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加藤　邦彦 博士（文学） 著書 中原中也と詩の近代 単 2010年3月 角川学芸出版 近代詩歌論
著書 中原中也を読む 共 2006年7月 『梅光学院大学公開講座

論集』54（笠間書院）
学術論文等 中原中也は「押韻定型詩」を書いたか―飯島耕一

による評価をめぐって
単 2020年8月 『中原中也研究』第25号

小林　理正 修士（文学） 学術論文等 深川本狭衣物語・巻一論—系統論の再吟味におよ
ぶ—

単 2020年8月 京都大学文学部国語学国
文学研究室「国語国文」第
89号8月号

言語文学I（一）
言語文学II（一）

学術論文等 大阪天満宮御文庫蔵木戸元斎筆『狭衣物語』第四
巻・翻刻と解題（下）

単 2020年4月 大阪大学古代中世文学研
究会「詞林」67号

学術論文等 「返しどもなどのしどけなくならはし聞えたるところ〴
〵」の解釈—狭衣物語（巻四）の本文分析—

単 2020年3月 広島大学国語国文学会
「国文学攷」245号

西尾　和子 博士（文学） 学術論文等 「北宋期における『太平広記』の需要形態－『玉海』
太平広記条に見る王応麟自注の検証を中心に－」
に関する研究

単 2012年11月 『和漢語文研究』第10号

学術論文等 「南宋期における『太平広記』需要の拡大要因につ
いて」

単 2014年10月 『日本中国学会』第66号

原　豊二 博士（文学） 著書 源氏物語と王朝文化誌史 単 2006年3月 勉誠出版 平安文学論
著書 源氏物語文化論 単 2014年1月 新典社
学術論文等 桐壺巻における物語コード 単 1995年10月 『文研論集』26号（専修大

学大学院）
松本　大 博士（文学） 著書 源氏物語古注釈書の研究—『河海抄』を中心とした

中世限時学の諸相—
単 2018年2月 和泉書院 国文学史II

学術論文等 詞による『源氏物語』享受の一端—『源氏物語詞散』
の紹介をかねて—

単 2020年10月 『詞林』第68号

学術論文等 失われた作品享受—『源氏釈』の物語世界— 単 2020年1月 『日本文学』第69巻第1号

教　員　名 学　位

担当授業科目に関する研究業績等

担当科目

中国文学概論I
中国文学概論II
中国文学講読I
中国文学講読II
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森田　彦七 教育学修士 著書 古代文字練習帖［筆順作成担当］ 共 2008年7月 筑摩書房 書道I
その他 月刊書道雑誌『雪心』篆刻講座連載担当 共 1992年1月 有限会社雪心 書道II
その他 月刊書道雑誌『新書鑑』篆書手本執筆及び習い方 共 2015年1月 有限会社雪心
その他 書道雑誌『墨』No.231北魏の楷書 共 2014年12月 ㈱芸術新聞社
教育実践記録等 年刊『研究紀要』

・刻字の指導
・鑑賞指導の実践
・書道教育の評価のあり方について
・篆刻学習の実践指導について　他

共 1978年3月
～2011年3
月（この間毎
年発表及び
編集）

奈良県書道教育研究会

その他 第23回日展特選［1回目］杜牧詩 単 1991年10月 公益社団法人日展
その他 第37回日展特選［2回目］翰愈詩 単 2005年10月 公益社団法人日展
その他 第44回日展審査員　杜甫詩二首 単 2012年10月 公益社団法人日展
その他 第45回日展新会員　張文柱語 単 2013年10月 公益社団法人日展
その他 改組新第1回日展会員　釋逢句 単 2014年10月 公益社団法人日展

石田　信義 文学修士 その他 ポルトガルの基本動向－人口・家族を中心に（先進
諸国の少子化の動向と少子化対策に関する比較研
究－南欧ポルトガル編）

共 2000年3月 厚生労働省国立社会保
障・人口問題研究所

西洋史基礎講義V
外国史II

その他 国別研究：ポルトガル（先進諸国の少子化対策に関
する比較研究－南欧ポルトガル編）

共 2001年3月 厚生労働省国立社会保
障・人口問題研究所

著書 憲法制度概説－ブラジル（各国憲法制度概説) 共 2002年1月 政光プリプラン
学術論文等 外国人労働者問題研究－日系ブラジル人の実態を

通して
単 2003年12月 関西憲法研究会

その他 日系ブラジル人の存在－デカセギ現象（現代ブラジ
ル事典）

共 2005年7月 新評論

久保　利永子 博士（人間・環境学） 学術論文等 モンブランの盛衰―興行師アルバート・スミスとヴィ
クトリア中期の登山

単 2007年 『歴史文化社会論講座紀
要』第3号

学術論文等 ヴィクトリア中期のイギリスにおける『登山』の創出 単 2007年 『奈良史学』　第25号
学術論文等 書評 久木尚志　『ウェールズ労働史研究―ペンリン

争議における階級・共同体・エスニシティ』
単 2007年11月 『ヴィクトリア朝文化研究』

第5号
学術論文等 登山はいかにして成立したのか：ヴィクトリア中期に

おけるスポーツとしての登山概念の構築（博士論
文）

単 2008年3月 京都大学

その他 レディ・クライマーは何を着ていたのか－19世紀後
半のイギリスにおける服装規範－

単 2014年11月 『山岳文化』第15号

西洋史基礎講義II
西洋史特殊講義III
国際交流史特殊講義IV
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小堀　慎悟 修士（文学） 学術論文等 近代的衛生行政体制と「自治」のはざま—世紀転換
期イギリス領香港の潔浄局をめぐる議論

単 2020年6月 『東洋史研究』第79巻第1
号

東洋史特殊講義III

学術論文等 世紀転換期香港の衛生政策をめぐる議論—中国人
の居住環境の改善と経済的自由主義

単 2018年3月 『史林』第101巻第2号

その他 帆刈浩之「越境する身体の社会史—華僑ネットワー
クにおける慈善と医療」書評

単 2016年5月 『史林』第99巻第3号

坂元　正樹 博士（人間・環境学） 著書 十九世紀イギリス自転車事情 単 2015年3月 共和国 西洋史特殊講義I
学術論文等 オーディナリ型自転車による自転車旅行の一般化

化―自転車用ロードブックの出現
単 2013年1月 『歴史文化社会論講座紀

要』第10号，京都大学人
間・環境学研究科歴史文
化社会論講座

学術論文等 バドミントン叢書『自転車』における改訂箇所につい
ての考察

単 2012年1月 『歴史文化社会論講座紀
要』第9号，京都大学人
間・環境学研究科歴史文
化社会論講座

学術論文等 オーディナリ型自転車の形態変化と車種分化につ
いて

単 2010年3月 『歴史文化社会論講座紀
要』第7号，京都大学人
間・環境学研究科歴史文
化社会論講座

学術論文等 赤旗法廃止前後のイギリスにおける自動車事情 ―
The Pennington Autocar―

単 2008年3月 『歴史文化社会論講座紀
要』第5号，京都大学人
間・環境学研究科歴史文
化社会論講座

酒匂　由紀子 博士（文学） 著書 室町・戦国期の土倉と酒屋 単 2020年1月 吉川弘文館 日本史特殊講義IX
学術論文等 中世の「土倉」に関する解釈の淵源について 単 2019年3月 『法制史研究』68号
学術論文等 室町時代における稲荷祭礼東寺中門御供の変化

について
単 2018年 『朱』62

学術論文等 応仁・文明の乱以前の土倉の存在形態について 単 2018年 『民衆史研究』94号
学術論文等 中世の節供について　－祇園社を中心に－ 単 2016年 『立命館文学』646号
学術論文等 戦国期京都の「土倉」と大森一族 単 2014年 『日本史研究』625

佐藤　專次 文学修士 学術論文等 コンユラーティオと一揆―オットー・ゲルハルト・エク
スレの所説に触れて―

単 平成11年2
月

立命館文学第558号 西洋史基礎講義III
西洋史特殊講義II

学術論文等 「中世後期ドイツ・スイス都市における犯罪について
――― 新しい研究動向にふれて」

単 平成19年2
月

『立命館文学』第597号

著書 『教養のための西洋史入門』 共 平成19年5月 ミネルヴァ書房
学術論文等 「中世後期アウクスブルクにおける都市追放刑 ―

―― 一三四九年の『聖ガルスの人々』」
単 平成20年3

月
『立命館文学』第604号
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杉山　雅樹 博士（文学） 著書 名著で読む世界史120 共 2016年11月 山川出版社 東洋史基礎講義IV
東洋史基礎講義V

学術論文等 ティムール朝末期における文書・書簡作成術の伝
統の継承と発展

単 2015年3月 京都大学

著書 世界史史料2－南アジア・イスラーム世界・アフリカ』 共 2009年7月 岩波書店

田中　誠 博士（文学） 学術論文等 室町幕府奉行人在職考証稿（3）－文和2年（1353）
－貞治6年（1367）－付氏族研究（治部氏）

単 2019年7月 『立命館文学』第663号 日本史基礎講義IV

学術論文等 室町幕府奉行人在職考証稿（2）－貞和元年（1345）
－文和元年（1352）－付氏族研究（安富氏）

単 2017年6月 『立命館文学』第653号

学術論文等 室町幕府奉行人在職考証稿（1）－元弘3年（1333）
－康永3年（1344）

単 2017年3月 『立命館文学』第651号

谷口　淳一 博士（文学） 著書 京都外国語大学付属図書館所蔵アラビア語写本目
録

共 1998年3月 京都外国語大学付属図書
館

東洋史特殊講義IV

著書 聖なる学問、俗なる人生——中世のイスラーム学者
——

単 2011年7月 山川出版

著書 シリア・レバノンを知るための64章 共 2013年8月 明石書店
寺崎　保広 博士（文学） 著書 若い人に語る奈良時代の歴史 単 2013年 吉川弘文館 国際交流史基礎講義III

著書 古代日本の都城と木簡 単 2006年 吉川弘文館
著書 藤原京の形成 単 2002年 山川出版社

長澤　一恵 修士（文学） 学術論文等 「舞鶴港第二期修築事業 ―昭和初期の大陸・朝鮮
半島～舞鶴～畿内を結ぶ地域復興のとりくみ―」

単 2008年 2005年～2007年科学研究
費補助費基盤研究（Ｂ）研
究成果報告書『京都府行
政文書を中心とした近代
行政文書についての史料
学的研究』

日本史基礎講義V
国際交流史特殊講義V

学術論文等 【書評】梶居佳広著『「植民地」支配の史的研究 ―
戦間期日本に関する英国外交報告からの検証』

単 2008年 『朝鮮史研究会会報』第
170号

学術論文等 「朝鮮総督府・鉱務官僚と朝鮮鉱業会 ―両大戦間
期における鉱業保護奨励策を中心に―」

単 2009年 松田利彦、やまだあつし
編『日本の朝鮮・台湾支配
と植民地官僚』、思文閣出
版

学術論文等 「植民地朝鮮の民間鉱業の地域動向と「鉱業警察」
の設置 ―鉱業近代化における社会法規の形成を
めぐって―」

単 2013年 松田利彦、陳姃湲編『地
域社会から見る帝国日本
と植民地 ―朝鮮・台湾・
満洲』、思文閣出版

学術論文等 【紹介】金永哲著『「満洲国」期における朝鮮人満洲
移民政策』

単 2014年 『史林』97－1
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学術論文等 「やまだあつし氏報告へのコメント ―植民地への技
術移転の視点 から―（特集 第17回現代台湾研究
学術討論会:台湾史研究会・台湾歴史学会共催シン
ポジウム 東アジアの近代化と台湾社会の変遷）」

単 2014年 『現代台湾研究』第45号

学術論文等 「植民地期朝鮮における鉱業裁判 ―韓国・法院記
録保存所の民事判決文から―」

単 2015年 松田利彦、岡崎まゆみ編
『植民地裁判資料の活用：
韓国法院記録保存所所
蔵・日本統治期 朝鮮の民
事判決文資料を用いて』、
国際日本文化研究セン
ター

学術論文等 「ワシントン条約体制下の青島における領事館警察
について ―1922年膠州湾租借地返還交渉 を中心
に―」

単 2015年 『人文學報』第106号、京
都大学人文科学研究所

学術論文等 「第一次世界大戦講和と南洋諸島ドイツ権益継承
問題 ―参戦期における外務省「日独戦役 講和準
備委員会」の私有財産処分を中心にして―」

単 2016年 『総合教育研究センター紀
要』第15号、天理大学総
合教育研究センター

学術論文等 「近代鉱業と植民地朝鮮社会 ―李鍾萬の大同鉱業
と雑誌「鉱業朝鮮」を中心に―」

単 2016年 『翰林日本學』第29号、韓
国・翰林大学校

学術論文等 「齋藤尚文氏報告へのコメント ―植民地への機械
導入における 社会的側面の分析の視点から―（特
集 第19回現代台湾研究学術討論会報告要旨:台湾
史研究会 ・台湾歴史学会共催シンポジウム 東アジ
アの近代化と台湾社会の変遷）」

単 2017年 『現代台湾研究』第47号

学術論文等 「戦前期における法学者・鵜飼信成の法学研究に
ついての一試論 ―資本主義発達期の社会をめぐ
る政治と法の問題を中心に―」

単 2019年 松田利彦編『植民地帝国
日本における知と権力』、
思文閣出版

学術論文等 「臨時外交調査委員会と旧ドイツ海外権益処分問
題」

単 2019年 原田敬一編『近代日本の
政治と地域』、吉川弘文館

森田　憲司 文学修士 著書 元朝の歴史 共 2021年 勉誠社
北京を知るための52章 共 2017年 明石書店
概説中国史 共 2016年 昭和堂
中国文化史大事典 共 2013年 大修館書店
北京を見る読む集める（あじあブックス63） 2008年 大修館書店

安田　純也 博士（人間文化学） 著書 東アジアの儀礼と宗教 共 2008年8月 雄松堂出版
著書 東亜文化交流与経典詮釈 共 2008年12月 台大出版中心
学術論文等 高麗時代の消災道場について 単 2018年10月 『朝鮮学報』第248輯、朝

鮮学会

東洋史特殊講義II
外国史I

東洋史基礎講義III
東洋史特殊講義I
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安田　真紀子 文学士 教育実践記録等 近世奈良と絵図屋筒井家の出版活動 単 2011年4月 人文地理学会『人文地理』
第63巻第2号

日本史特殊講義V

学術論文等 近世大和観光における案内人の史的研究 単 2011年1月 奈良大学史学会『奈良史
学』第28号

その他 會津八一の書簡　その特徴と筆跡 単 2008年3月 奈良大学図書館『上司海
雲宛會津八一書簡図録』

著書 お伊勢参り －伊勢本街道の旅－ 共 2007年7月 伊勢神宮崇敬会
学術論文等 近世の旅観と街道の変容 －参宮と大和めぐり－ 単 2005年12月 奈良大学史学会『奈良史

学』第23号
山内　暁子 修士（文学） 学会発表 ギリシアの犠牲式における「持ち出し禁止」につい

て-近年のオリュンピオス／クトニオス問題を手がか
りに－

単 2014年12月 第１３回古代史研究会大
会

西洋史基礎講義IV
西洋史特殊講義IV

山上　豊 修士（経済学） 学術論文等 近代奈良の観光と奈良博覧大会 単 2013年3月 奈良県立大学研究季報 日本史特殊講義VI
学術論文等 近代奈良の地域社会形成と名望家今村勤三 単 2010年9月 奈良歴史研究

著書 奈良県の歴史　（近世一部と近現代担当） 共 2003年10月 山川出版社

学術論文等 正倉院御物と奈良博覧会 単 1998年1月 歴史評論
著書 正倉院「宝物」の「御物」化の過程に関する研究ノー

ト
共 1994年1月 『古都論』　柏書房

山本　祥隆 修士（文学） 学術論文等 年輪年代学的手法を用いた出土木製品の検討—第
601次

共 2020年9月 奈良文化財研究所紀要
2020

日本史特殊講義VIII

学術論文等 東大寺東塔院の調査—第617次 共 2020年9月 奈良文化財研究所紀要
2020

学術論文等 年輪年代学的手法による平城宮第一次大極殿院
西楼出土木簡の検討

共 2020年9月 奈良文化財研究所紀要
2020

学術論文等 出挙未納と公廨 単 2010年6月 『国史学』201
著書 〈歴史の証人〉木簡を究める 共 2014年8月 奈良文化財研究所編、株

式会社クバプロ
学術論文等 都をつくる、寺をつくる ―造平城京司と造興福寺仏

殿司についての覚書―
単 2015年6月 舘野和己編『日本古代の

みやこを探る』勉誠出版
学術論文等 公廨二題 ―律令国家地方支配の転換点をめぐっ

て―
単 2018年3月 佐藤信編『律令制と古代

国家』吉川弘文館
著書 東大寺境内整備事業調査報告 第１冊

東大寺東塔院跡 ―境内史跡整備事業に係る発掘
調査概報１―

共 2018年3月 宗教法人東大寺

学術論文等 年輪年代学的手法による木簡研究の可能性 共 2018年11月 『木簡研究』40号

著書 木簡　古代からの便り 共 2020年2月 奈良文化財研究所編、岩
波書店

著書 古代史講義【宮都篇】 共 2020年3月 佐藤信編、筑摩書房
著書 奈良の都の暮らしぶり ～平城京の生活誌～ 共 2021年3月 奈良文化財研究所編、株

式会社クバプロ
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吉江　崇 博士（文学） 学術論文等 銭貨発行の途絶と乾元大宝 単 2021年 『日本歴史』875号
学術論文等 陣定の成立に見る公卿議定の変容 単 2020年 『ヒストリア』278号
著書 日本古代宮廷社会の儀礼と天皇 単 2018年 塙書房
著書 東大寺の新研究2　歴史のなかの東大寺 共 2017年 法藏館
著書 岩波講座日本歴史　第4巻 共 2015年 岩波書店

角　克明 修士（教育学） 著書 『地理学の諸相　－「実証」の地平－』 共 1998年 大明堂 地理学特殊講義（十一）
地誌学I

学術論文等 「和歌山県内諸都市の特性と空間構造」 単 1994年 『和歌山地理』（和歌山地
理学会）

学術論文等 「近代における紀州沿岸航路の発展と陸上交通
－和歌山県のばあい－」

単 1999年 『交通史研究』（交通史研
究会）

教育実践記録等 「宗教都市における中心商店街の特性と業種別店
舗構成の変容」

単 2010年 『総合教育研究センター紀
要』（天理大学人間学部総
合教育研究センター）

教育実践記録等 「明治３６年における旅客航路」 単 2013年 『地理学報』（大阪教育大
学地理学教室）

教育実践記録等 「旅客輸送からみた天理軽便鉄道」 単 2015年 『総合教育研究センター紀
要』（天理大学人間学部総
合教育研究センター）

教育実践記録等 「社会科教育法における実践と課題」 単 2020年 『近畿大学教育論叢』（近
畿大学教職教育部）

土屋　純 博士（地理学） 著書 経済地理学への招待 共 2020年6月 ミネルヴァ書房 経済地理学
著書 ノスタルジーとはなにか：テキストから読み取れるも

の
共 2018年9月 翰林書房

著書 キーワードで読む経済地理学 共 2018年6月 原書房
著書 食の泉　世界の恵みを味わって 共 2016年11月 河北新法出版センター

根田　克彦 博士（理学）　筑波大 著書 都市空間の見方・考え方 共 2013年6月 古今書院 都市地理学
著書 日本の都市地理学50年 共 2011年9月 古今書院
著書 都市の景観地理—イギリス・北アメリカ・オーストラリ

ア
共 2010年9月 古今書院

著書 まちづくりのための中心市街地活性化(地域づくり叢
書5): イギリスと日本の実証研究

共 2016年3月 古今書院

元田　茂充 修士（文学） 著書 近畿Ⅱ　地図で読む百年 共 2006年7月 古今書院
著書 大和を歩く　ひとあじちがう歴史地理探訪 共 2000年11月 奈良新聞社
著書 地理学の諸相－「実証」の地平－ 共 1998年3月 大明堂

植野　浩三 文学士 学術論文等 日韓鉄・土器生産研究の覚書 単 2015年8月 故孫明助先生追慕論文集 考古学特殊講義（五）

学術論文等 韓国の土器窯集成（３） 慶尚道編 単 2015年3月 「文化財学報」第33集
学術論文等 初期須恵器の定型化と日本化―器台の消長を中

心にして—」
単 2013年12月 私の考古学—丹羽祐一先

生退任記念論文集

地理学特殊講義（九）
地理歴史科教育法（一）
地理歴史科教育法（二）

日本史特殊講義VII
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寺沢　薫 文学士 著書 八尾市史（考古編2） 共 2020年7月 八尾市 考古学特殊講義（四）
学術論文等

纒向遺跡と纒向型前方後円墳への眼差し 単 2019年10月
論集『古墳と国家形成期
の諸問題』山川出版社

その他 黒塚古墳の研究 共 2018年9月 八木書店
学術論文等

前方後円墳の創生－纒向型か定形型か－ 単 2018年8月
同志社大学考古学シリー
ズ（論集）Ⅹⅱ

著書 八尾市史（考古編1） 共 2018年7月 八尾市
著書 弥生時代国家形成史論 単 2018年1月 吉川弘文館
著書 前方後円墳と日本国家の起源 共 2016年11月 KADOKAWA
著書 騎馬文化と古代のイノベーション 共 2016年9月 KADOKAWA
著書 纒向発見と邪馬台国の全貌 共 2016年7月 KADOKAWA
学術論文等 大和弥生社会の展開とその特質(再論) 単 2016年3月 纒向学研究4号
学術論文等 「漢委奴国王」金印贋作論の顛末 単 2015年2月 同志社大学考古学シリー

ズ（論集）ⅩⅠ
著書 弥生時代の年代と交流 単 2014年3月 吉川弘文館
学術論文等 日本列島における国家形成の枠組み 単 2013年3月 纒向学研究１号
著書 邪馬台国時代の東海と近畿 共 2012年8月 学生社
その他 史跡纒向石塚古墳 共 2012年3月 桜井市教育委員会
著書 王権と都市の形成史論 単 2011年9月 吉川弘文館
著書 ヤマト王権はいかにして始まったか 共 2011年5月 学生社
著書 講座 日本考古学第５巻(弥生時代･上) 共 2011年5月 青木書店
著書 青銅器のマツリと弥生社会 単 2010年1月 吉川弘文館
学術論文等 農業共同体論と日本古代史 単 2008年11月 古代学研究180号
学術論文等 ｢農業共同体｣覚書 単 2008年9月 橿原考古学研究所論集第

15
学術論文等 ｢倭国乱｣と卑弥呼共立 単 2008年3月 論集『王権と武器と信仰』

同成社
学術論文等 銅鐸の二面性 単 2007年3月 橿原考古学研究所紀要第

30冊
著書 邪馬台国時代のツクシとヤマト 共 2006年9月 学生社
著書 日本の考古学(下) 共 2006年12月 学生社
著書 水とまつりの古代史 共 2006年11月 大功社
学術論文等 古墳時代開始期の暦年代(上・下) 単 2005年6･9 古代学研究169･170号
著書 考古資料大観第10巻(遺跡･遺構編) 共 2004年11月 小学館

著書 倭人のクニから日本へ 共 2004年8月 学生社
その他 三井岡原遺跡 共 2003年2月 奈良県立橿原考古学研究

所
学術論文等 首長霊観念の創出と前方後円墳祭祀の誕生 単 2003年1月 『古代王権の誕生』角川書

店
その他 箸墓古墳周辺の調査 共 2002年10月 奈良県立橿原考古学研究

所
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著書 銅鐸から描く弥生時代 共 2002年11月 学生社
著書 弥生時代の集落 共 2001年3月 学生社
著書 王権誕生(日本の歴史第2巻) 単 2000年12月 講談社
著書 倭人伝の国々 共 2000年5月 学生社

中橋 孝博 医学博士 著書 日本人の起源 単 2019年 講談社学術文庫 保存科学特殊講義（一）
著書 倭人への道—人骨の謎を追って 単 2015年 吉川弘文館
著書 大陸から移動してきた人たち 共 2013年 「人類の移動誌」臨川書店

成瀬　正和 芸術学修士 著書 文化財のための保存科学入門 共 2002年4月 角川書店
著書 正倉院宝物の素材（日本の美術　第439号） 単 2002年12月 至文堂
著書 正倉院宝物に学ぶ 共 2008年10月 思文閣出版

宮崎　もも 修士（文学） 学術論文等 柳沢淇園作品の特色－「寒山拾得図」（個人蔵）の
紹介を軸として

単 2017年10月 『柳沢淇園－文雅の士・新
奇の画家』大和文花館

学術論文等 白描物語絵の展開－江戸時代後期に至るまで－ 単 2017年1月 『白描の美－図像・歌仙・
物語』大和文華館

学術論文等 江戸琳派の仏画制作 単 2016年11月 『別冊太陽　日本のここ
ろ』244号

上田　達 博士（人間科学） 著書 政治――まつりごとのとらえ方
調べる――社会学／人類学の歩き方

共 2014年 内海博文編『現代社会を
学ぶ――社会の再想像＝
再創造のために』ミネル
ヴァ書房

東アジア・東南アジア社会
論

著書 ナショナリズムの歌い方－マレーシアの愛国歌
（lagu　patriotik）の時間

共 2008年 人文書院

学術論文等 Reiterated Encounter: On a Reconciliation
Ceremony at the
 Urban Settlement in Dili, Timor-Leste

単 2019年 『国立民族学博物館研究
報告』43
 (3): 351 -366

学術論文等 東ティモール・ディリの都市集落における和解行事
と２つの信仰

単 2018年 『南方文化』44輯

学術論文等 宮武正道によるマレー語辞書の特徴に関する覚え
書き

共 2018年 『摂大人文科学』第25号
137-158頁

学術論文等 先住民というアスペクト――マレーシア・サバ州の
先住民の語りに関する人類学的研究

単 2015年 『年報人類学研究』第5
号、72-92頁

学術論文等 国民を作り上げる－現代マレーシアにおけるネー
ションの想像／創造に関する人類学的研究

単 2011年 大阪大学大学院

学術論文等 居座る集落、腰かける人々－マレーシアの都市集
落の事例より

単 2010年 『文化人類学』75（2）

保存科学特殊講義（三）

美術史特殊講義（四）



種　類 名　称
単著、共
著の別

発表の年月
発行又は発行所、発表雑誌等

又は発表学会等の名称
教　員　名 学　位

担当授業科目に関する研究業績等

担当科目

喜多　満里花 修士（文学） 学術論文等 国家ブランディングの自国における意味付与 : クリ
エイティブ・コリア問題を事例に

単 2018年3月 『市大社会学』大阪市立大
学社会学研究会

情報社会学

中田　奈月 博士（学術） 著書 保育士・幼稚園教員は専門職か 共 2011年 『社会のなかの子どもと保
育者』創生社

家族社会学

著書 観測の方法－考現学と社会調査法の理論と実践か
ら

共 2010年 『現代風俗 駅前観測―数
えてみればこんなに分か
る』(現代風俗研究会）

著書 調べ方ガイド―新聞記事 共 2000年 『戦後日本の大衆文化』昭
和堂

濱千代　早由美 修士（社会学） 学術論文等 「民謡とメディア　－新民謡運動を経た伊勢音頭を
めぐって－」

単 2012年3月 『哲學』128号（慶應義塾大
学三田哲学会）

世界の民族誌

著書 『物見遊山　旅と娯楽の風俗学』（現代風俗研究会
編、「まつりと観光の間」）

共 2012年12月 新宿書房

学術論文等 「明治維新前後の神宮神職家のイエ儀礼」 単 2013年11月 『明治聖徳記念学会紀要』
50号

著書 『歴史における周縁と共生』（鈴木則子編、「宗教都
市におけるケガレの操作と『清浄』概念の共有」）

共 2014年3月 思文閣

著書 『出産の民俗学・文化人類学』（安井眞奈美編、Ⅱ
「儀礼と異界」のうち「胞衣をめぐる状況の変化と意
識変容」）

共 2014年5月 勉誠出版

著書 『森羅万象のささやき　民俗宗教研究の諸相』(鈴木
正崇編、「ケガレの発生と操作　―近世伊勢の御師
史料の解読─」)

共 2015年3月 風響社

学術論文等 「神社祭礼と演劇　―氏子が演じる歌舞伎―」 単 2015年11月 『明治聖徳記念学会紀要』
52号

学術論文等 「伊勢音頭再考　民謡の近現代をめぐって」 単 2018年11月 『伊勢郷土史草』第52号
学術論文等 「考現学的『一切しらべ』の学際性と応用性」 単 2019年3月 『人間環境科学』第26号

(帝塚山大学人間環境科
学研究所)

著書 『響きあうフィールド　躍動する世界』（和崎春日編、
「宗教都市の女性たち　内宮御師資料の分析か
ら」）

共 2020年4月 刀水書房

学術論文等 「利根川・渡良瀬川合流地域の自然災害　─旧伊
勢御師岩井田家宛の書簡から─」

共 2020年6月 『年報　首都圏史研究』第
9号(首都圏形成史研究
会)
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山本　素世 修士（社会学） 学術論文等 「地域文化と自治の範域に関する一考察ー奈良町
における会所調査をもとにしてー」 単 2021年

地域創造第59号
（公社）奈良まちづくりセン

ター紀要

環境社会学

その他 兵庫県　ポストコロナ社会における新たな生活研究
委員会　研究調査報告書

共 2021年
（公財）ひょうご震災記念

21世紀研究機構
著書 米軍基地と沖縄地域社会 共 2020年 ナカニシヤ出版
学術論文等

「共同店と地域社会－今後の共同店研究に向け
てー」

単 2020年
地域創造第58号

（公社）奈良まちづくりセン
ター紀要

学術論文等 「沖縄県の自治会と行事・祭祀に関する一考察」
単 2020年

「評論・社会科学」
同志社大学社会学会

学術論文等 「環境教育プログラムの活用とSDGsに関する一考
察－小学校、大学での実践事例をもとにして－」 単 2020年 奈良大学紀要第48号

学術論文等 「奈良町の会所に関する一考察」
単 2019年

「評論・社会科学」
同志社大学社会学会

学術論文等 「地域文化と共同体に関する一考察　－奈良町に
おける会所調査をもとにして－」

単 2019年
地域創造第57号

（公社）奈良まちづくりセン
ター紀要

学術論文等 「アクティブラーニングにおける環境教育プログラム
の活用－大学、小学校、幼稚園での実践事例をも
とにして-」

単 2019年 奈良大学紀要第47号

学術論文等 「地域の課題解決としての拠点づくり－先駆として
の沖縄県における共同店設置事例」

単 2018年
コミュニティ政策学会学

年報16
学術論文等 「環境教育とアクティブラーニングについての一考

察　－小学校、幼稚園での実践を事例として－」 単 2017年
地域創造

（公社）奈良まちづくりセン
ター紀要

著書 成熟地方都市の形成　丹波篠山に見る「地域力」 共 2015年 福村出版

著書 変貌する沖縄離島社会 共 2012年 ナカニシヤ出版
著書 闘う地域社会　平成の大合併と小規模自治体 共 2012年 ナカニシヤ出版
学術論文等 「地域組織の範域と代表性－丹波市旧柏原町の自

治協議会を事例として－」
単 2010年

コミュニティ政策学会　年
報８
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吉本　康子 博士（学術） 著書 『多配列思考の人類学－複数性と民族誌的リアリ
ティを読み解く』

共 2016年3月 風響社 文化人類学

著書 『現代ベトナムを知るための60章[第2版]』 共 2012年10月 明石書店

著書 『世界の職に学ぶ－国際化の比較食文化論－』 共 2011年12月 時潮社

著書 『社会主義的近代化の経験－幸せの実現と疎外』 共 2011年5月 明石書店

著書  THE CHAM OF VIETNAM HISTORY, SOCIETY
AND ART

共 2010年10月 NUS Press

著書 『講座：世界の先住民族－ファースト・ピープルズの
現在02東南アジア』

2005年3月 明石書店

学術論文等 「チャムの古伝承におけるポー・モハマッとポー・ア
リー：「ダムナイ・アワール・アヒエール」・「ダムナイ・
ポー・アリー」を事例として」

2020年2月 『アジア文化研究所研究
年報-二〇一九年-』第五
四号、131-141頁、東洋大
学アジア文化研究所

学術論文等 Preliminary study of Kitap of the Cham: Description
of Kitap Du-A Muk Kei- the  ancestor’s prayer
book of Cham Bani

2020年1月 SIAS Working Paper
Series,Center for
Islamic Studies 31 , pp.25-
36, Sophia University

学術論文等 「チャムの伝統文書にみるイスラーム的宗教知識－
ベトナム中南部のチャムが継承する写本及び目録
の分析を通した予備的考察」

2014年3月 『アジア文化研究所研究
年報-二〇一三年-』第四
八号、297-304頁、東洋大
学アジア文化研究所

学術論文等 A Study of the Hồi giáo　Religion in

Vietnam: With a reference to　Islamic

religious  practices of Cham  Bani.

2012年12月 Southeast Asian
StudiesVol.1/No.3, 487-
505, Kyoto University

学術論文等 Chăm Bàni có phải là biển thái địa phương của

Hồi giáo? Một nghiên

cứu về Hồi giáo hóa và thuết hỗn dung

（syncretism）

2010年10月 Hi ệ n đ ạ i và Đ ộ ng thái c ủ a

truy ể n th ố ng ở  Vi ệ t Nam -

Nh ữ ng cách ti ế p c ậ n nhân

h ọ c Quy ể n2 , pp.228-235,

Nhà Xuất bản Đại Học Quốc

Gia Thành phố Hồ Chí Minh
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学術論文等 「イスラーム性とエスニック要素をめぐる交渉過程に
ついての一考察－ベトナムにおける『チャム系ムス
リム』の事例を中心に－」

2010年3月 『関西大学文化交渉学教
育研究拠点（ICIS）次世代
国際学術フォーラムシリー
ズ　第２輯：文化交渉によ
る変容の諸相』、223-247
頁、関西大学文化交渉学
教育研究拠点

学術論文等 （博士論文）『ベトナムにおける少数民族と文化的ア
イデンティティの構築－中部沿海地方のチャム族と
「伝統」・「宗教」・「信仰」をめぐって』

2006年12月 神戸大学

学術論文等 チャム族・バニの村落における布の生産と利用につ
いて：ビントゥアン省バクビン県Ｂ集落の事例」

2006年3月 『ベトナムの社
会と文化』第5・6号合併
号、166-184頁、風響社

学術論文等 「2002年、ニントゥアン省のスックジャンに参加して：
サカウィー・チャムの『統一』という出来事」

2003年3月 『ベトナムの社会と文化』
第4号、285-288頁、風響
社

学術論文等 「民族範疇と‘チャム’表象－ベトナムの事例から」 2002年4月 『ぽぷるす』創刊号、44-76
頁

学術論文等 「バニの生活集団とラムワンについて」 2001年12月 『ベトナムの社会と文化』
第3号、139-157頁、風響
社

学術論文等 「ベトナム中南部・チャム族の暦」 2000年12月 『ベトナムの社会と文化』
第2号、200-214頁、風響
社

その他 （解説）「チャム」 2019年10月 『東南アジア文化事典』、
108頁、丸善出版

その他 （コラム）「アラビア文字の聖性−チャム・バニとピニ
文字」

2018年11月 『大学生・社会人のための
イスラーム講座』、93-94
頁、ナカニシヤ出版

その他 （コラム）「地域的多様性④東南アジア」 2018年11月 『大学生・社会人のための
イスラーム講座』、184-
185頁、ナカニシヤ出版

その他 （コラム）「波の神を祀る人々」 2012年5月 『月刊みんぱく』第三六巻
第五号、22-23頁、国立民
族学博物館
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その他 （映像作品）「もうひとつのラマダン－ベトナム中南
部に暮らすチャム・バニのラムワン儀礼」（英語タイ
トル:‘Another type of observance in Ramadan:
Ramuwan ritual of Cham Bani in Vietnam’）

2009年6月 日本文化人類学会第43回
研究大会「儀礼に関する
映像人類学作品」分科会
（代表者・村尾静二、国立
民族学博物館・大阪国際
交流センター、2009年6

月）、“Cham Symposium:

Special event for the

exbition‘Cham: Syncretic

Islamic Communities in

Vietnam and Cambodia ’”

（ハワイ大学東南アジア研
究・東西センター主催、ハ
ワイ大学、2010年7月）、
みんぱく若手研究者映像
上映会『映像に見るイス
ラームの〈周縁〉』（国立民
族学博物館、2010年2月）
において発表。

その他 「チャム－チャンパ王国の末裔」 2008年1月 『季刊民族学』123、60-71
頁、千里文化財団

その他 （コラム）「増え続ける関西のベトナム料理店」 2006年11月 『食からの異文化理解』、
82-88頁、時潮社

出田　和久 文学修士 著書 条里地割と道路 共 2016年8月 『日本古代の交通・交流・
情報 3 遺跡と技術』(舘野
和己・出田和久編)、吉川
弘文館

地誌学II

著書 飛鳥から藤原京へ―宮から京への展開 共 2015年6月 『日本古代のみやこを探
る』(舘野和己編)、勉誠出
版

著書 古代宮都と条里 共 2006年4月 『日本の地誌8 近畿圏―
大阪府・兵庫県・京都府・
滋賀県・奈良県・和歌山県
―』(金田章裕・石川義孝
編)、朝倉書店
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海津　正倫 理学博士 著書 沖積低地ー土地条件と自然災害リスク 単 2019年 古今書院 地理学I
沖積低地の地形環境学 単 2012年 古今書院

著書 朝倉世界地理講座　大地と人間の物語・南アジア 共 2012年 朝倉書院
著書 日本の地形・中部 共 2006年 東京大学出版会

江尻　育世 修士（文学） 学術論文等 ボッティチェッリ作《ラーマ家祭壇画》―隠された肖
像の謎―

単 2020年 『京都美術史学』第1号 美術史I
美術史II

修士（情報学） 学術論文等 Messages  from portraits in the Del　Lama
Altarpiece　ｏｆ　Botticelli

単 2018年 Proceedings　of the 11th
Next－Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
Global　Workshop

laureata di Laurea
Magistrale in Storia
dell’Arte (フィレン
ツェ大学修士号相

学術論文等 ボッティチェッリ作≪柘榴の聖母≫－公的注文とし
ての円形画の聖母子像－

単 2012年 『京都美学美術史学』第11
号

その他 Le opere e i giorni: exempla virtutis favole antiche
e vita quatidiana nel racconto dei cassoni
rinascimentali

共 2015年 Masso delle fate edizioni
（展覧会図録 p. 102-109）

その他 アンナ・ビシェリア「フィレンツェの美術館コレクション
におけるルーベンスとフランドル絵画」共訳

共 2013年 『ルーベンス：栄光のアン
トワープ工房と原点のイタ
リア（展覧会図録）』

加藤　希理子 博士（文学） 学術論文等 「神と自己をめぐる問題─マイスター・エックハルトと
D. ボンヘッファーを手がかりに─」

単 2014年3月 日独文化研究所編集・発
行『文明と哲学』年報6号

宗教学（一）
宗教学（二）

学術論文等 「エックハルトにおける真理認識と自己認識を巡る
問題」

単 2011年10月 京都哲学会編集・発行『哲
学研究』第592号

学術論文等 「エックハルトにおける神と人間の関係性――
natura概念の二義性を手がかりに――」

単 2011年5月 京都大学大学院文学研究
科博士論文

著書 『ディアロゴス――手探りの中の対話――』 共 2007年3月 晃洋書房
狭川　真一 博士（文学） 著書 墓と葬送の中世 共 2007年 高志書院 考古学I

考古学II
著書 日本の中世墓 共 2009年 高志書院
著書 中世墓の考古学 単 2011年 高志書院
著書 中世石塔の考古学 共 2012年 高志書院
著書 季刊考古学―中世の納骨信仰と霊場― 第134号 共 2016年 雄山閣
著書 石塔調べのコツとツボ　図説採る撮る測るの三種の

実技
共 2017年 高志書院

著書 中世墓の終焉と石造物 共 2020年 高志書院
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辰己　勝 文学修士 著書 図説　世界の自然環境 単 2013年11月 古今書院
著書 図説　世界の地誌 共 2012年5月 古今書院
学術論文等 大学での自然地理教育の実践―教職課程におけ

る自然地理学の授業と身近な地域の調査を中心と
して―

単 2012年10月 地理教育研究№１１

その他 埋立地と液状化災害 単 2013年11月 『防災教育のすすめ－災
害事例から学ぶ－』古今
書院、所収

丹羽　結花 修士（人間・環境学） 著書 変わり続ける祇園祭　住み手と町の関わり方の一
事例として

共 2003年 『京・まちづくり史』昭和堂 社会学（一）
社会学（二）

学術論文等 京都の町家におけるコニュニケーション　招かれざ
る客

単 2004年 意匠学会「デザイン理論」
45号

学術論文等 京町家のエスノグラフィー　滅びゆく町家とともに生
きる

共 2006年 科学研究費補助金基盤研
究B「現代社会におけるシ
カゴ学派社会学の応用可
能性」研究成果報告書

大森　亜紀子 修士（教育学） 著書 翻訳（25名の共訳）「児童精神医学の基礎」
P.Berker　山中康弘監訳

共 1999 金剛出版

著書 辞書項目執筆（502名の共著）「カウンセリング辞
典」　氏原寛ほか編

共 1999 ミネルヴァ書房

久保田　裕斗 修士（人間・環境学） 学術論文等 聾学校の不登校に関する一考察：聾学校中学部教
員の意識調査に基づいて

単 2018年3月 2017年度京都大学　総合
人間学部 人間・環境学研
究科「人間形成論演習」年
次報告書

特別支援教育（一）
特別支援教育（二）

学術論文等 小学校における「共に学ぶ」実践とその論理 単 2018年9月 『ソシオゴロス』,ソシオゴロ
ス編集委員会,42号

学術論文等 小学校における「合理的配慮」の構成課程：障害児
による「再参入の手続き」を中心に

単 2019年12月 『教育社会学研究』,日本
教育社会学会,105集

鈴木　伸尚 修士（人間・環境学） 著書 教育課程のフロンティア 共 2018年9月 晃洋書房 教育課程論（二）
著書 ユーモアとしての教育論—可笑しみのある教室へ 共 2016年3月 現代書館
学術論文等 オルタナティブスクールにおける「学びの深化」に関

する一考察－箕面こどもの森学園の実践を中心に
共 2018年11月 関西教育大学第70大会

教育心理学（一）
教育心理学（二）
教育相談心理学（一）
教育相談心理学（二）

地理学II
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津本　幸雄 農学士 教育実践記録等 中学校における探究の過程を重視
した実証的な指導方の研究

単 1978 奈良県教育センター
研究紀要

著書 チョークで描いた世界地図 共 1995 奈良県国際理解教育
研究会

学術論文等 スエーデン（マルマ）の教育事情 共 1996 奈良県２９１団
その他 近畿中学校長会学校管理部報告 単 2002 近畿中学校長会
学術論文等 「奈良県が主体となる学校の

第三者評価に関する研究事業」報告書
共 2009 奈良県教育研究所

学術論文等 学校改善を推進するための学校評価の進め方 共 2009 奈良県教育研究所
西岡　尚也 修士（教育学） 著書 子どもたちへの開発教育 単著 2007年4月 ナカニシヤ出版 社会科教育法II

著書 小学生に教える「地理」 共著 2006年4月 ナカニシヤ出版
著書 開発教育のすすめ 単著 1996年5月 かもがわ出版
著書 近畿野外地理巡検 共著 1983年 古今書院
著書 アジアの何を見るか 共著 1993年 古今書院
著書 地理B指導資料 共著 1994年 実教出版
著書 アジアに強くなる75章 共著 1995年 かもがわ出版
著書 地理学の諸相 共著 1998年 大明堂
著書 大和を歩く　ひとあじちがう歴史地理探訪 共著 2000年 奈良新聞社
著書 国際理解・重要用語300の基礎知識 共著 2000年 明治図書
著書 世界の風土と人びと 共著 2000年 ナカニシヤ出版
著書 京都に強くなる75章 共著 2000年 クリエイツかもがわ
著書 人文地理学の広場 共著 2001年 大明堂
著書 新アジアに強くなる75章 共著 2003年 かもがわ出版
著書 最新地理学用語辞典 共著 2003年 大明堂
著書 続京都に強くなる75章 共著 2005年 クリエイツかもがわ
著書 近畿Ⅰ、地図で読む百年 共著 2006年 古今書院
著書 地理教育用語技能事典 共著 2006年 帝国書院
著書 京都地図絵巻 共著 2007年 古今書院
著書 地図で読み解く日本の地域変貌 共著 2008年 海青社
著書 開発教育2008　特集開発教育と市民性 共著 2008年 開発教育協会
著書 シネマ世界めぐり 共著 2009年 ナカニシヤ出版
著書 近畿を知る旅　歴史と風景 共著 2010年 ナカニシヤ出版
著書 地理教育・社会科教育の理論と実践 共著 2012年 古今書院
著書 究極の中学社会科－地理編－ 共著 2013年 日本文教出版
著書 人文地理学事典 共著 2013年 丸善出版
著書 教育格差をこえるー日本・ベトナム共同授業研究ー 共著 2015年 明石書店

著書 地理教育研究の新展開 共著 2016年 古今書院
著書 読みたくなる地図－西日本編－ 共著 2017年 海青社
著書 世界地名大辞典１（ミャンマー担当） 共著 2017年 朝倉書店
著書 47都道府県・商店街百科 共著 2019年 丸善出版

教育行政・制度論（一）
教育行政・制度論（二）
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樋口　幸三 教育学士 著書 新学校経営相談１２ヵ月第２巻
「組織の活性化を目指すマネジメント」
【74第三者評価】

共 H21.12 教育開発研究所発行
教職研修増刊

教育方法・メディア論（一）
教育方法・メディア論（二）

著書 新学校経営相談１２ヵ月第６巻
「教職員の服務と資質・能力向上」
【77学校関係者評価による学校改善】

共 H22.8 教育開発研究所発行
教職研修増刊

教育実践記録等 「奈良県が主体となる学校の第三者評価に関する
調査研究事業」報告書

共 H21.3 奈良県立教育研究所

その他 「学校アドバイザリーチームがめざすもの」 単 H19.７

H19.3

H18.5

H18.8

奈良県教育振興会「やま
と」372号
奈良県小・中学校校長会
「会報奈良」107号
県高等学校教科等研究会
「教務研究協議会」総会
大和郡山市教頭・事務職
員合同夏期研修会

その他 「学校評価からみる学校経営への参画と課題」 単 H23.3 「奈良大学教職課程報告」
2010創刊号

教育実践記録等 昭和52-53年度文部省・県教委指定研究において
「数学科の効果的な指導法」

共 S53.11 奈良県立北大和高等学校
指定研究報告書

その他 僻地教育の指導法改善（パソコンの活用等） S63.4～ 奈良県教育委員会

教育実践記録等 数学教育におけるパソコンの活用 S53.8 奈良県立情報処理教育セ
ンター教職員研修講座

その他 学習指導要領の改訂の趣旨【数学】 S63.4～ 奈良県教育委員会
その他 「子どもや保護者の心をつかむコミュニケーション実

践論」
単 H26.4～

H30.3
奈良教育大学教職大学院

増田　正子 教育学修士 学術論文等 紙芝居づくりを通して主体的に読む 単 1995.2 『実践国語研究』第１４６
号（明治図書）

国語科教育法II
国語科教材研究II

学術論文等 「風葬の教室」（山田詠美）を読む 単 1995.6 『日本文学』Vol.44（日本
文学協会）

学術論文等 「夏の葬列」（山川方夫）の読み方ー教材分析の一
方法論として

単 2001.8 『国語表現研究』第１３号
（国語表現研究会）

学術論文等 「翻案もの」の作成について－三島由紀夫「橋づく
し」の場合－

単 2006.3 『国語と教育』第３１号（大
阪教育大学国語教育学
会）

学術論文等 「カンガルー日和」（村上春樹）試論－カンガルーと
「僕」と「彼女」の隠喩的形象について－

単 2014.3 『文学・芸術・文化』第２５
巻第２号（近畿大学文芸
学部紀要）
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元根　俊孝 文学士 教育実践記録等 奈良県高等学校書道教育研究会『研究紀要』 共 2013年3月 奈良県高等学校書道教育
研究会

国語科教育法I
国語科教材研究I

教育実践記録等 奈良県立西の京高等学校地域フォーラム「課題研
究Ⅰ」2012年度学習活動報告書

共 2013年2月 奈良県立西の京高等学校

教育実践記録等 奈良県高等学校国語文化会共催　学習指導研究
会

共 2012年11月 奈良県教育委員会

山本　雅一 法学士 教育実践記録等 特別活動の指導と「教師力」 単 ２０１８年 奈良大学教職課程
教育実践記録等 社会科・公民科「授業デザイン」の基礎 単 ２０１７年 奈良大学教職課程
教育実践記録等 放課後子どもプラン推進事業報告 共 ２００８年 奈良県教育委員会
教育実践記録等 研修報告「奈良県教育の今日的課題」 共 ２００５年 奈良県高等学校等教頭協

議会
教育実践記録等 高等学校各教科等指導資料「公民編」 共 ２００２年 奈良県教育委員会
教育実践記録等 高等学校各教科等指導資料「福祉編」 共 ２００２年 奈良県教育委員会
教育実践記録等 高等学校「総合的な学習の時間」指導事例集 共 ２００２年 奈良県教育委員会

社会科教育法I（一）
社会科教育法I（二）
公民科教育法
公民科教材研究
特別活動・総合的な学習の
時間の指導法（二）


