隊のアクションプラン
を作ろう」（H27.9、久慈市）/「地方創生から見た商工会青年部が担う地域活性化への役割」（H27.9、志摩市商工会）/「過疎集
落が外部の力を活用して地域活性化や交流拡大を図るには」（H27.…10、鹿児島県）/「地方再生事例と地域おこし協力隊制度」（H27.11、
玉城町）/「ものづくりからコトづくりへ」（H27.12、吉賀町）/「地方創生における商工会議所の役割」（H28.…2、久慈市商工会議所）
/地方創生と地域活性化」（H28.7、佐賀県神社庁）/「地域おこし協力隊のビジョンづくり」（H28.11、北海道観光まちづくりセンター）
/「久慈市の地方創生」（H28.12　久慈市（国づくりシンポジウム）/「地域おこし協力隊の導入とビジョンづくり」（H28.12 伊賀市）
/「地域資源の活用と地域活性化」（H28.12、青森県（青森県地域づくりネットワーク推進協議会）/「地域課題で仕事を創る座談会」
（H29.3、吉賀町）/「地方創生の取り組み」（H29.7、東かがわ市）/「明和町の産学官連携について」（H29.11、明和町）/「JAの
取り組む六次産業化の実践」（H29.11、JA 東京みどり）/「地域おこし協力隊員の地域への定住・定着について」（H30.1、北海道）
/産学官連携による地域活性化について（H30.1、三重県工業研究所）

社会活動（学外委員等）
　農林水産省「平成 27年度産地活性化総合対策事業（生産システム革新推進事業）のうち援農隊マッチング支援事業
（全国推進事業）」事業検討委員（平成 27年６月～現在に至る）
三重県明和町地方創生アドバイザー（平成 29年４月～現在に至る）
岩手県久慈市地方創生アドバイザー（平成 27年４月～現在に至る）
島根県吉賀町地域力創造アドバイザー（平成 27年６月～現在に至る）
香川県東かがわ市地域力創造アドバイザー（平成 29年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）
地方創生における戦略策定と地域イノベーション
地域コミュニティにおける共有空間の創造
農林水産業の経営イノベーションと地域活性化
地域おこし人材の育成に関する研究

連携事業等へのメッセージ
地域で問題となっている諸問題も見方を変えれば、地域資源と捉えることが出来ます。そして地域の持続的な発展のた
めには、地域の暮らしや生業と地域資源との関係を改善していくことを同時的かつ補完的に行うことが必要です。コーディ
ネーターは地域活性化を進める「触媒」であり、実際に活躍していく地域活性化のプレイヤーは地域の人達です。「余所者」、
「馬鹿者」、「若者」が地域を変えるとよく言われますが、コーディネーターとして、これらの 3者と地域の人がうまく連携
し、活躍する場を整えるためには、時間がかかっても、はじめにどういう地域にしていきたいかというビジョンを地域の方々
と共有することが重要だと考えます。
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所　　　属 教育開発センター　助教

氏　　　名 池山　敦

専 門 分 野 ワークショップ／ファシリテーション

所 属 学 会 日本創造学会／大学教育学会

キーワード 福祉・高齢者・人口減少 地域づくり 施策立案

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
地域社会活動 住民参加ワークショップのデザイン、実施、ファシリテーション

産官学連携 企業における会議の進め方などについての講演

地域社会活動 中山間地活性化のための講座などのコーディネート

講演活動実績
・これからの自治会について,…紀北町自治会連合会 ,…平成 29 年度紀北町自治会連合会研修会 ,…平成 30 年 02月
・各担当における台風21号行政対応事後ヒアリング,…玉城町,…各担当における台風21号行政対応事後ヒアリング,…玉城町役場,…
平成 30 年 01月…-…平成 30 年 02月
・ものごとの決まる会議、決まらない会議 ,…東芝産業機器システム㈱,…平成29年度品質月間「講演会」,…東芝産業機器システム㈱,…
平成 29 年12月
・鳥羽市議会広報広聴委員会ファシリテーション研修会 ,…鳥羽市議会事務局 ,…鳥羽市議会広報広聴委員会ファシリテーション
研修会 ,…鳥羽市役所 ,…平成 29 年10月
・東大生と学ぶ「障害者のリアル」,…玉城町社会福祉協議会／玉城町／玉城町自立支援協議会 ,…平成 29 年度「地域福祉座談
会」,…玉城町立玉城中学校 ,…平成 29 年 09月
・平成 29 年度みえのみらいづくり塾 ,…三重県 ,…平成 29 年度みえのみらいづくり塾 ,…平成 29 年 08月…-…平成 30 年 03月
・第 3次総合計画策定に向けたワークショップ,…伊勢市 ,…平成 29 年 07月…-…平成 29 年 08月
・平成 28 年度「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業」…ブロック研修会 ,…内閣府 ,…平成 28 年11月

社会活動（学外委員等）
平成 28年年 10月…-…平成 29年 03月…玉城町 ,…玉城町男女共同参画計画策定委員
平成28年 08月…‒…平成 29年 03月…玉城町「保険分野などの人材確保に向けた自立可能な地域運営組織の設立支援研究会」,…
委員
平成 27年 07月…‒…平成 28年 03月…三重県度会郡玉城町 ,…地方創生会議

社会活動（調査・研究等）
平成 28年 11月…‒…平成 30年 3月…三重県地方自治研究センター ,…フューチャーセンターの社会実装に関する研究会座長

玉城町玄甲舎利活用ワークショップ全 10回 ,…玉城町 ,…平成 29年度第 11号玄甲舎利活用方策調査研究業務 ,…玉城町 ,…平成
29年 06月…-…平成 30年 03月

連携事業等へのメッセージ
　複雑化する社会、地域課題の解決の過程において多様な方々が、闊達に対話を行っていただけるように取り組んでいます。
地域課題、社会課題から学ばせていただく機会がございましたら、お声がけくださいませ。
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所　　　属 教育開発センター　助教

氏　　　名 濵畑　靜香

専 門 分 野 日本語学／日本語教育

所 属 学 会
日本語教育学会／社会言語科学会／日本語ジェンダー学会／韓国日本語学会／
韓国 OPI 研究会／看護と介護の日本語教育研究会／日本語プロフィシェンシー研究学
会／日本語 OPI 研究会／ACTFL

キーワード 国際理解・外国語 文学・言語学

連携分野（地域社会活動・産官学連携・文化振興活動 等の具体的な内容）
文化振興活動 日本語教育

講演活動実績
　特記事項なし

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

社会活動（調査・研究等）

　日本語支援（外国人看護師に対する日本語支援及びEPAに基づく外国人看護師候補者に対する日本語支援）

連携事業等へのメッセージ
　外国人に対する日本語教育や、日本語に関する研究をしています。現在、三重県内には多国籍の外国人の方々が生活し
ています。外国人の方の日本語学習のサポートや、地域の外国人の方々に日本語を教えたいと思っている方々のお手伝い
が出来れば嬉しいです。
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