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小林 理正 博士（文学） 学術論文等 「水のしら浪なる御有さま」考―『狭衣物語』（巻四）の本文分

析―

単 2021年12月 『待兼山論叢 文学篇』第55号（大阪大学文学会） 言語文学I（一）

言語文学II（一）

学術論文等 『狭衣物語』出典未詳表現覚書―「こゑの秋のかせは月みつこと

しきりなり」を取りあげて―

単 2021年4月 『詞林』69号（大阪大学古代中世文学研究会）

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

二木 晴美 文学修士 その他 書評「渡邊浩史著『中原中也－メディアの要請に応える詩』 単 2013年9月 『昭和文学研究』67集 近代詩歌論

学術論文等 「高校の授業における、現代詩を学ぶ意味」 単 2014年2月 『日本語学』420号（明治書院）

学術論文等 「黒田喜夫の初期詩編－『反逆』の姿勢」 単 2016年5月 『るる』3号(現代詩／詩論研究会）

発表学会 「生の中の死、死の中の生ー中原中也第二詩集『在りし日の歌』

から」

単 2016年11月 四季派学会冬季大会

その他 増補改訂デジタル版『日本近代文学大事典』「三木卓」担当 共 2022年5月 日本近代文学館

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

溝端 悠朗 博士（文学） 学術論文等 「元永元年十月二日内大臣忠通歌合考―「両判」という行事形態

をめぐって—」

単 2019年6月 『和歌文学研究』118号（和歌文学会） 国文学史II

平安文学論

学術論文等 「『奈良花林院歌合』の詠歌表現」 単 2019年12月 『日本文学研究ジャーナル』12号（古典ライブラリー）

学術論文等 「大学入学共通テスト・古文の対策と指導」 単 2021年3月 『古典文藝論叢』13号（文藝談話会）

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

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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阿久根 晋 博士（人間・環境学） 著書 「日本キリスト教歴史人名事典」 共 2020年8月 教文館 東洋史特殊講義III

著書 「潜伏キリシタン図譜 Hidden Kirishitan of Japan Illustrated」 共 2021年1月 かまくら春秋社

著書 「洋学史研究事典」 共 2021年9月 思文閣出版

著書 「Interactions between Rivals: The Christian Mission and

Buddhist Sects in Japan during the Portuguese Presence

(c.1549-c.1647)」

共 2022年3月 Peter Lang

飯田 祥子 博士（歴史学） 著書 両漢交替期研究 共 2014年12月 名古屋中国古代史研究会

学術論文等 建武王公考 単 2021年3月 『東洋史苑』92・93号合併号（龍谷大学東洋史研究会）

学術論文等 五一広場東漢簡牘の上行文書に関する基礎的整理 単 2021年3月 『龍谷史壇』151・152号（龍谷史学会）

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

黒瀬 にな 博士（法学） 著書 法制史学会70周年記念若手論文集 身分と経済 共 2019年12月 慈学社出版 日本史基礎講義IV

学術論文等 鎌倉時代の本所裁判・公家裁判を中心とした手続形成と規範認識

に関する研究

単 2019年3月 東北大学

学術論文等 日本中世訴訟研究における「属縁主義」：学説史と展望 単 2020年4月 『歴史』134輯（東北史学会）

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

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

東洋史特殊講義II

外国史I
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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「ふるまい」の意味についてー『山科家礼記』・『言国卿

記』を中心に－

単 2022年3月 『立命館文学』677号

学術論文等 中世後期の京都社会における酒の消費ｰ『山科家礼記』を中心に－ 単 2022年2月 『花園史学』42号

学術論文等 中世後期の「酒屋・土倉」と室町幕府 単 2022年2月 『日本史研究』714号

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

杉山 雅樹 博士（文学） 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

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 名著で読む世界史120 共 2016年11月 山川出版社

著書 都市からひもとく西アジア 共 2021年12月 勉誠出版

学術論文等 「『ティムールのワクフ文書』再考」 単 2022年3月 『AA研ジャーナル別冊1. サファヴィー朝祖廟と廟不動産目

録：財の運営から見るイスラーム聖者廟』、東京外国語大

学

学術論文等 「『天国の諸庭園（Rawdāt al-Jannāt ）』の写本と未校訂箇所の研

究」

単 2022年3月 『アジア・アフリカ言語文化研究（AA研ジャーナル）』第

103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

東洋史基礎講義IV

東洋史基礎講義V
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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 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

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

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

学術論文等 高麗開泰寺考 単 2021年10月 『朝鮮史研究会論文集』第59集、朝鮮史研究会

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』23－４ 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』74

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』573

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

学術論文等 北和城南古墳出土品の研究（皇陵盗掘事件に関する部分担当） 共 2018年6月 由良大和古代文化研究協会『研究紀要』22

著書 谷三山 師の師たる人（前部重厚の部分担当） 共 2022年3月 奈良県立大学ユーラシア研究センター編 京阪奈情報教育

出版

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
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

日本史特殊講義VII
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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

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）

古関 大樹 博士（学術） 著書 近畿地方の旧公図の成り立ちに関する調査研究 共 2019年 日本土地家屋調査士会連合会研究所 歴史地理学

学術論文等 兵庫県の地籍編製地籍地図 -全国に先駆けて地籍編製事業が展開

した地域-

単 2019年 岡山理科大

学術論文等 昭和30～40年代の旧公図の複製図に関する研究（1） 京都府の

奈良正図

単 2019年 金融財政事情研究会

学術論文等 昭和30～40年代の旧公図の複製図に関する研究（2） 和歌山県

の旧公図の成り立ちとその複製図

単 2019年 金融財政事情研究会

学術論文等 昭和30～40年代の旧公図の複製図に関する研究（3） 和歌山県

の旧公図の成り立ちとその複製図

単 2019年 金融財政事情研究会

高田 将志 理学修士（東京大学） 著書 奈良盆地ー水環境をめぐる問題 単 2022年 『地図で読み解く奈良』かもがわ出版 地理学特殊講義（一）

著書 春日山原始林とその周辺の地形・地質―森林の変化にかかわる要

因は何か

共 2013年 『世界遺産 春日山原始林 ー照葉樹林とシカをめぐる生

態と文化ー』
災害地理学（一）

著書 近畿の活断層ー分布図と資料 共 2000年 『近畿の活断層』東京大学出版会

著書 山の地図と地形 共 1996年 山と渓谷社

学術論文等 Latest pleistocene to holocene alluvial basin construction:An

example from the Nara Basin,central Japan.

共 2017年 Quaternary International

学術論文等  Electron Spin Resonance Signals of Quartz in Present-day River

Bed Sediments and Possible Source Rocks in the Kizu River

Basin, Western Japan

共 2016年 Geochronometria

学術論文等 和歌山県の河川における面源汚染の実態 共 2015年 E-Journal GEO

学術論文等 Multiple approaches to date Japanese marker tephras using

optical and ESR methods.

共 2015年 Quaternary Geochronology

学術論文等 ESR dating of fossil shells in the Lutzow-Holm Bay region, East

Antarctica.

共 2003年 Quaternary Science Review

土屋 純 博士（地理学） 著書 地理学で読み解く流通と消費 単 2022年7月 ベレ出版 経済地理学

著書 経済地理学への招待 共 2020年6月 ミネルヴァ書房

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

地理学特殊講義（十一）

地誌学I
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根田 克彦 博士（理学） 筑波大学 著書 都市空間の見方・考え方 共 2013年6月 古今書院

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

岡田 文男 博士（学術） 著書 海岱考古 共 2013年10月 科学出版社 保存科学特殊講義（三）

著書 漆工辞典 共 2012年1月 角川学芸出版

著書 生産と技術の考古学 共 2008年5月 朝倉書店

著書 縄文時代の考古学6 ものづくり 道具製作の技術と組織 共 2007年8月 同成社

著書 暮らしと生業 共 2005年10月 岩波書店

著書 絹文化財の世界 共 2005年10月 角川学芸出版

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 古代出土漆器の研究 : 顕微鏡で探る材質と技法 単 1995年5月 京都書院

学術論文等 根津美術館所蔵「楼閣人物螺鈿手箱」考 ー箱の構造と下地の材

質ー

単 2022年3月 根津美術館紀要『此君』13号

学術論文等 国宝中尊寺金色堂における壁面の漆塗膜調査報告 単 2021年3月 漆工史

学術論文等 安福寺蔵漆棺片考 : AMS¹⁴C年代測定・制作技法・部位 単 2021年3月 国立歴史民俗博物館研究報告225集

学術論文等 A scientific investigation of lacquer ware incised KaoGong:

Excavated from barrow No.7, Tsaram Xiongnu cemetery

単
2020年7月 Asian Archaeology3-1-2

学術論文等 大神神社に伝来する乾漆片の塗膜調査 単 2020年3月 漆工史42号

学術論文等 平等院鳳凰堂須弥壇・格子戸における漆塗膜調査 単 2019年3月 鳳翔学叢15

学術論文等 鳳凰堂中堂板扉外面の当初塗膜断面分析結果 単 2019年3月 国宝平等院鳳凰堂平成修理報告書

学術論文等 文化財漆工品を観察する 単 2019年3月 塗装技術58(3) 

学術論文等 皇南大塚出土漆器の塗装調査 共 2009年9月 文化財誌 42巻3号

学術論文等 宋代の犀皮と剔犀 : 塗装構造の比較 単 2018年5月 國華123(10)

学術論文等 正倉院宝物特別調査 麻調査報告 共 2018年3月 正倉院紀要40号

学術論文等 金海大成洞 88 号墳出土漆塗膜の分析 共 2018年 保存科学誌34(1)

学術論文等 顕微鏡による唐物漆器の塗膜分析 単 2017年 塗装工学52－3

学術論文等 東大寺二月堂修二会に用いられた木鉢（飯器）の材質・構造より

みた制作年代

単
2014年11月 漆工史37号

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）

都市地理学

地理学特殊講義（三）
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寺沢 薫 文学士 著書 弥生国家論－国家はこうして生まれた－ 単 2021年10月 敬文舎 考古学特殊講義（四）

著書 八尾市史（考古編2） 共 2020年7月 八尾市

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』第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月 『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

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
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三宅 久雄 文学修士 その他 「正倉院の宝物シリーズ第1集」解 説 単 2015年1月 郵趣サービス社 美術史特殊講義（二）

学術論文等 正倉院宝物の「除物」出蔵文書をめ ぐる諸問題 単 2013年3月 『文化財学報』31

学術論文等 六波羅蜜寺地蔵菩薩像と運慶建立 の地蔵十輪院 単 2010年2月 『美術史論集』10

著書 正倉院美術館 共 2009年11月 講談社

宮崎 もも 博士（文学）
学術論文等 酒井抱一の浮世絵制作の背景ー「文読む美人図」（太田記念美術

館蔵）をめぐってー

単 2021年 『大和文華』139号
美術史特殊講義（四）

著書 江戸琳派 花鳥風月をめでる 単 2018年5月 パイ・インターナショナル

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

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）

著書 戸惑いの帰趨―観光開発とのかかわりあいから考える 共 2022年3月 栗本英世他編『かかわりあいの人類学』大阪大学出版会

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

著書 家庭の意義と機能 共 2016年 『保育実践と家庭支援論』勁草書房
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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

出田 和久 文学修士
著書 奈良盆地の条里・条坊史料とGIS利用の可能性―「奈良盆地歴史地

理データベース」を事例に―

共 2018年7月 海老澤衷編『中世荘園村落の環境歴史学 東大寺領美濃国

大井荘の研究』、吉川弘文館
地誌学II

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

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

学術論文等 ウズベキスタンの都城遺跡を探る 単 2003年3月 『シルクロード学研究』vol.17

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

著書 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

著書 海面上昇とアジアの海岸 共 2001年 古今書院

著書 湿潤熱帯環境 共 1995年 朝倉書店

学術論文等 論文多数（https://geog-u.sakura.ne.jp/index.htmlを参照）
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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

学術論文等 ボンヘッファーにおけるこの世的な愛と共同的生──『ボンヘ

ファー/マリーア──婚約者との往復書簡』を通して

単 2016年6月 日本ボンヘッファー研究会発行『ボンヘッファー研究』No.

32

学術論文等 〈無宗教的な〉キリスト教と他者への責任――ボンヘッファーと

バルトをつなぐもの――

単 2020年9月 関西バルト・ボンヘッファー研究会編『15周年記念誌』

学術論文等 ボンヘッファーにおけるキリスト論と自他関係 単 2022年3月 日独文化研究所編集・発行『文明と哲学』年報14号

狭川 真一 博士（文学） 著書 墓と葬送の中世 共 2007年 高志書院

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

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

平川 佳世 博士（文学） 著書 『日本の表装と修理』 共 2020年4月 勉誠出版 美術史I

美術史II

学術論文等 「ドイツ人画家と銅板油彩画－アダム・エルスハイマーを中心

に」

単 2021年3月 明治学院大学言語文化研究所『言語文化』38

学術論文等 「前近代の美術と社会：工房、組合、市場、政治」 単 2020年9月 『西洋美術研究』20

飯田 香織 社会学博士 著書 『臨床心理士のための基本104冊』 共 2005年6月 創元社

学術論文等 「文部科学省 平成29年度いじめ対策・不登校支援等推進事業

報告書 スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー

の常勤化に向けた調査研究」

共 2018年3月 文部科学省調査研究

学術論文等 「子どものいろいろな行動をトラウマという眼鏡を通して理解す

る」～トラウマインフォームド・ケア～

共 2020年10月 栗東市立教育研究所「教育研究所だより 第82号、第83

号」

笠置 慎一 修士（経営学） 教育実践記録等 学校の情報化推進のためのネットワーク活用方法研究開発事業

ネットワーク活用教育研究発表会

共 2000年11月 奈良県立登美ケ丘高等学校（文部省指定研究） 教育方法・メディア論（一）

教育方法・メディア論（二）

教育実践記録等 情報ネットワークシステムの共同研究 共 2001年3月 平成12年度研究集録（奈良県教育委員会指定研究員）

地理学II

教育相談心理学（一）

教育相談心理学（二）

考古学I

考古学II
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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

辻 寛司 文学士 教育実践記録等 学校経営研修の在り方と新しい教育課題への対応 共 1998年3月 奈良県立教育研究所

教育実践記録等 「生きる力」をはぐくむ学校経営 ー教員の資質能力の向上をめ

ざしてー

共 1999年3月 奈良県立教育研究所

教育実践記録等 ２１世紀を見据えた学校経営研修の在り方 共 2000年3月 奈良県立教育研究所

教育実践記録等 まほろば創生なら教育特区について 共 2004年3月 奈良県教育委員会

教育実践記録等 聾学校教育と特別支援学校 共 2005年2月 奈良県高等学校⾧協会

教育実践記録等 「生きる力」について 共 2011年7月 奈良県高等学校PTA協議会

教育実践記録等 教師力と学校力 共 2014年3月 奈良大学教職課程

教育実践記録等 進路指導からキャリア教育への質的転換 共 2015年3月 奈良大学教職課程

教育実践記録等 教職課程教育に携わって 共 2016年3月 奈良大学教職課程

西岡 尚也 修士（教育学） 著書 子どもたちへの開発教育 単 2007年4月 ナカニシヤ出版 社会科教育法II（一）

著書 小学生に教える「地理」 共 2006年4月 ナカニシヤ出版 社会科教育法II（二）

著書 開発教育のすすめ 単 1996年5月 かもがわ出版

著書 近畿野外地理巡検 共 1983年 古今書院

著書 アジアの何を見るか 共 1993年 古今書院

著書 地理B指導資料 共 1994年 実教出版

著書 アジアに強くなる75章 共 1995年 かもがわ出版

著書 地理学の諸相 共 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 2000年 奈良新聞社

著書 国際理解・重要用語300の基礎知識 共 2000年 明治図書

著書 世界の風土と人びと 共 2000年 ナカニシヤ出版

著書 京都に強くなる75章 共 2000年 クリエイツかもがわ

著書 人文地理学の広場 共 2001年 大明堂

著書 新アジアに強くなる75章 共 2003年 かもがわ出版

著書 最新地理学用語辞典 共 2003年 大明堂

著書 続京都に強くなる75章 共 2005年 クリエイツかもがわ

著書 近畿Ⅰ、地図で読む百年 共 2006年 古今書院

著書 地理教育用語技能事典 共 2006年 帝国書院

著書 京都地図絵巻 共 2007年 古今書院

著書 地図で読み解く日本の地域変貌 共 2008年 海青社

著書 開発教育2008 特集開発教育と市民性 共 2008年 開発教育協会

教育課程論（一）

教育実習指導（一）（二）

教職実践演習（中・高）

教育学（二）
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著書 シネマ世界めぐり 共 2009年 ナカニシヤ出版

著書 近畿を知る旅 歴史と風景 共 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 2012年 古今書院

著書 究極の中学社会科－地理編－ 共 2013年 日本文教出版

著書 人文地理学事典 共 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 2015年 明石書店

著書 地理教育研究の新展開 共 2016年 古今書院

著書 読みたくなる地図－西日本編－ 共 2017年 海青社

著書 世界地名大辞典１（ミャンマー担当） 共 2017年 朝倉書店

著書 47都道府県・商店街百科 共 2019年 丸善出版

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年2月 『実践国語研究』第１４６号（明治図書）

学術論文等 「風葬の教室」（山田詠美）を読む 単 1995年6月 『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年8月 『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年3月 『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年3月 『文学・芸術・文化』第２５巻第２号（近畿大学文芸学部

紀要）

武藤 百合 人間・環境学博士 著書 心理臨床における個と集団 共 2007年3月 創元社
著書 身体の病と心理臨床 共 2009年3月 創元社

著書 出会い直しの教育 不登校をともに生きる 共 2013年9月 ミネルヴァ書房

元根 俊孝 文学士
教育実践記録等 「総合的な学習（探究）の時間」の一考察 －授業づくりのため

の基本的視座－

単 2022年2月 奈良大学『教職課程報告』第13号 国語科教育法I

国語科教材研究I

教育実践記録等 「特別活動の指導法」の学びにおける一考察 単 2018年3月 奈良大学『教職課程報告』8号

教育実践記録等 「国語科教育法Ⅰ」等の学びにおける一考察 単 2017年9月 奈良大学『教職課程報告』第7号

その他 龍谷大学学術講演会にて講演『教室の中の文学史』･･･「寄り添

う」レジュメ

単 2013年10月 龍谷大学 龍谷学会

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

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」201１年

度、2012年度学習活動報告書

共 2012年2月

～2013年2月

奈良県立西の京高等学校

その他 奈良県立西の京高等学校における特別活動充実への取り組み 単 2011年4月

～2013年3月

西の京高等学校「学校経営目標と経営戦略」「学校経営グ

ランドデザイン」

育友会季刊誌『忍冬』

教育実践記録等 互いが学び合い、互いが育ち合う教育活動 地域連携を大切にす

る取り組み－

単 2011年8月 全国高等学校⾧協会教育課題検討委員会

教育実践記録等 「知的障害児校における特別支援教育の在り方について」レジュ

メ

単 2010年8月 近畿特別支援学校⾧会

「近畿特別支援学校⾧会代表者会夏季研修会」

その他 目の前の子供たちの成⾧と幸せのために 単 2009年7月

2009年11月

2010年3月

県立大淀養護学校  育友会報『おおよど』

その他 「平成21年度初任者研修研修講座」レジュメ 単 2009年6月 奈良県立教育研究所「初任者研修」（奈良県立大淀養護学

校）

国語科教育法II

国語科教材研究II

教育心理学（一）

教育心理学（二）



種 類 名 称
単、

共の別
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

その他 奈良県立大淀養護学校における特別活動充実への取り組み 単 2009年4月

～2011年3月

大淀養護学校「本校の学校経営目標及び経営戦略」「＜社

会参加と自立＞ひとりだち」

「12年間のつながり 授業内容とねらい」

育友会誌『おおよど』

教育実践記録等 「特別支援学校化への取り組み」レジュメ 単 2008年2月 近畿盲学校教頭会「近畿盲学校教養研究協議会」

教育実践記録等 これからの学校評価のあり方 単 2007年3月 奈良県立教育研究所

『研究紀要』第14号

その他 ｢学校評価｣マニュアル 共 2006年3月 奈良県教育委員会

奈良県立教育研究所

その他 「公務員に求められる人権感覚」レジュメ 単 2005年11月 奈良県警察学校「巡査⾧任用課教養研修」

教育実践記録等 主体的な参加を促す初任者研修の設定 単 2000年3月 奈良県立教育研究所

研究紀要

教育実践記録等 「その他特に必要な教科『探究』と国語科」 共 1999年3月 明治書院

高校国語教育

  －21世紀の新方向－

教育実践記録等 新教育課程にどう対応するのか 単 1999年3月 小学館 『高校教育展望』

教育実践記録等 指定校に学ぶ 単 1998年8月 文部省 中等教育資料

教育実践記録等 ものの見方、感じ方、考え方を深める古文指導 単 1994年11月 奈良県教育委員会、奈良県高等学校国語文化会共催 平成

６年度奈良県教育課程講習会及び教育課程研究集会

教育実践記録等 新しい学力観に立つ評価の工夫 単 1993年11月 奈良県教育委員会、奈良県高等学校国語文化会共催 平成5

年度教育課程講習会

教育実践記録等 『伊勢物語』筒井筒をとおして

－音声言語の観点から－

単 1989年11月 奈良県教育委員会、奈良県高等学校国語文化会共催 平成

元年度学習指導研究会

山本 雅一 法学士 教育実践記録等 総合的な学習の時間における探究的な学習～考えるための技法

（思考スキル）と思考ツールの活用～

単 ２０２２年 奈良大学教職課程

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）

教職実践演習（中・高）


