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安藤美華代
著書

１．セルフケア力を身につけこころの健康を

育む心理教育“サクセスフル・セルフ”の

実践と展開、安藤美華代、岡山大学出版

会、2020年3月、168頁

論文

１．臨床検査技師の医療現場での困難と困難

を乗り越える体験に関する探索的検討、

安藤美華代、岡山大学文学部紀要、71号、

2019年7月、35-45頁

２．インスリン注射が困難となった糖尿病と

うつ病をもつ患者さんの支援─糖尿病心

理カンファレンスと多職種協働ケアに焦

点をあてて─、安藤美華代・安藤晋一郎（共

著）、岡山大学臨床心理学論集─岡山大学

大学院社会文化科学研究科・心理相談室

紀要─、17号、2019年12月、1-15頁

３．糖尿病によるつらい気持ち（diabetes

distress）の理解と予防─集団認知行動

療法的視点を取り入れて─、安藤美華

代、認知療法研究、13号、2020年2月、

9-12頁

４．小学生の読書活動と学校生活スキルとの

関連、邑上夏美・安藤美華代（共著）、岡

山大学教師教育開発センター紀要、10号、

2020年3月、17-26頁

研究発表

１．糖尿病によるつらい気持ち（diabetes

distress）の緩和に向けた心理的支援に関

する文献研究、安藤美華代、第62回日

本糖尿病学会年次学術集会、2019年5月

25日、仙台国際センター他

２．気分障害を合併しインスリン注射が困難

となった2型糖尿病の一例─糖尿病心理

カンファレンスと多職種連携─、安藤晋

一郎・安藤美華代・梶谷展生・浜原潤・

本多寛之・高橋順子・安永沙織・濱野リ

カ（共同発表）、第62回日本糖尿病学会

年次学術集会、2019年5月25日、仙台国

際センター他

３．心理職を志す大学院生のセルフケア力向

上のための臨床心理教育─心理教育“サ

クセスフル・セルフ”とマインドフルネ

スの併用による心の健康教育のプロセス

評価分析─、安藤美華代、日本心理臨床

学会第38回大会、2019年6月9日、パシ

フィコ横浜

４．多職種新人医療従事者を対象とした心理

教育サクセスフル・セルフ─チーム医療

と心の健康を育む研修─、安藤晋一郎・

安藤美華代（共同発表）、日本心理臨床学

会第38回大会、2019年6月8日、パシフィ

コ横浜

５．心理教育“サクセスフル・セルフ”を活用

した養護実践─小学校低学年における親

子コミュニケーション支援の実践から

─、岡﨑由美子・安藤美華代（共同発表）、
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日本養護実践学会第2回学術集会、2019

年7月7日、四天王寺大学あべのハルカ

スサテライトキャンパス

６．小学6年生の学校生活スキルと乳幼児期・

児童期の読書活動および読み聞かせ体験

との関連、邑上夏美・安藤美華代（共同

発表）、第2回日本心身医学関連学会合

同集会（合同開催：第60回日本心身医学

会総会ならびに学術講演会）、2019年11

月15日、大阪市中央公会堂

７．高校生の自発的な学習の時間管理行動を

促進する心理教育的介入に関する探索的

検討、河本直紀・安藤美華代（共同発表）、

第2回日本心身医学関連学会合同集会

（合同開催:第60回日本心身医学会総会な

らびに学術講演会）、2019年11月15日、

大阪市中央公会堂

８．化粧の負担感に関する20代女性の一事

例報告、丸山香織・安藤美華代（共同発

表）、第2回日本心身医学関連学会合同

集会（合同開催：第60回日本心身医学会

総会ならびに学術講演会）、2019年11月

17日、大阪市中央公会堂

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．事典項目：ストレス耐性（150-151頁）、

安藤美華代（項目分担）、健康心理学事

典、日本健康心理学会（編集）、丸善出版、

2019年10月、746頁

２．著書：“サクセスフル・セルフ”ワークブッ

ク第3版チーム医療と人間関係力Up!、

安藤美華代、岡山大学安藤美華代研究

室、2020年3月、56頁、ISBNISBN978-

4-9908256-2-1C3011（非売品）

３．研究会の開催：『第8回サクセスフル・

セルフ研究会』2019年12月14日、岡山大

学文学部・法学部・経済学部講義棟11

番講義室

４．自主シンポジウム指定討論：「糖尿病患

者への心理学的援助17」、日本心理臨床

学会第38回大会、2019年6月6日、パシ

フィコ横浜

５．教育講演：「糖尿病医療におけるこころ

を大切にした患者さんと医療者との関

係」、第36回東備糖尿病療養指導セミ

ナー、2019年9月12日、おさふねサービ

スエリア

６．教育講演「糖尿病とともに生きる人のこ

ころの理解と支援」、パネルディスカッ

ションコメンテーター「糖尿病患者のこ

ころのケアと医療連携」、第24回岡山県

糖尿病療養指導フォーラム、2019年10

月27日、岡山ロイヤルホテル

石田　友梨
その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．「イスラム教の死後の世界」大阪経済法科

大学土曜市民講座（2020年2月15日）

植村　玄輝
論文

１．GenkiUemura,“DemystifyingRoman

Ingarden’sPurelyIntentionalObjectsof

Perception.”InNewPhenomenological
Studies in Japan ,ShigeruTaguchi&

Nicolas deWarren（eds.）, Springer,

2019,pp.139-162.

２．ToruYaegashi&GenkiUemura,“Otaka

Tomoo’s Conception of Sovereignty

a s  Nomos .  A  Phenomeno l og i ca l

Interpretation.”InPhenomenologyand
JapanesePhilosophy ,ShigeruTaguchi

&AndreaAltobrando（eds.）,Springer,
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2019, pp. 131-145.（第二著者として§3を

執筆したほか、論文の全体構成に貢献し

た。）

３．  植村玄輝，「過渡期のフッサール─『判

断論─ 1905年講義』を読む」，『フッ

サール研究』第17号，フッサール研究会，

2020年，128-152頁。

研究発表

１．  Genki Uemura,  “Hedwig Conrad-

Martius’ Phenomenological Argument 

for Realism.” The 17th Annual Meeting 

of the Nordic Society for Phenomenology, 

University of Copenhagen, April 25, 2019; 

A Workshop with Jocelyn Benoist, Keio 

University, Tokyo, July 1, 2019; The 

Fourth Conference of the East Asian 

Network for Phenomenology, Ewha 

Women's University, Seoul, 14 June, 2019. 

（同内容の講演を合計3回行った）

２．  植村玄輝，「フッサール『現象学の限界諸

問題』第1部および第3部（の一部）につい

て」，フッサール研究会特別企画「フッ

サールの新資料を読む（9）：『現象学の限

界諸問題』」，岡山大学津島北キャンパス，

2019年11月22日。

大杉　洋
論文

１．  ゲーテにおける現象への眼差しについて、

岡山大学ヨーロッパ言語文化研究、第38

号、2019年3月、1-10頁。

岡本　源太
研究発表

１．  “The Technological Imagination of 

Nakai Masakazu and Walter Benjamin: 

A Comparative Approach to Aesthetic 

Experience of Modernity ,” IRCA 

International Seminar, International 

Research Center for Aesthetics and Art 

Theory （IRCA）-Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, Roma （Italia）, 

23 May 2019.

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．  ユベール・ダミッシュ『カドミウム・イ

エローの窓─あるいは絵画の下層』岡

本源太、桑田光平、坂口周輔、陶山大一郎、

松浦寿夫、横山由季子訳、水声社、2019

年

２．  「ラテン語の野蛮─中世思想への逆説

的賛辞」、上智大学中世思想研究所編訳・

監修『中世思想原典集成精選』第5巻、平

凡社ライブラリー、2019年、576-582頁

栗林　裕
論文

１．  孫爽・栗林裕「日本語の連体修飾表現の

習得についての一考察─中国語及びトル

コ語母語話者を対象に─」, KLS Selected 

Papers 2, 2020, pp.119-132. ［審査有］

研究発表

１．  孫爽・栗林裕「日本語の連体修飾表現の

習得についての一考察─中国語及びトル

コ語母語話者を対象に─」，関西言語学

会第44回大会，2019年7月14日，関西

大学.

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．  分担執筆「第10章 トラカイで守られてい

るチュルク系カライム語」『リトアニア

を知るための60章』，明石書店，2020年

3月，pp.73-77.



− 16 −

鈴木真太郎
論文

１．Sandoval  Mol ina Andrea ,  I izuka

Yoshiyuki&SuzukiShintaro、Preclassic

Mesoamericandental inlays: studyof

therawmaterialbySEM─EDS、STAR:
Science&TechnologyofArchaeological
Research .2020 年 2 月 ,Publishedonline、

（DOI:10.1080/20548923.2019.1700451）

研究発表

１．単独発表　古代マヤ文明南西周縁域の広

域考古人骨研究：食とライフスタイルに

ついて、古代アメリカ学会第8回西日本

部会、2019年5月10日、京都

２．共同発表　Másalládeljadeylapirita.

Diversidaddemateriasprimasminerales

utilizadas en la época prehispánica、

XXXIII Simposio de Investigaciones

ArqueológicasenGuatemala、2019年7月

15日、グアテマラシティー

３．単独発表　古代マヤ文明における文化的

肉体変工の考古学的研究、考古学研究会

岡山例会、2019年10月12日、岡山

４．共同発表　ポータブル蛍光X線分析と走

査型電子顕微鏡観察による石材の研究、

岡山大学創立70周年記念第3回国際マ

ヤシンポジウム異分野融合で見える最

先端のマヤ考古学、2019年12月13日、

岡山

５．単独発表　古代マヤ文明南西周縁域の広

域考古人骨研究：移民と戦争について、

岡山大学創立70周年記念第3回国際マヤ

シンポジウム異分野融合で見える最先端

のマヤ考古学、2019年12月14、岡山

６．単独発表　安定同位体による移民の研究:

古代マヤ周縁都市コパンのケーススタ

ディ、イベリア・ラテンアメリカ文化研

究会（SECILA）第75回例会、2020年1月

12日、大阪

７．単独発表　古代マヤ文明南東周縁地にお

ける考古人骨研究〜コパン王国の栄枯

盛衰と古代移民についての考察〜、アン

デス文明研究会、2020年2月8日、東京

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．バリエントス・トマス&鈴木真太郎、「考

古フォーカス：グアテマラ共和国ラ・

コロナ遺跡の石板56」、『考古学研究66-

4』、pp.123-126.

清家　章
著書

１．清家章『卑弥呼と女性首長』新装版　吉

川弘文館　2020年3月　241頁（ただし、

2015年発行の新装版）

論文

１．清家章「古墳時代における王墓の巨大化

と終焉─社会の変化とモニュメント─」

松木武彦ほか編『日本の古墳はなぜ巨大

なのか』吉川弘文館、東京　2020年3月

　pp.194-214

２．清家章「補論」『卑弥呼と女性首長』新装

版　吉川弘文館　2020年3月　pp.233-

241

３．清家章・坂本稔・瀧上舞「香川県高松市

高松茶臼山古墳出土古墳前期人骨の年代

学的調査」『国立歴史民俗博物館研究報

告』第219集　国立歴史民俗博物館、千

葉　2020年3月：pp.211-219

４．清家章「四国の横穴式石室─土佐を中心に

─」『横穴式石室の研究』同成社、東京　

2020年2月：pp.82-94

５．清家章「葬墓制と葬送儀礼を考える　古
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墳時代」『季刊考古学』150号　雄山閣出

版、東京　2020年1月：pp.87-89

研究発表

１．清家章「古墳時代における海辺の埋葬遺

跡とその意義」『海辺における集落と墓

制の実像』　紀伊考古学研究会第22回大

会　2019年10月　和歌山市立博物館

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．清家章・四田寛人編『鳶尾塚古墳』I　岡

山大学考古学研究室　2019年7月

２．清家章「埋葬から見た古墳時代の親族」『山

陰中央新報』2019年6月12日朝刊

田中　共子
著書

１．「健康心理学事典」丸善出版、2019年10月、

総ページ数718、日本健康心理学会編（嶋

田洋徳・編集委員長、上地広昭・大竹恵子・

岸太一・田中共子・山蔦圭輔・編集幹事

　　田中共子　編集担当：8章　対人・集団・

社会、執筆担当：コミュニティ・オーガ

ニゼーション　42-43頁、異文化適応　

378-379頁、コラム・異文化と健康-国際

化時代における実践　394頁、8章・扉

345頁

論文

１．在フランス日本人留学生のソーシャル・

サポート・ネットワーク─対人関係の構

造を探索する事例的研究─　2019年12

月　留学生教育24、51-59頁、中野祥子・

田中共子（共著）

２．在トルコ日本人における対人行動上の困

難─トルコ人との異文化交流における

葛藤経験─　2019年8月　異文化間教育

50、124-136頁、中野祥子・田中共子（共著）

３．AMechanismLinkingDiscrimination,

Conflict, andSwitchingBehaviour in

Bicultural Individuals. 2019 年 6 月　

IAFORJournalofArts&Humanities,6

（1）,pp.29-40,Jung-HuiLeeandTomoko

Tanaka（共著）

４．若手看護師の指示の出し受けスキル尺度

における信頼性と妥当性　2019年8月　

JournalofHealthPsychologyResearch,

32（1）、21-29頁、山本恵美子・田中共子・

兵藤好美・畠中香織（共著）

５．海外留学から帰国した日本人学生を対象

とする帰国後異文化間教育プログラムの

開発-帰国後のケアとキャリア形成を目

的とした自助グループ活動実践の試み　

2019年8月　留学交流101、46-63頁、髙

濵愛・田中共子（共著）

６．ムスリム留学生との交流のために─調査・

実践から見えてきた日本的共同性の視点

─　2019年7月　留学交流100、32-43頁、

中野祥子・田中共子（共著）

研究発表

１．RelationshipBetweenAcculturation,

Ident i ty ,  And Se l f - Ident i f icat ion

AmongstZainichiKoreansInJapan.7th

AsianCongressofHealthPsychology,

2019年9月19-21日KotaKinabalu,Sabah,

Malaysia, Jung-HuiLee andTomoko

Tanaka（研究発表）

２．Extraction ofmanagement skills on

safetyofnursinghomes formanagers

of nursing homes in Japan（Pilot

study）.7thAsianCongressofHealth

Psychology, 2019 年9月19-21日Kota

Kinabalu, Sabah, Malaysia, Emiko

Yamamoto,KaoriHatanakaTomoko

Tanaka,YoshimiHyodo（研究発表）



− 18 −

３．An  Imp l emen t a t i o n  o f  G am ing

Simulation forMedical Safety. 7th

AsianCongressofHealthPsychology,

2019年9月19-21日KotaKinabalu,Sabah,

Malaysia,YoshimiHyodoandTomoko

Tanaka（研究発表）

４．PatientEducation forMedical Safety

UsingSimulatedMedicalExamination.

The 13thBiennialAsianAssociation

ofSocialPsychologyConference, 2019

年 7月11-13日AcademiaSinica,Taipei,

Taiwan, EmikoYamamoto,Tomoko

Tanaka,YoshimiHyodoandMayumi

Fujita（研究発表）

５．FormingInterculturalFriendshipswith

Hosts:AQualitativeStudyofSerbians

in JapanandJapanese inSerbia.The

13th Biennial AsianAssociation of

Social PsychologyConference, 2019

年 7月11-13日AcademiaSinica,Taipei,

Taiwan,Mira Simic-Yamashita and

TomokoTanaka（研究発表）

６．Social Skills ofTurkish International

S tudents  Dur ing Cross -Cu l tura l

TransitiontoJapan.The13thBiennial

AsianAssociationofSocialPsychology

Conference.2019年7月11-13日Academia

Sinica,Taipei,Taiwan,AyseIlginSozen

andTomokoTanaka（研究発表）

７．ChinesePermanentResidentsinJapan:

AQualitativeStudyonAcculturation

StrategiesandMentalHealth.The10th

AsianConferenceonPsychologyand

Behavior Sciences 2020, online, 2020

年3月22日ShizheZhao andTomoko

Tanaka（研究発表）

８．安全文化測定尺度の開発　日本健康心理

学会第32回大会　2019年9月28-29日　帝

京科学大学千住キャンパス、東京都　兵

藤好美・田中共子・三村由典（研究発表）

９．在日中国人の文化変容態度に関する探

索的研究　多文化関係学会第18回年次

大会　2019年11月16-17日　東京未来大

学、東京都　趙師哲・田中共子（研究発表）

10．世界各地の華僑華人の文化変容態度に関

する心理学的研究の展望　2019年度日

本華僑華人学会研究大会第二回サーキュ

ラー　2019年10月26日　近畿大学東大

阪キャンパス、大阪府　趙師哲・田中共

子（研究発表）

11．学習課題を伴うフィールドトリップにお

ける機能的多文化小集団の形成　異文化

間教育学会第40回大会　2019年6月8-9

日　明治大学中野キャンパス、東京都　

秦喜美恵・中野祥子・田中共子（研究発表）

12．在ベトナム日本人の食の文化受容と異文

化適応　異文化間教育学会第40回大会

2019年6月8-9日　明治大学中野キャン

パス、東京都　中野祥子・田中共子（研

究発表）

13．Recent advance in JapaneseHealth

Psychology:Lifesatisfactionandquality

of life in current Japan society. 7th

AsianCongressofHealthPsychology,

2019年7月19-20日KotaKinabalu,Sabah,

Malaysia,田中共子（シンポジウム指定討

論）

14．準備委員会企画シンポジウム健康長寿

社会の実現に向けた健康心理学の研究推

進戦略─持続可能な産学官連携の多様な

展開─日本健康心理学会第32回大会　

2019年9月28-29日　帝京科学大学千住
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キャンパス、東京都　田中共子（シンポ

ジウム指定討論）

15．事典企画シンポジウム“健康心理学の研

究実践領域における現状と課題”対人・

集団・社会領域の健康心理学日本健康

心理学会第32回大会　2019年9月28-29

日　帝京科学大学千住キャンパス、東京

都　田中共子（シンポジウム話題提供）

土口　史記
論文

１．秦代“縣廷”研究的回顧与展望、中国中古

史研究、第7巻、2019年12月、65-82頁

研究発表

１．秦県の行政的景観復元のために、アジア

史連絡会第五回研究会、2019年6月8日、

愛媛大学法文学部

２．秦県官府格局初探：以“離官”為起点的考

察、第八届出土文献青年学者国際論壇、

2019年8月16日、国立中興大学

３．秦代官制研究的新視点：以岳麓秦簡《秦

律令》為中心、吉林大学古籍研究所学術

講座、2019年8月30日、吉林大学古籍研

究所

４．秦県官府の空間構造、京都大学人文科

学研究所共同研究班「中国古代史像再構

築のための基礎的研究」第1回研究会、

2019年9月28日、京都大学人文科学研究

所

５．秦漢時代の御史制度─郡監御史をめぐ

る問題、アジア史連絡会第六回研究会、

2019年12月7日、下関市立大学

堤　良一
論文

１．堤良一「初級レベルのコミュニケーショ

ン教育─コミュニケーションを重視する

と初級の教育はどう変わるか？─」『上

智大学言語学会会報』第34号、48-67頁、

2020年1月、上智大学言語学会、単著

研究発表

１．堤良一・岡﨑友子「心内の情報を指示す

るソ系（列）指示詞の用法について」2020

年1月25日、2019年第一回土曜ことばの

会、大阪大学大学院文学研究科

２．堤良一「個人差とキャラクタのプロフィ

シェンシー」2019年11月3日、第1回日

本語プロフィシェンシー研究学会国際シ

ンポジウム（第12回OPI国際シンポジウ

ム）、パネルセッション『多様化する個と

プロフィシェンシー研究』におけるファ

シリテーターおよび発表者、大連外国語

大学（共同発表者、堤良一・岩﨑典子、

松田真希子）予稿集、141-144頁

德永　誓子
研究発表

１．「報恩大師と千手山」、参与会総会記念講

演、2019年5月12日、千手山弘法寺遍明

院

中尾　知代
論文

１．「研究ノート（1）アメリカ合衆国における

日本軍による元捕虜・抑留者らの戦争体

験記憶継承の現状〜アメリカとフィリピ

ン」　『岡山大学文学部紀要』　第71号　

2019年6月　17-34頁

　　Thoughts andObservations on the

HandoverofWarMemories:Focusingon

AmericanandPhilipino-AmericanPOWs

andCivilian InterneesunderJapanese
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control in WWⅡ

２．  「研究ノート（2）捕虜と原爆─連合軍捕虜

解放と原爆使用の是非─」　岡山大学大

学院社会文化科学研究科『文化共生学研

究』　第19号　2020年3月　1-24頁

　　  Some thoughts on POWs and Bombs

─ On the Question of the Necessity 

of Atomic Bombs for the Survival of 

Allied Prisoners of War ─

中谷　文美
著書

１．  Fashionable Traditions: Asian Handmade 
Textiles in Motion（編著） Lanham et al.: 

Lexington Books, January 2020，総ペー

ジ数305頁（担当頁:“Introduction: Asian 

Handmade Textiles as Fashionable 

Traditions” pp. 1-16, “Listing Cultures: 

Politics of Boundaries and Heritagization 

of Handwoven Textiles in Indonesia” 

2020年1月，pp. 79-98）.

論文

１．  「オランダの窓が映し出す主婦役割の変

化」『 季 刊 民 族 学』169号、2019年7月, 

pp.95-103.

２．  「伝統染織とは何か─伝統と革新、そし

て継承」『民博通信Online』2020年3月，

pp.8-9。

３．  「道具としての植物利用（2）─インドネシ

ア東部 西ティモールを中心に」（上羽陽

子・金谷美和・山岡拓也と共著）『人類

集団の拡散と定着にともなう文化・行動

変化の文化人類学的モデル構築：パレオ

アジア文化史学　B01 班　2019年度研究

報告書』2020年3月，pp.5-12。

研究発表

１．  コ メ ン テ ー タ ー，“When Clothing Is a 

National Issue”, East Asian Anthropological 

Association, 28-29 September, 2019, Joenju: 

Chonbuk University, South Korea.

２．  招待講演，“Listing cultures: Politics of 

representation and heritagizat ion 

of Indonesian traditional textiles”, 

Anthropology of Asia Lecture Series, 

19 November, 2019, Department of 

Anthropology, University of British 

Columbia, Canada.

３．  研 究報 告，“Fashioned from Nature: 

The use of bast fibers in Japanese 

weaving tradit ions”, Roundtable 

“Art of Anthropocene”, American 

Anthropological Association Annual 

Meet ing ,  20 - 24  November  2019 , 

Vancouver: Vancouver Convention 

Centre.

４．  研究報告，「布とバスケタリー：線具と

しての「ヒモ」への注目から見えること」

国立民族学博物館共同研究「伝統染織品

の生産と消費─文化遺産化・観光化に

よるローカルな意味の変容をめぐって」

第4回研究会、2020年2月16日、於：国

立民族学博物館。

中東　靖恵
論文

１．  「海を渡った広島方言─海外日系移民社

会における方言の継承と変容─」『岡

山大学文学部紀要』72号，2019年12月，

pp.13-28

パネルディスカッション

１．  「多文化共生〜地域に外国人市民が日
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本語を学び文化にふれる場を〜」SDGs

フォーラム in 岡山2020，2020年2月23

日,岡山大学創立五十周年記念館（パネリ

スト・分科会コーディネーター）

研修・ワークショップ

１． 「総社市に暮らす外国人と「やさしい日本

語」で話してみよう!」令和元年度総社市

地域に根ざした日本語学習サポーター育

成研修，2019年7月14日，総社市役所

２． 「岡山県総社市における地域日本語教育

を通じた多文化共生のまちづくり：日本

語教育の体制整備を目指した中長期的取

組・事業化のプロセスと取組設計」令和

元年度文化庁都道府県・市町村等日本語

教育担当者研修，2019年8月1日，旧文

部省

３． 「地域に暮らす外国人と「やさしい日本

語」で話してみませんか」高島市国際協会

「生活者としての外国人のための日本語

教室」ボランティア・サポーター養成事

業,2019年8月31日，高島市観光物産プ

ラザ（地場産センター）2階視聴覚室

４． 「岡山県総社市における地域日本語教育

を通じた多文化共生のまちづくり」（公

財）全国市村研修財団全国市町村国際文

化研修所（JIAM）2019年度「第2回多文化

共生の地域づくり」コース，2020年2月5

日，全国市村研修財団全国市町村国際文

化研修所

５． 「地域に暮らす外国人住民の現状を学ぶ

〜地域日本語教室の開設に向けて〜」佐

賀県神埼市職員研修，2020年2月12日，

神埼市役所

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１． 「総社市における日本語教室を通じた「顔

の見える」関係づくり」2019年5月，『自

治体国際化フォーラム』No. 355, p.8-9,（一

財）自治体国際化協会

西山　康一
論文

１． 「芥川の二つのシナリオについて─芥川

にとっての表現主義─〔前篇〕」、『岡大国

文論稿』、第48号、2020年3月、1-12頁

研究発表

１． 「芥川にとっての表現主義」、広島近代文

学研究会、2019年10月5日、広島大学

２． 「芥川と映画」、岡山大学言語国語国文学

会、2019年7月27日、岡山大学

３． 〔講演〕「薄田泣菫　その文学と人生」、

現代詩講座「詩のピクニック」公開講座、

2019年7月6日、赤磐市中央公民館

袴田　玲
著書

１． 『世界哲学史3』、筑摩書房、2020年3月、

288頁（共著、担当箇所：第2章「東方神

学の系譜」33-54頁）。

論文

１． 「トマス・アクィナス『説教18「地は芽生

えさせよ（Germinet Terra）」』における

マリアの原罪についての理解とその可能

性」、『中世思想研究』第61号、中世哲学

会編、2019年9月、67-81頁（単著、査読

有）。

２． 「ヘシュカスムにおける涙の位置づけ」、

『パトリスティカ─教父研究─』第23号、

教 友 社、2020年2月、90-109頁（ 単 著、

査読有）。

研究発表

１． 「聖母の死（生神女就寝）をめぐるビザン

ツ正教における理解─グレゴリオス・パ
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ラマスの説教から」、異文化理解と多文

化共生-神秘主義思想とその実践を通じ

たイスラームとキリスト教の共生を探っ

て（龍谷大学国際社会文化研究所指定研

究）2019年度第1回研究会、2019年7月

13日、龍谷大学。

東野　将伸
論文

１．�（共著）上村和史・東野将伸「岡山県御津

郡金川村武藤家文書目録・史料紹介」、『岡

山大学大学院社会文化科学研究科紀要』

第49号、2020年3月、37-55頁

研究発表

１．�「近世─近代移行期における豪農の広域

金融─播磨国・備前国における動向を事

例に─」、岡山地方史研究会12月例会、

2019年12月21日、岡山大学

２．�【講演】「岡山史料ネットの被災史料レス

キューと現状─平成30年7月豪雨にあ

たって─」、史料ネット2019年度シンポ

ジウム（主催：歴史資料ネットワーク）

2019年7月21日、兵庫県民会館

３．�【講演】「地域と古文書からみる日本史─

江戸時代の事例から─」、岡山大学文学

部オープンキャンパス2019、2019年8月

10日、岡山大学

４．�【講演】「江戸時代における村の運営と領

主支配─河内国渋川郡荒川村の分村運動

の事例から─」、東大阪市歴史講演会（主

催:東大阪市・甲南大学）、2020年1月26

日、東大阪市民美術センター

５．�【研修・ワークショップ】「岡山史料ネッ

トの設立経緯と活動─平成30年7月豪雨

への対応を中心に─」、令和元年度　香

川県文化財保護管理指導事業巡視周知

会（主催:香川県教育委員会事務局生涯学

習・文化財課）、2019年5月27日、香川

県社会福祉総合センター

６．�【研修・ワークショップ】「災害時の資料

レスキューと資料保存─平成30年7月豪

雨に対する岡山史料ネットの活動─」、

令和元年度�中国・四国地区図書館地区

別研修（主催:文部科学省、岡山市教育委

員会）、2019年12月19日、岡山県立図書

館

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�【書評】「【書評】谷山正道著『民衆運動か

らみる幕末維新』」、『民衆史研究』97号、

2019年5月、67-72頁

２．�【書評】「【書評と紹介】井奥成彦・谷本雅

之編『豪農たちの近世・近代　19世紀南

山城の社会と経済』」、『日本歴史』854号、

2019年7月、96-98頁

藤井　和佐
論文

１．�「解題：瀬戸内のおかれた状況─島嶼

部を中心として」、『フォーラム現代社会

学』第18号、2019年5月、102-110

２．�「地方社会解体の危機に抗するCSAの可

能性─〈鳴子の米プロジェエクト〉を事

例として」、『岡山大学文学部紀要』71巻、

2019年6月、1-15

研究発表

１．�「女性農業者の意思決定の場へのリク

ルートメント戦略─『北海道女性農業

者ネットワーク�きたひとネット』を中心

に」、日本村落研究学会定期研究会（第4

回）、2019年4月20日、東京農業大学

２．�「合併自治体旧郡域における『農』を基盤

とした地域づくり」、地域社会学会第44
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回大会、2019年5月11日、神戸学院大学

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�講演：「文化を活かした地域づくり」、総

社観光大学─古代吉備のロマン学�講

義Ⅴ（岡山県総社市）、2019年10月18日、

岡山県立大学

２．�講演：「『農業女子』にみる時代の画期」、

岡山大学先端研究講座（創立70周年記念

事業）・2019年岡山大学公開講座、2019

年10月19日、岡山大学

本田　晃子
論文

１．�亡霊建築論1─ロシア構成主義建築と、

アンビルトのプログラム、ゲンロンβ、

36号、2019年4月、Web媒体のため頁数無

２．�亡霊建築論2─エイゼンシテインの『全

線』とソフホーズの亡霊、ゲンロンβ、38

号、2019年6月、Web媒体のため頁数無

３．�亡霊建築論3─《ソヴィエト宮殿》、あ

るいは増殖する亡霊、ゲンロンβ、40号、

2019年8月、Web媒体のため頁数無

４．�亡霊建築論4─《ソヴィエト宮殿》、あ

るいは透明なガラスの不透明性につい

て、ゲンロンβ、42号、2019年10月、

Web媒体のため頁数無

５．�亡霊建築論5─ブロツキーとウトキン

の建築博物館、あるいは建築の墓所、ゲ

ンロンβ、44号、2019年12月、Web媒

体のため頁数無

研究発表

１．�From� Palace� to� Pandemonium:� An�

Analysis�of�the�Imagery�of�the�Moscow�

Metro� in�Soviet�and�Post-Soviet�Films,�

The� 10th�East�Asian�Conference� on�

Slavic�Eurasian�Studies,�2019 年 7 月 30

日、東京

２．�社会主義リアリズム文化における身体イ

メージのヒエラルキー、「社会主義文化

と身体・伝播・越境」研究会（科研費基盤

研究（B））、2020年2月22日、東京

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�『ロシア文化事典』項目「アヴァンギャル

ドと建築」、「スターリン時代の建築と都

市計画」

松岡　弘之
著書

１．�『ハンセン病療養所と自治の歴史』、みす

ず書房、2020年2月、416頁

論文

１．�「地域のなかの文書館─兵庫県尼崎市の

場合」佐藤孝之・三村昌司編『近世・近現

代文書の保存・管理の歴史』勉誠出版、

2019年10月、219-237頁

研究発表

１．�「オープンサイエンスと地域文書館」

JAPAN�OPEN� SCIENCE� SUMMIT�

2019（国立情報学研究所ほか主催）、2019

年5月27日、学術総合センター

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�書評　猪飼隆明著『近代日本におけるハ

ンセン病政策の成立と病者たち』『部落

問題研究』232輯、79-91頁、2020年3月

松村圭一郎
著書

１．�『これからの大学』、春秋社、2019年12月、

234頁。

２．�共編著『文化人類学の思考法』、世界思想

社、2019年4月、224頁（序論「世界を考

える道具をつくろう」1-13頁（中川理・石
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井美保と共著）、第6章「贈り物と負債：

経済・政治・宗教の交わるところ」85-96

頁、担当）。

３．�共著『わたしの外国語漂流記：未知なる

言葉と格闘した25人の物語』、河出書房

新社、2020年2月、222頁（「ダンスのよ

うに体が覚える」35-40頁担当）。

論文

１．�「不平等の起源：互酬性と所有の進化論」、

『思想』、1150号、2020年2月、25-45頁。

研究発表

１．�「還世界を渡り歩く〜そして人類学者は

腹を下す」、京都大学人文研共同研究「生

と創造の探求」班研究会、2019年11月18

日、京都大学。

２．�「縮小社会の「地方」における大学と地域」、

国際日本文化研究センター共同研究「縮

小社会の文化創造：個・ネットワーク・

資本・制度の観点から」第4回研究会、

2020年3月10日、国際日本文化研究セン

ター。

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�「昨日読んだ文庫　チママンダ・ンゴズィ・

アディーチェ『なにかが首のまわりに』

（くぼたのぞみ訳・河出文庫）」、毎日新聞、

2019年9月22日。

２．�「はじめてのアナキズム」『ちゃぶ台』

Vol.5、ミシマ社、2019年10月、50-71頁。

３．�「そして人類学が残る─グローバル、AI

時代のなかで　巻頭座談会：中沢新一、

小川さやか、松村圭一郎」『神奈川大学

評論』第94号、2019年11月、6-33頁。

４．�「Cinema2019�『盆唄』�監督：中江裕司」、『群

像』72巻2号、2020年2月、187頁。

５．�「SEKAI�Review�of�Books：胞子が語る

資本主義�アナ・チン著『マツタケ』」『世

界』930号、2020年3月、262-264頁。

６．�「書評　ジェームズ・スコット著『反穀物

の人類史─国家誕生のディープヒスト

リー』」日経新聞、2020年2月15日。

光本　順
著書

１．�（編著）『津倉古墳』、岡山大学考古学研

究室、2020年3月、145頁

論文

１．�「弥生・古墳時代の身体表現と異性装」『日

本考古学協会2019年度岡山大会研究発

表資料集』、2019年10月、227-236頁

２．�「身体表現と考古学」『季刊考古学』150、

2020年1月、102-105頁

３．�「両義性と周縁性─津倉古墳の地域社会

史─」『津倉古墳』、岡山大学考古学研究

室、2020年3月、103-112頁

研究発表

１．�総社市宮山遺跡の三次元計測、考古学研

究会第65回総会・研究集会ポスターセッ

ション、2019年4月20-21日、岡山大学（発

表者：光本順・新納泉・四田寛人・山口

莉歩）

２．�How� can�museum� studies�meet� the�

practice�of�archaeological�institutions�in�

Japan?,� ICOM（国際博物館会議）Kyoto�

2019，2019年9月2日，国立京都国際会館.

３．�弥生・古墳時代の身体表現と異性装、日

本考古学協会2019年度岡山大会、2019

年10月27日、岡山大学

４．�岡山市造山古墳群の三次元計測に関する

学史と展望、出ユーラシア第二回全体

会議（ポスターセッション）、2020年1月

11-12日、南山大学（発表者：光本順・清

家章・山口雄治）
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５．�T ow a r d s � L i DAR � m a p p i n g � o n�

Tsukur iyama� Ko fun � Group : � the�

research�history�of� three�dimensional�

measurements� and�perspectives,�Out�

of� Eurasia,� International�Academic�

Meet ings� in � Mexico , � 2020 年 2 月

28 日 ,� Hotel� Villa� Arqueológica� de�

Teotihuacan.

宮崎　和人
論文

１．�モダリティーの主観化について─〈必要〉

を表す文の場合─、澤田治美・仁田義雄・

山梨正明編『場面と主体性・主観性』（ひ

つじ書房）、2019年4月、449-464頁

２．�可能性としての〈疑い〉、岡山大学文学部

紀要、72号、2019年12月、1-12頁

研究発表

１．�現代日本語のモダリティーはどのように

記述すべきか、言語の類型的特徴をとら

える対照研究会第11回公開発表会、2019

年8月3日、大阪府立大学I-siteなんば

本村　昌文
著書

１．�共編『帝国大学における研究者の知的基

盤─東北帝国大学を中心として─』、こ

ぶし書房、2020年3月、総頁数261頁）

２．�「反対の調和」─村岡典嗣の古代ギリシ

ア哲学受容の一側面、『帝国大学におけ

る研究者の知的基盤-東北帝国大学を中

心として─』、こぶし書房、2020年3月、

227頁-252頁

研究発表

１．�『徒然草』注釈の世界─老いと死をめぐっ

て─、令和元年度高教研国語部会春季総

会・研修会、2019年6月14日、岡山後楽

館高等学校

２．�日本における「老い」を考える視点─「迷

惑をかけたくない意識」をめぐって─、

Brainstorming�2019、2019 年 9 月 15 日、

牛窓カリヨンハウス

その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�（書評）水野雄司『村岡典嗣─日本精神文

化の真義を闡明せむ』、『日本思想史学』

51、2019年9月

２．�（研究史レビュ―）日本における老い・看

取り・死をめぐる「迷惑をかけたくない」

意識に関する研究史素描、『老年人文研

究』創刊号、2020年3月

山本　秀樹
論文

１．�江戸時代の出版統制の実態はどうであっ

たか、松田浩・上原作和・佐谷眞木人・

佐伯孝弘編『古典文学の常識を疑うⅡ─

縦・横・斜めから書きかえる文学史─』

（勉誠出版）、2019年9月、220-223頁

２．�江戸幕府出版法の布達範囲─熊本藩史

料・岡山藩史料・加賀藩史料を通して　

含『庶物類纂』編纂関係令・享保八年大坂

触一一九二人形規制令─、岡山大学大学

院社会文化科学研究科紀要、49、2020年

3月、19-35頁

研究発表

１．�町に触れられなかった寛政二年五月出版

規制法、日本近世文学会、2019年11月

10日、県立広島大学

遊佐　徹
論文

１．�明清倭寇戯曲あらすじ：明清古典戯曲版、
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岡山大学大学院社会文化科学研究科文化

共生学研究、19号、2020年3月、55-67

研究発表

１．�清朝の君王の表象─西太后の肖像画と

肖像写真、岡山大学文学部プロジェクト

研究報告会、2020年3月3日、岡山大学

文法経講義棟21番講義室

吉田　浩
論文

１．�「帝政ロシアの宮廷料理とその構造」『研

究紀要（公益財団法人アサヒグループ学

術振興財団）』第32巻、2019年5月、117-

124頁

研究発表

１．�’Change�of�financial�policy�in�the�early�

period� of�Alexander� II’s� reign� and�

the�Great�Reforms’,�Tenth�East�Asian�

Conference�on�Slavic�Eurasian�Studies,�

June� 30,� 2019,� at� the�University� of�

Tokyo

ルヌウ・ロイック
論文

１．�Facteurs�analogiques�dans�l’�aspect�des�

temps�de� la�narration、『フランス語学

研究』、第53号、2019年6月、pp.�44-66

２．�Sélection�et� intégration�des�ressources�

linguistiques�dans� le� cours�d’activités�

réflexives�sur� les�temps�dits�du�passé、

Revue� japonaise� de� didactique� du�
français、Vol.�14�n°�1&2、2019年12月、

pp.�22-40

３．�La�distinction�accompli/inaccompli�dans�le�

récit�en�FLE�:�enjeux�pour�la�conception�

de�matériel� pédagogique、CoReLa

（cognition,� représentation,� langage）、

17-2、2019年12月、オンライン

４．�Conception�d’un�matériel�pédagogique�

pour�l’apprentissage�des�temps�dans�une�

perspective�énactive、中華民國法語教

師協會、Actes�du�Colloque�International�
Conjoint-Taipei�2018、2019 年 12 月、pp.�

141-162

研究発表

１．�Enactive�Linguistics-inspired�Material�

for�Tenses� in� French� as� a� Foreign�

Language : � Progress � Report � and�

Envisaged� Improvements、The�Asian�

Conference� on� Language� Learning�

（ACLL2019）、2019年5月18日、 東 京、

都市センターホテル

２．�La�dimension�actionnelle�de�l’accompli�:�

le�cas�du�passé�composé、日本フランス

語学会第329回例会、2019年12月7日、

東京、早稲田大学文学学術院

３．�Quelle�adaptation�à�la�culture�éducative�

dans� l’enseignement� du� français� à�

l'université�au�Japon?、セミナー、2020

年3月5日、ボルドー、ボルドーモンテー

ニュ大学（フランス）

渡邊　佳成
論文

１．�WATANABE�Yoshinari,�“The�Development�

of�Chinese� Society� in�Burma�during�

the�Konbaung�Dynasty:�The�Chinese�

Temples� around�Mandalay”,�Makoto�

Ueda（ed.）,�Regional� States� and� the�
Identities� of�Overseas�People（Rikkyo�

University）,�2019（12）,�pp.�79-102.
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研究発表

１．�「一八─一九世紀ビルマにおける海上貿

易」、広島史学会大会、2019年10月27日、

広島大学

２．�「コンバウン朝ビルマにおける渡海者~商

人・通訳・税関長」、シンポジウム「アジ

アの海を渡る人々─18-19世紀の渡海者

─」、2020年2月1日、立教大学

和田　郁子
その他（翻訳、事典項目、書評等）

１．�真下裕之監修（二宮文子・真下裕之・和

田郁子訳注）「アブル・ファズル著『アー

イーニ・アクバリー』訳注（8）」『紀要』（神

戸大学文学部）47号、2020年3月、81-

128頁


