


　本学は明治 15 年の創立以来、日本人が古くから持ち続けてきた「道義心」や「思

いやり」「感謝する心」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、神職を輩出して参りました。

　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「知

（地）の拠点」としての機能充実が求められています。

　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。なお今後、昨年文科省より採

択された「地（知）の拠点整備事業」（大学 COC 事業）による研究開発推進センター

におけるプロジェクト研究を充実して参ります。

　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、地方創成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 27 年 10 月

ま え が き
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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 国書逸文研究会／神道史学会／日本書紀研究会／日本歴史学会／文化史学会

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

　神宮崇敬会第 35回神恩感謝祭講演 「神宮式年遷宮諸祭・行事」平成 24年 5月 22日　於神宮会館
　近鉄文化サロン阿倍野講座「伊勢神宮と「天衣」伝承」 平成 25年 5月 18日、於近鉄文化サロン阿倍野
　みえアカデミックセミナー「節旗（せっき）」考　 平成 25年 7月 13日、三重県総合文化センター

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

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
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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

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

　「難波から伊勢への古社」／「宗教学から見た式年遷宮」／「神仏習合と神仏分離」／「神道文化と日本酒」／「日本の
神道と現代日本人の宗教意識」／「神道と仏教　－宗門改め－」／「神道と仏教　－神仏分離－」／「神道と仏教　－天
台宗 ･真言宗と神道－」／「神道と仏教　－浄土系諸宗（浄土宗・真宗・時宗）と神道－」／「神道と仏教　－禅宗・日
蓮宗と神道－」／「神道と仏教　－八幡大神と仏教－」／「神道と仏教　－初期の神仏習合－」／「神道と仏教　－神宮
寺－」／「神道と仏教　－寺院にまつられる神々－」「神道と仏教　－本地垂迹説－」「神道と仏教　－権現と本地仏－」「神
道と仏教　－神前読経－」「神道と道教・仏教」／「神仏分離の諸相 1 江戸時代の神道家による仏教批判」／「神仏分離の
諸相 2 神仏分離令とその全国への波及」／「神仏分離の諸相 3 近畿地方と伊勢地方における神仏分離」／「神仏分離の諸
相　－神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離－」／「伊勢における神仏習合と神仏分離　－伊勢・外宮と仏教－」／「伊勢
における神仏習合と神仏分離　－伊勢・内宮と仏教－」／「神道と仏教　－住吉大社－」／「神道と仏教　－奈良の諸社（大
神神社と談山神社）－」／「神道と仏教　－賀茂神社（上・下）－」／「石上神社と内山永久寺」／「北野天満宮におけ
る神仏習合と神仏分離」／「石清水八幡宮における神仏習合と神仏分離」「八坂神社における神道と仏教」／「松尾大社に
おける神仏習合と神仏分離」／「太宰府天満宮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」／「神
道と仏教　－奈良の諸寺院（東大寺と興福寺）－」／「神道と仏教　－奈良の諸寺院（薬師寺ほか）－」／「神道と仏教
－比叡山と日吉大社－」／「高野山における神仏関係」／「那智における神道と仏教」／「吉野における神仏習合と神仏分離」／
「生駒山における神仏習合」／「伏見稲荷における神仏習合」／「西大寺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」／「竹生島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」

社会活動（学外委員等）

　神道史学会委員（平成14年 6月～現在に至る）／日本宗教学会評議員（平成13年 9月～現在に至る）・事（平成 25年
9月～現在に至る）／東アジア仏教研究会編集委員（平成15年 5月～現在に至る）／神社本庁参与／神社本庁教学委員／
文化庁「平成 25 年度宗教法人等の運営に係る調査業務」に関する技術専門委員／三重県学生バレーボール連盟理事・
監事

社会活動（調査・研究等）

　社寺における神仏分離調査（身延山久遠寺・永平寺・宇佐八幡宮・石清水八幡宮・筥崎宮・若狭神宮寺・気比大社・八坂庚申・
伏見庚申・日吉大社・春日大社・赤山禅院・御霊神社・生国魂神社・伊勢神宮（外宮と内宮）・住吉大社・大神神社・談山神社・
上賀茂神社・下鴨神社・石上神宮・内山永久寺跡・北野天満宮・八坂神社・松尾大社・太宰府天満宮・厳島神社・東大寺・
手向山八幡宮・興福寺・薬師寺・法隆寺・比叡山延暦寺・高野山金剛峰寺・那智大社・青岸渡寺・金峰山寺・生駒山・伏
見稲荷・西大寺・白山・竹生島・醍醐寺等）／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（北京市・
河北省・山東省・河南省・山西省）／伊勢における寺院・神祠の景観変化に関する歴史的研究

連携事業等へのメッセージ

－ 6 －



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

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
高校「倫理」「現代社会」の教科教育法、公共道徳のあり方等について考える

講演活動実績

　関東管区警察学校／名古屋商工会議所／警察大学校／陸上自衛隊幹部学校／海上自衛隊幹部学校／陸上自衛隊施設学校／
海上自衛隊幹部候補生学校／日本郷友連盟／実例法務研究会／東京都高等学校公民科研究会／岐阜県高等学校教育研究会／
新潟県高等学校教育研究会／シリウス企業倫理研究会／名古屋青年会議所サマーフォーラム／日本青年会議所全国大会／
秋田県曹洞宗青年会／明治神宮至誠館武学講座／佐賀県立佐賀城本丸歴史館／全日本剣道連盟創造文化講演会／長野県総
合教育センター　など

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　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

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

　館友会長崎県支部講演会
　神社本庁正階講習会
　四国４県青年神職協議会研修会における講演
　皇學館大学湊川神社共催日本文化講演会
　館友会岡山県支部講演会
　神社本庁中堅神職講習会
　近鉄アベノ文化サロンカルチャー講座
　愛媛県神職研修会における講演

社会活動（学外委員等）

　伊勢市民憲章協議会委員（平成 16年 4月～現在に至る）
　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 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

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／神道青年全国協
議会夏期セミナー／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

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 3年 5月～現在に至る）
　鈴屋学会会計監査（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 5日～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。
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所　　　属 文学部　神道学科　助教

氏　　　名 木村　徳宏

専 門 分 野 神道学／神道史／神道思想史／神道祭祀／神社祭式／祝詞／神社有職／
衣紋道

所 属 学 会 神道史学会／神道宗教学会／日本宗教学会／日本思想史学会／明治聖徳記念学会／
鈴屋学会／財団法人無窮会

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
神社実務教育
地域社会活動

神道・神宮・神社・日本文化に関する各種講演会講師
現任神職に対する各種講演会・研修会の講師
雅楽を通した地域社会への貢献、および伝統文化の教育振興・普及活動

講演活動実績

　「祭りと伝統」神宮の祭祀・儀礼－三節祭－（平成 21年８月 22日、近鉄文化サロン阿倍野）／「祭りと伝統」神宮の
祭祀・儀礼－式年遷宮－（平成 21年９月 19日、近鉄文化サロン阿倍野）／神道と暦（平成 22年８月７日、滋賀県神道
青年会教養研修会）／歴史でひもとく土山と田村神社（平成 24年５月６日、甲賀市土山歴史民俗資料館「田村神社の社宝展」
記念講演会）／伊勢神宮苦難の時代－神宮式年遷宮の中絶と再興－（平成 25年６月 15日、近鉄文化サロン阿倍野）／お
伊勢さんのご遷宮（平成 25年７月 20日、三重県川越町主催「歴史教室」）／神宮式年遷宮の歴史と祭祀（平成 25年７
月 31日、岐阜県神社庁岐阜地区神社関係者大会・国民精神昂揚運動合同研修会／平成 25年８月２日、岐阜県神社庁飛騨
地区神社関係者大会・国民精神昂揚運動合同研修会）／神道の作法と伝統－拝と拍手－（平成 25年 10月 19日、近鉄文
化サロン阿倍野特別講座）／伊勢の神宮と式年遷宮（平成 25年８月 24日、仏教看護・ビハーラ学会第９回年次大会記念
講話）／伊勢の神宮と元伊勢（平成 25年 9月 17日、滋賀県神社庁神職研修会）／お伊勢さんの式年遷宮（平成 26年 2
月 8日、三重県高等学校茶道研修）／神社本庁正階基礎研修（神社祭式・神社有職）講師（平成 25年 1月 23 日・平成
25年 6月 10日・平成 25年 6月 14日・平成 26年 1月 25～ 26日）

社会活動（学外委員等）

　神道史学会委員（平成 19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）

社会活動（調査・研究等）

＊地域の博物館・郷土歴史民俗資料館・公民館・教育委員会などと連携し、神社を通した地域の歴史・文化の啓蒙のため、
　各種講演会の講師を務めてきたほか、企画展のプランニング等について助言・協力を行ってきた。
＊一般市民、児童・生徒を対象とする雅楽の公演会・イベント・体験型授業を通じ、地域社会の活性化や伝統文化教育に
　貢献すると共に、雅楽の歴史や魅力を発信することにより、伝統文化・日本文化の啓蒙・普及活動を行ってきた。

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　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

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

　古代文学にとって今何が問題か－「万葉集」の場合－／大伯皇女／聖武天皇東国行幸と万葉集／万葉集、額田王と大海
人皇子の贈答歌／宣長と大和／日本書紀の神話／住吉大社と万葉集－遣唐使関係歌を中心として－／日本書紀の熊野－神
代から神武天皇即位まで－／花の窟とお綱掛け神事 /名張と万葉集／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

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）
　万葉文化館友の会理事（平成 24年 4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世界遺産への登録を支援しています。
また「万葉文化館友の会」理事を務め、万葉文化館の活動を支援しています。／熊野についても関心があります。平成 24
年 12月にはみえ熊野学地域巡回講座（尾鷲市）の講師を務めました。
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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／
日本道教學會／解釈学会

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

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
　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）

　伊勢市地方創生有識者会議委員長（平成 27年 6月４日～現在に至る）
　鳥羽市総合計画審議会長（平成 24年 7月 17日～平成 26年 9月 30日）
　伊勢志摩定住自立圏ビジョン懇談会会長（平成 25年 12月４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 髙倉　一紀

専 門 分 野 近世学芸史／書誌学

所 属 学 会 鈴屋学会／日本近世文学会／日本図書館文化史研究会

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 歴史的文化資源を活用した地域振興。

講演活動実績

　本居宣長と近世出版文化／歴史的資料の組織化にあたって ： 近世板本の特徴と書誌データの標準化／国学への招待 ： 
佐々木弘綱／伴信友 ： その人と学問／名張藤堂家の学芸 ： 名張文化と鎌田梁洲／宣長から土満、そして大平へ ： 宣長学の
受容と展開／“宣長学”の発信（宣長十講）／つなぐ力 ： 市民の図書館とボランティアの今を考える／子どもと本をつな
ぐ人 ： つなぎ手としてのポリシー／竹斎と文蔵の近代 ： 射和と仙台、二つの文庫は何をめざしたのか！／図書館の再発見 
： 射和文庫「民学の灯火」／本居宣長の「遺言書」と二つの墓所／学校図書館の推進力：教諭・司書・ボランティアの立
ち位置／知恵と癒しの拠点づくり／図書館と学びの力／図書館の明日を考える／図書館の無料原則を考える／本と子ども
をつなぐために／秋成と宣長 ： 「古事記伝兵衛」の立場から　／図書館と学びの力／住吉御文庫と大阪の出版文化／射和文
庫（羽田八幡宮文庫フォーラム）／『古事記伝』の読み方 ： 飯高の大平門人“堀内広城”の事例から／初瀬街道の旅人 ： 
松阪から名張へ／随筆『阿漕雲雀』を読み解く：江戸時代、津の人と風土／図書館文化のふるさと松阪：射和文庫からの
再出発／伊賀市の新図書館を考える：市民の図書館をめざして／川喜田半泥子のルーツを探る／岐路に立つ公共図書館／
不易流行：図書館の役割と賑わいの創出

社会活動（学外委員等）

　鈴屋学会代表委員（平成 26年４月～現在に至る）
　三重県立図書館協議会委員（平成 22年 9月～現在に至る）
　伊勢市図書館協議会委員長（平成 18年 7月～現在に至る）
　伊賀市図書館協議会委員長（平成 25年 8月～現在に至る）
　津市子ども読書活動推進会議副委員長（平成 26年 5月～現在に至る）
　松阪市文化財保護審議会委員（平成 19年 4月～現在に至る）
　津市文化財保護審議会委員（平成 18年 10月～現在に至る）
　桑名市文化財保護審議会委員（平成 19年 4月～現在に至る）
　松浦武四郎生誕地整備検討委員会委員（平成 19年 11月～現在に至る）
　名張市史編纂委員（平成 14年 4月～現在に至る）
　松阪市長谷川家資料調査委員会委員（平成 19年 5月～現在に至る）
　名張市文化財調査会委員（平成 2年 10月～現在に至る）
　第二次名張市子ども読書活動推進計画評議委員会アドバイザー（平成 26年 4月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　射和文庫資料調査
　松阪中万町竹口家資料調査
　松阪中万町中井家資料調査
　石水博物館蔵川喜田家歴史資料調査
　桑名鎮国守国神社蔵松平家関係資料調査
　松阪長谷川家の資料調査

連携事業等へのメッセージ

　地域の人々と図書館や資料館等との協働、歴史的文化資源を活用しての地域振興に関心をもっています。
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所　　　属 文学部　国文学科　教授

氏　　　名 深津　睦夫

専 門 分 野 日本中世文学

所 属 学 会 中古文学会／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

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

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）

　特記事項なし

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

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

地域づくり・公共政策
iPad/iPhone/Android アプリ「伊勢ぶらり」の開発／伊勢しんみち商店街ビブリオバトルの開催／
みえの学力向上県民運動「高校生ビブリオバトル倉田山決戦 2013」の運営／ビブリオバトル＠ホ
ンツヅキの開催／ビブリオバトル in MieMu の開催／みえの学力向上県民運動「高校生ビブリオバ
トル三重決戦 2014」の運営／まつさかビブリオバトルの運営

講演活動実績

　「私」の文学資料から「公」の文学資料へ／東近江市立図書館／文学、あります：読書・まちなか・記憶／パネルディスカッション「MLA 
とまちづくり」：MLA 連携を考える／日本近代文学館が設立された頃の話：今から半世紀くらい前に文学資料の未来を考えていた人々がそ
の頃にいったい何をしていたのか／絵地図等に現在地を表示して町歩きを支援するアプリ「伊勢ぶらり」活用ワークショップ事前検討会／
ビブリオバトル／小布施と伊勢／お散歩活動と電子メディアを活用したまちおこし／「お散歩」ワークショップ報告／『伊勢ぶらり』に見
るMALUI 連携／「伊勢ぶらり」にプロジェクトに期待したこと／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／「Librayr 
of the Year 2012」大賞受賞の意義とその後の動向／田原市「お散歩 e 本」：公共図書館と大学連携による地域紹介電子書籍作成の試み／
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／大学でビブリオバトルに取り組むということ／ディスカッション「文学のドキュ
メンテーションと文学館」／文学館の成立過程と現在の状況／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／
図書館総合展の地方展開が拓く可能性：これまでとこれから／ビブリオバトルの普及状況と図書館での活用について／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：学校図書館や授業での導入方法と実践体験／すばらしき伊勢うどんの世界／大学図書館におけるビ
ブリオバトルの導入と展開：“伝える力”を鍛えるビブリオバトル体験／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：図書館への導入・普及とこれからの可能性／KIRA KIRA EMA!：現代の祈りのカタチを
考える／学校図書館でビブリオバトルをしてみたらどうなった？／文学館活動に期待されるもの：文化情報資源の活用を考えるために／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／
ビブリオバトルとコミュニティ・メディアのこれから／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

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（Web 委員会委員）（平成 22年４月～現在に至る）
　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（平成 23年３月～現在に至る）
　情報メディア学会理事（研究会委員）（平成 24年７月～現在に至る）
　昭和文学会編集委員会委員（平成 25年６月～平成 27年５月）
　ビブリオバトル普及委員会理事兼東海地区代表（平成 25年６月～現在に至る）
　ビブリオバトル普及委員会代表（平成 27年６月～現在に至る）

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（平成 23年７月～現在に至る）

連携事業等へのメッセージ

　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。具体的には、文学館と呼ばれる文学資料の専門的なアーカイブ施
設の特徴をはじめとして、文学資料の生産・流通・保存・活用のプロセス、文学研究者の情報探索行動、文学の世界に触れるための読
書環境の整備などです。特に、地域に根ざす図書館活動の在り方を考えるなかで、地域社会に残されてきたさまざまな文学情報を収集・
活用するため、まちなかの文学的な場所の情報を集めた文学地図の作成や、文学散歩・まちあるきなどのテーマについて研究しています。
その成果のひとつとして、「伊勢ぶらり」というアプリの製作にも関わっています。
　また、ビブリオバトル普及委員会にも所属しており、本を活用したコミュニティづくりの形成にも関心を持っています。平成 25年度
からはビブリオバトル普及委員会の理事に就任しており、特に三重県内での普及活動に力を入れています。平成 25年度には三重県教育
委員会と連携し、みえの学力向上県民運動「高校生ビブリオバトル倉田山決戦 2013」を、平成 26年度には「高校生ビブリオバトル三
重決戦 2014」を開催しました。初代代表の谷口忠大氏に代わり、平成 27年 6月よりビブリオバトル普及委員会の代表に就任しました。
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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

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）

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～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 中川　照将

専 門 分 野 平安文学

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

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

　むかしの“なぞなぞ”
　大学で文学を学ぶということ
　『源氏物語』は、いつ、誰によってつくられたのか？
　『源氏物語』と伊勢
　いろいろな桃太郎
　『源氏物語』の世界を旅する

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。たとえば、『源氏物語』という作品は、1000 年ごろに紫式部によっ
て作られたことが知られていますが、紫式部が書いた『源氏物語』は残されていません。現在わたしたちが読んでいる『源
氏物語』というのは、後の人間が紫式部が書いたであろう『源氏物語』を復元したものにすぎません。『源氏物語』という
一つの作品が、それぞれの時代の人々が思い描く「紫式部像」とともに変化し、現在へといたっている。こうした作品変
容の歴史は、〝正しさ〟というものが極めて主観的なものであり、絶対的なものではないということを教えてくれるものな
のです。
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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

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

　四日市中日文化センター： 「講座・『三国志』を読む」（平成 20年 4月 1日 8～平成 23年 9月 17日）
　近鉄文化サロン： 「伊勢の地と禅宗牧牛図について」（平成 22年 10月 23日）
　　　　　　　　　「神社に伝わる道教文献」（平成 24年 12月 1日）
　　　　　　　　　「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）
　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）

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）

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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国 史 学 科
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所　　　属 文学部　国史学科　教授

氏　　　名 岡田　登

専 門 分 野 日本考古学／日本古代史／神宮史

所 属 学 会
古代学協会／古代学研究会／古代交通研究会／考古学研究会／祭祀考古学会／
神道史学会／続日本紀研究会／日本旧石器学会／日本玉文化研究会／日本考古学会／
日本考古学協会／日本文化財科学会／日本歴史学会／日本歴史学協会／
日本歴史地理学会／木簡学会

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
産官学連携
文化振興活動

考古資料を用いた地域 ･地区別歴史講座の開催
皇學館大学で学ぶ伊勢の大神宮と式年遷宮の開催
教育委員会等公機関所蔵遺物の整理並びに資料展の開催

講演活動実績

　皇學館大学史料編纂所第 17回公開講座／伊勢市御薗公民館歴史教養講座／皇學館大学史料編纂所第 18回公開講座／大和
文化会「平城京の時代を考える」第 5回講座／あのつアカデミー「歴史講座」／小俣町商工会「おばた宝みーつけた事業」講
演会／玉城町福寿学級「玉城学園」第 6回講座／近畿文化会臨地講座／伊勢市小俣公民館歴史講座／皇學館大学史料編纂所公
開講座第 19回／歴史ゼミナール四日市創設 25周年記念シンポジウム基調講演／「美し国おこし・三重」度会町の地域資源
を探る／近畿文化会臨地講座／朝日カルチャー美術館めぐりの旅No153 現地特別講座／伊勢市二見町公民館講座／津市歴史
講座／第 125 回奈良学文化講座／近鉄文化サロン特別公開講座／皇學館大学史料編纂所公開講座第 20回／「美し国おこし・
三重」丹敷戸畔の謎解明プロジェクト／桜井宇陀広域連合主催平成 24年度観光探訪／みえアカデミックセミナー 2012 移動
講座（桑名市）／第7回三重県議会「トップセミナー」／近畿文化会臨地講座／「美し国おこし・三重」伊勢地域拡大座談会／
楠公民館歴史講座／「美し国おこし・三重」物語おこし丹敷戸畔の謎解明プロジェクト／日本クレーン協会三重支部定期総会
講演／津市歴史講座／中部木造住宅協会定時総会記念講演／検定お伊勢さん対策講座／愛知県神社関係者大会講演

社会活動（学外委員等）

　四日市市教育委員会・国史跡久留倍官衙遺跡整備検討委員会委員（平成 23年７月～現在に至る）
　国土交通省中部整備局三重河川国道事務所・宮川右岸堤防改修景観検討委員会委員（平成 25年 10月～現在に至る）
　国土交通省中部整備局三重河川国道事務所・伊勢市内道路空間利用のあり方懇談会委員（平成26年７月～平成27年３月）
　日本考古学協会埋蔵文化財保存対策三重県委員（平成 14年６月～現在に至る）
　朝日カルチャーセンター講師（平成 17年４月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　伊勢市史編纂にともなう伊勢市内遺跡分布調査ならびに宇治・山田宗教都市遺跡の試掘調査。
　鈴鹿市内採集収蔵考古遺物の鈴鹿市考古博物館への貸し出し。

連携事業等へのメッセージ

　専門分野（日本考古学・古代史 ･神宮史）を生かして、地域連携事業をいくつか立ち上げることが可能です。
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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

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

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

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）

　伊勢市史編集専門委員（近現代部会長）（平成 12年 2月～現在に至る）
　電気自動車等を活用した伊勢市低炭素社会創造協議会委員

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
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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

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

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

　みえアカデミックセミナー 2009
　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）　

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。そんな私ではありますが、何かお役に立つことができたら幸いです。
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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

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

　津市歴史講座「松本恒之助」（平成 24年）

社会活動（学外委員等）

　文化庁近代遺跡（軍事に関する遺跡）詳細調査調査員（平成 15年 6月～現在に至る）

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

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」

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渓籍の調査」
　　　　　　　  （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／中部地区英語教育学会／語学ラボラトリー学会／
名古屋大学英文学会

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 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／条里制研究会（条里制古代都市研究会に名称変更）／
植生史研究会（日本植生史学会に名称変更）／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

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

　「土と名張文化－地球環境の視点から－」名張の地域文化を語る会（平成 22年 10月）
　「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）

社会活動（学外委員等）

　歴史地理学会評議員（平成 23年４月～平成 25年３月）
　立命館大学地理学会会計監査委員（平成 24年 12月～平成 25年 11月）

社会活動（調査・研究等）

　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）
　奈良県立橿原考古学研究所共同研究員（平成 19年４月～平成 24年３月）
　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）
　三重県図書館協会理事（平成 27年４月～現在に至る）

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

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

　コミュニティスクール実践論
　英語の語源
　日本人はなぜ英語が苦手か
　英語のコミュニケーション：成功の秘訣／英語はどこが難しいか

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・実施委員
　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
　三重県高等学校英語スピーチコンテスト審査員

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

　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。
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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

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 22年７月：国際ロータリー第 2760 地区第 21回インターアクトクラブ年次大会分科会 ｢環境心理学教室｣
　平成 23年２月：第 11回地域活性化フォーラム（岡崎大学懇話会）：「名古屋の大学生からみた岡崎市のイメージ」
　平成 23年 10月：暮らしの学校（岡崎市市民講座）第 113期講座「楽しい親子心理学実験室」
　平成 24年２月：第 12回地域活性化フォーラム（岡崎大学懇話会）：「名古屋の大学生からみた岡崎市のイメージⅡ 
　　　　　　　　　岡崎市と犬山市の比較」
　平成 24年 11月：岡崎市立岡崎小学校学校保健委員会「私の見る世界、あなたが感じる世界」

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

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）

　伊勢市情報公開・個人情報保護審査委員会委員（現在 /会長）（平成 11年 4月～現在に至る）
　伊勢広域環境組合情報公開審査会委員（現在 /会長）（平成 13年 4月～現在に至る）
　鳥羽市情報公開審査会委員（現在 /会長）（平成 12年 4月～現在に至る）
　鳥羽志勢広域連合情報公開審査会委員（現在 /会長）（平成 13年 7月～現在に至る）
　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）

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 川村　一代

専 門 分 野 英語教育

所 属 学 会 小学校英語教育学会／全国英語教育学会／中部地区英語教育学会

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（外国語活動、英語、小中連携）

講演活動実績

　志摩市小学校外国語活動研修会講師・指導助言者（平成 24、25、26、27年）
　伊勢市教育推進研究会小学校外国語活動部会講師（平成 24年）
　紀北町小学校外国語活動実践研修会講師（平成 25年）
　志摩市立鵜方小学校外国語活動校内研修講師（平成 26、27年）
　鈴鹿市立椿小学校外国語活動校内研修講師（平成 26、27年）
　三重県ブロック別研修講座（英語・外国語活動）講師（平成 26、27年）
　鈴鹿市教育研究集会（外国語活動・国際理解）助言者（平成 26、27年）
　伊勢市教育研究会（小学校外国語活動）助言者（平成 26年）
　津市教職員研修会「小学校英語実践演習１」講師（平成 27年）
　津市教育研究会英語部会中ブロック夏季研修会講師（平成 27年）
　明和町外国語活動担当者会議講師（平成 27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） 
　三重県高等学校英語スピーチコンテスト審査員（平成 26年）
　伊勢市出会い・結婚支援事業検討会委員長（平成 27年５月～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年６月～現在に至る）
　中部地区英語教育学会運営委員（平成 27年６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

　小学校で外国語活動が必修化され、五年目となりました。平成 32年度には５・６年生で英語が教科化され、外国語活
動が 3年生からの開始となります。小学校での英語教育を効果的に行うには、学級担任が重要な役割を担っています。外
国語活動の授業の質を高めたい、英語の教科化を見据えて指導技術を高めたいとお考えの先生方のお手伝いができたらと
思います。中学校においても、入学してくる生徒は外国語活動を経験した世代となりました。小学校での学習内容をふま
えた指導が中学校の授業をより充実させます。小中接続を効果的に行いたいとお考えの中学の先生方のお役にも立てれば
うれしいです。
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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／
日本翻訳者協会（Japan Association of Translators）／おおいた応援隊「大友歴史保存会」

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
英語学習トレーニング

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）

　"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です。
　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。大学では英語コミュニケーション、プラクティカル・イングリッシュ、英語音声学、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。
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所　　　属 文学部　コミュニケーション学科　助教

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）

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）
「強み」ベースな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

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 27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 27年 11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 27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 28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社会の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 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 Sciences／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

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

身体トレーニング
陸上競技

ウォーキングや筋力トレーニングを中心とした健康づくりの手助け
トレーニングの手助け
子ども達を対象とした運動教室

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　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～現在に至る）
　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～現在に至る）
　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～現在に至る）
　伊勢市スポーツ振興審議会会長（平成 21年６月～現在に至る） 

社会活動（調査・研究等）

　伊勢市ウォーキングルート検証・健康づくりに関する運動教室／
　尾鷲市ウォーキングルート検証・健康づくりに関する運動教室

連携事業等へのメッセージ

　生理学、バイオメカニクスを中心とした見地から、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　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

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
　絵画表現の中の用事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 27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

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

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

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

社会活動（学外委員等）

　特記事項なし

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

　私は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／日本心理学会／日本デジタルゲーム学会

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～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

　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 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

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）

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～現在に至る）
　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（副会長）（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）

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）
　伊勢市小学校出前授業（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）

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

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）

　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 24 年～平成 26 年）
　宇治山田高校学校関係者評価委員（平成 27年～現在に至る）
　東北アジア体育・スポーツ史学会理事（平成６年～現在に至る）
　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～現在に至る）

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 深草　正博

専 門 分 野 社会科教育学／環境世界史学／国際理解教育／フランス近世史

所 属 学 会 史学会／全国社会科教育学会／日仏歴史学会／日本グローバル学会／
日本社会科教育学会／日本西洋史学会／歴史学会／愛知教育大学歴史学会

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 生涯学習に関わる文化史や歴史に関する講義ができます。

講演活動実績

　日本人のアイデンティティと伊勢神宮ー建国記念日にちなんでー
　文明と環境から見た遷宮の意義
　気候と歴史
　『環境』からみた江戸時代ー「名古屋開府 400年」「COP10 開催」にちなんでー
　世界的気候変動の中の日本史
　名古屋市生涯学習推進センター市民大学講師
　江戸時代を環境から見る
　学力低下論と創造性
　世界史に見るお茶
　徐福と日本文化
　世界史の中の茶・コーヒー・砂糖
　読書と創造性
　クリエイティブな人生を送るために
　大黒屋光太夫と桂川甫周との数奇な出逢い

社会活動（学外委員等）

　「三重の文化」活用推進会議アドバイザー（平成 23年 10 月～現在に至る）／三重県立宇治山田高等学校学校関係者評
価委員（平成 23年 4月～平成 27年３月）／伊勢市「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
21年 8月～平成 23年８月）／伊勢市環境審議会委員　副会長（平成 15年 5月～平成 27年３月） ／伊勢市次世代育成
支援対策推進協議会 会長（平成 18年 2月～平成 24年１月）／伊勢市就学前の子どもの教育・保育に関する検討委員会
　委員長（平成 24年 2月 20日～現在に至る）／名古屋市教育研究員の研究指導（平成 16年 8月～現在に至る）／一般
財団法人生徒指導士認定協会顧問 （平成23年 4月1日～現在に至る）／日本グローバル教育学会常任理事（平成24年 4月
～現在に至る）同副会長（平成 27年 4月～現在に至る）／日本社会科教育学会評議員（平成 22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

　これまで世界史や日本史を文明と環境の面から研究してきましたので、そうした方面の講演が可能です。また教育に関
しましては、主に学力論や創造性を養うための方法論を研究してきましたので、そのような内容を論じることもできます。
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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

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

　伊勢赤十字病院職員研修
　三重県児童館連絡協議会研修会
　津家庭裁判所調査官研修
　津家庭裁判所調停員研修
　法務省社会を明るくする運動講演
　伊勢市教育委員会特別支援教育育ちのリレー講演
　日本PTA全国研究大会シンポジウム

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）

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／発達心理学

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／
日本学校カウンセリング学会 ／日本教育カウンセリング学会／日本学校心理学会

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
適応指導教室

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などを実施している。
鈴鹿市の適応指導教室に通級する子どもに対して社会的スキルトレーニングなどを実施している。

講演活動実績

　平成 27年５月「思春期の子どもの心理と支援」支援員対象（三重県伊勢市適応指導教室）
　平成 27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（三重県伊勢市教育委員会）
　平成 26年１月「Q-Uに関する研修」教師対象（三重県鈴鹿市千代崎中学校）
　平成 26年１月「家庭教育のあり方」保護者対象（三重県鈴鹿市白鳥中学校）
　平成 25年８月「Q-Uに関する研修」小学校と中学校教師対象（三重県鈴鹿市立千代崎中学校）
　平成 25年８月「思春期の子どもの心理と子育て支援」保護者対象（三重県鈴鹿市立千代崎中学校）
　平成 24年８月「Q-Uに関する教員研修」教師対象（三重県鈴鹿市立千代崎中学校）
　平成 24年８月「思春期の子どもの心理と子育て支援」保護者対象（三重県鈴鹿市立千代崎中学校）
　平成 23年９月「ソーシャルスキル教育の研修会」（三重県鈴鹿市立鈴峰中学校）
　平成 23年５月「ソーシャルスキル教育の研修会」（三重県鈴鹿市立鈴峰中学校）
　平成 23年５月「家族の発達と課題」（ネットワーク大学コンソーシアム岐阜）（岐阜聖徳学園大学）
　平成 23年３月「ソーシャルスキルトレーニング（心理教育）の実践研修会」（三重県鈴鹿市教育研究所）

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会委員（平成 23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

　児童期から思春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
グラムなどを考えさせていただき、実践をしていけ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 市田　敏之

専 門 分 野 教育行政学／教育経営学

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

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

　講師　子どもの生活習慣づくりフォーラム in あいち「生活リズム改善の教材開発などによる生活習慣づくり」
（平成 22年 10月 24日）

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

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

　「中学校歴史・公民教科書の公開討論会」（於：名古屋市役所）のシンポジスト（平成 23年 7月 12日）。

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）

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 幼児教育学・保育学／小児保健／子育て支援

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／
日本保育保健協会／中部教育学会／東海学校保健学会

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

　三重県健康福祉部こども局委託事業　地域における子育て支援事業「保育相談支援講習」（県内４箇所平成 22年）
　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）
　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）

社会活動（学外委員等）

　社会福祉法人　鈴生会　評議員・理事（平成 16年～現在に至る）
　亀山市保育所在り方検討委員会副委員長（平成 22年・23年）
　三重県保育サービス実態調査検討懇話会委員 ( 平成 22年 )
　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）
　伊勢市男女共同参画審議会会長（平成 27年～現在に至る）
　伊勢市教育委員会指定研究（上社幼稚園）（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）

社会活動（調査・研究等）

　三重県内４市町（津市・四日市・志摩市・大台町）と共同し「子育て支援社会ネットワーク構築事業」実施。子育てサポー
ター養成講座講師および県内子育て支援者調査担当、報告書作成（平成 22年）／鈴鹿市と共同し「妊娠期からの子育てネッ
トワークの構築事業」実施。全体企画運営および勉強会、講習会講師を３箇所でつとめ、運用マニュアルを作成（平成 23
年）／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～現在）／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）

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／日本ヘモレオロジー学会

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

　伊勢栄養士研修会（平成23年）／食品保健指導士会東海支部総会（平成24年）／三重県玉城町・三重県栄養士会共催
健康づくり研修会（平成24年）／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）／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）　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～）

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、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。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 杉野　裕子

専 門 分 野 算数教育　数学教育（小学校・中学校全般）／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

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・数学授業全般

算数・数学学習での ICT 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）

　特記事項なし

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、平成 25年春、内田洋行より発売開始
　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を平成 25年より開始
　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を平成 26年より開始

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する予定（平成 27年
度中）です。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や、教師がデジタル教材を提示したりといった 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。中学１年または小学校高学年の立方体切断の授業協力もできます。教具を準備することが
できます。
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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

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）

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 27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

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）
ことば・国語教育
キャリア教育
キャリアデザイン

人間関係構築のためのコミュニケーション。読む（論理的読みと想像的読み）教科指導法。
生きるとは。自己を見つめる。
なぜ勉強しなければならないのか。進路ガイダンス。

講演活動実績

　亀山市教育研究会（国語部）講師・助言者「「伝え合う力」を育てる授業づくり」（平成 24年～）
　鳥羽市保育所職員研修会　講師「ことばの発達について～よりよい言語発達を促すために必要なこと～（平成 24年）
　志摩市教育研修会　講師「気持ちを、考えを、伝え合うための国語科の授業を考える」（平成 25年）
　三重県中学校国語教育研究会　講師「よりよい発問づくりのために」（平成 25年）
　名古屋音楽大学キャリア講座「人生と音楽」講師「自己開示とコミュニケーション」（平成 22年～）
　キャリア教育学会認定キャリア・カウンセラー認定講習　講師「キャリア支援に必要なコミュニケーション・スキル」
　「キャリア支援に必要なカウンセリング・スキル」（平成 24年～）
　生徒指導士認定協会講習会 講師「高等学校における進路相談」（平成 26年）
　他、教育学や国語教育に関する出前講義あり。

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～）
　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～）
　キャリア教育学会中部地区部会委員（平成 21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

　「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を
考えています。体感的にコミュニケーションとは何かを考えるプログラムや講演が可能です。
　国語教育について、こどもの能力をより高める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いと考えてい
ます。また、保護者の方もメンバーとして国語教育のあり方を考えるのも意味あることだと思っています。
　キャリア・カウンセラー資格を有していることから、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 元塚　敏彦

専 門 分 野 体育科教育／スポーツ教育

所 属 学 会 日本体育学会／日本体育科教育学会／日本スポーツ教育学会／体育授業研究会／
奈良体育学会

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）
スポーツ教育
体育科教育

スポーツクラブや体育授業の指導法全般
教材開発

講演活動実績

　2010 年　奈良県大和高田市立高田小学校　今後の体育授業の方法について（校内研修会）
　2013, 2014 年　三重県教育委員会授業実践研修

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

　「体育授業のおかげで今も運動大好き、今日も元気にウォーキング」というような声の聞ける体育授業を創造したいと思っ
ています。
　地域や学校におけるスポーツの発展・振興と新しいスポーツクラブ創設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 山本　智子

専 門 分 野 障害児教育学／学校心理学

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

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 教育相談・特別支援教育・保護者対応・教員育成・子育て支援

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～子供の心理と保護者の心理（平成 23年）／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）
◎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）
◎学会
　小児歯科診療所でのトラブル～保護者への対応法（平成 22年）／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）

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４月１日～現在に至る）
　NPO法人まーぶる　副理事長　（平成 25年４月１日～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

　時代は進んでも、教育の現場には様々な課題が山積しています。それを子ども・保護者・専門職の立場から、解決でき
るよう日々研鑽しています。
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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／日本保育学会／社会政策学会／ロバアト・オウエン協会

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
児童福祉／社会的養護
子育て支援／保育

講演活動実績

　三重県主任児童委員研修会

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委員長（平成 23年 4月～現在に至る）
　三重県社会的養護のあり方検討会委員
　名張市就学前教育・保育に関する検討委員会委員長（平成 18年 12月～現在に至る）
　社会福祉法人サンフラワー名張理事
　NPO法人子どもセンターののさん理事（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

　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・商店間の“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

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

　H22 今なぜ道徳教育なのか（モラロジー研究所岐阜羽島事務所主催教育者対象研究セミナー）／ H24 心が変われば人
生が変わる　－すばらしき道徳教育（日本教師会第 52 回 教育研究全国大会記念講演）／ H24 台 湾でもっとも尊敬され
る日本人　－八田ダムを建設した八田與－（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）／ H24 
歴史に学ぶ永続と繁栄の道（日本道経会愛知講演会）／ 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）

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）

　特記事項なし

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研究を行っています。現在そうした授業に力を注いでいる中学校に
招かれて、授業を参観し、職員研修の場にも参加させていただいています。また、その学校の生徒たちに道徳の授業を行っ
たこともありますが、今後もこのように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。
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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

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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所　　　属 教育学部　教育学科　助教

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

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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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 笠原　正嗣

専 門 分 野 産業社会学　福祉交通論

所 属 学 会 日本社会学会／関西社会学会／日本社会福祉学会／経済社会学会／中部人間学会

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）
地域づくり・公共・環境
健康・福祉

公共交通、産業振興、次世代自動車
交通バリアフリー・移動保障・福祉産業

講演活動実績

　「自動車産業の再編問題』
　「底なしの自動車不況！今後のクルマ社会を考える」 
　「施設における経営戦略と福祉マネジメント」 
　「福祉用具の最先端～移動支援を中心に～」 
　「超高齢社会におけるクルマの役割」
　「大学生の就職支援を通して見えてくるもの」 
　「インターンシップの取り組み及び最近の学生気質」

社会活動（学外委員等）

　国土交通省中部運輸局　地域公共交通コーディネーター（平成 20年 4月～現在に至る）
　三重県メディカルバレー企画推進委員会委員（平成 18年 4月～現在に至る）
　三重県メディカルバレー事業評価委員会委員（平成 17年 4月～現在に至る） 
　伊勢市自転車等駐車対策協議会会長（平成 25年 11月～現在に至る）
　三重県独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営協議会委員
　（平成 27年６月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　『名張市次世代育成行動計画策定に関するニーズ調査報告書』（三重県名張市）（平成 16年 3月）
　『名張市地域福祉計画に関する基礎調査報告書』（三重県名張市）（平成 17年 3月）
　『人権問題に関する県職員意識調査報告書』（三重県）（平成 18年 9月）
　『平成 19年度　新しい結い研究会報告書』（三重県名張市）（平成 20年 3月）
　『平成 20年度　新しい結い研究会報告書』（三重県名張市）（平成 21年 3月）

連携事業等へのメッセージ

　人にやさしい移動手段のあり方に関する研究をしています。移動の自由の保障（移動権）は、基本的人権ともいえる重要なも
のです。クルマ社会の現在では、公共交通網は大きく衰退し、一方で、街中の商店街はシャッター化が進み、商業や公共施設
の郊外立地が進んでいます。クルマを運転できない高齢者や障害者の生活基盤は脅かされ、「買物難民」や「医療難民」という
言葉が一般化してしまいました。超高齢化する現代日本社会において、環境や交通安全問題を踏まえた「新しいクルマ社会」の
あり方を再考すべき時期に来ています。自動運転技術を付加した電気自動車や超小型車輌の次世代カーの開発・普及とともに、
公共交通の重要性を改めて考える必要があります。「人にやさしい移動」について皆様と考える機会を持つ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　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／福祉社会学会

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

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～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

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 22年～平成 24年、平成 26年、平成 27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）

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

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

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

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

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）

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　教授

氏　　　名 山路　克文

専 門 分 野 社会福祉／社会政策／医療福祉／地域ケアマネジメント

所 属 学 会 日本社会福祉学会／社会政策学会／日本社会保障法学会／医療経済学会

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）
伊勢市地域福祉計画・地域福
祉活動計画の策定と地域啓蒙

松阪市安全・安心施策
推進協議会活動

伊勢市地域自立
支援協議会

左記第 2期計画の実施に向けて、平成 27年度は各地域の自治会や地区担当の民生委員を対象に左記
計画の説明と地域活動の高揚を啓蒙する活動を展開している。この地域懇談会に学生を募り参加させて
いる。
26 年度は交通事故と事故死のワーストワンを返上するため市長の呼びかけで松阪市セーフコミュニティ
ネットワーク会議が立ち上がった。各課題の成果を本年度は実践に移す取り組みとして、具体的な実践
計画の審議が開始された。将来は、皇學館大学の学生も巻き込んだ運動に発展させていきたいと希望し
ている。
本年度新たに策定された障害者計画・障害福祉計画の定着と成果を上げるために、地域自立支援協議
会が伊勢市の障害者運動の中核を担っている。教育と福祉が連携したいわゆる「途切れない支援」を目
標に、様々課題に地域の有識者が取り組んでいる。

講演活動実績

　平成 27年２月９日「伊勢市社会福祉大会」講演、テーマ「社会福祉から地域福祉へ」

社会活動（学外委員等）

　私立大学情報教育協会社会福祉分野委員会委員長
　三重県地域ケアアドバイザー（地域包括ケアシステム構築のための支援）
　三重県高次脳機能障害地域支援事業委員会委員
　三重県医療ソーシャルワーカー協会相談役
　松阪市安全・安心施策推進協議会委員（オブザーバー）
　明和町教員委員会委員
　伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員長
　伊勢市障害者計画・障害福祉計画策定委員長
　伊勢市障害者虐待防止委員会委員長
　伊勢市自立支援協議会委員

社会活動（調査・研究等）

　伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画、伊勢市障害者計画・障害福祉計画、松阪市安全・安心施策推進協議会「安全
で安心なまちづくりの推進に関する行動計画」には、それぞれ市民アンケート調査（約 4000 人）が実施されており、こ
れに加えて、地域懇談会でのヒヤリングやパブリックコメントが実施されており、研究のための基礎資料が蓄積されている。

連携事業等へのメッセージ

　地域の限られた資源をより多くの人がより有効に活用するためには、知恵と人材が必要です。とくに福祉課題は、溢れ
かえる情報や様々なサービスから取り残された人々をどのように支えていくかが、全国どこでも深刻な課題になっていま
す。上記に紹介した様々の取組は、地域の皆さんとこの危機的状況を共有し、解決できる人材をいかにしたら育てること
ができるかが大きな主題になっています。
　地域の自治会などの住民組織や民生委員などの支援団体も高齢化が進んでいます。地域によっては待ったなしの状況に
なっています。そして、危機感の共有できた地域からユニークな実践も展開されています。関心のある方は　是非下記の
アドレスにご意見・ご感想をお寄せください。yamaji@kogakkan-u.ac.jp
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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／東洋陶磁学会／日本建築学会／（以下は学内学会）現代日本学会／
神道史学会

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

・「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）

・iTV（伊勢ケーブルテレビ）番組審査委員会員（平成 24・25年度）
　平成 24年度：11月 15日（木）・2月 14日（木）／平成 25年度：5月 16日（木）・8月 8日（木）・11月 14日（木）
・ZTV放送番組審議委員（平成 26年度）平成 27年２月 16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

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

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

　「精神障害者と人権」三重県人権センター（平成18年）／「こころの病（精神しょうがい）をどう教えるか」ゆめ学園
（平成20年）／「精神障害者当事者発表パネルディスカッション・コーディネーター」皇學館大学名張学舎（平成22年）／「伊
賀市精神障害者当事者発表パネルディスカッションコーディネーター」太陽作業所（平成23年）／「名張市障害者自立支
援協議会精神保健福祉部会　精神障害者当事者発表パネルディスカッションコーディネーター」名張育成園レインボークラ
ブ（平成23年）／「精神障害とは（人権とわたしの授業内）」名張高校（平成23年）／「精神障害とは（人権とわたしの
授業内）」名張高校（平成24年）／「精神障害とは（HRC凪の活動内）」伊賀つばさ学園（平成24年）／「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～～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　2005 年伊賀市在宅精神障害者に対するニーズ調査

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 経営哲学／イノベーション・マネジメント

所 属 学 会

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

　2015 年８月６日　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「私が『私』として生きるために」
　の題で講演
　参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/teen/news/20150807-OYT8T50047.html

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。
単に勉強会を開いたり、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です。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 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

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 高齢者支援（成年後見制度）

講演活動実績

　児童虐待の現状と課題
　名張市における成年後見制度の実態調査について

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リーダー研修会助言者（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）

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）

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 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

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）

　伊勢市情報戦略局情報調査室との共同研究（平成 23年４月～平成 24年３月）
　地域福祉とまちづくりに関する調査（平成 19 年～平成 26 年）

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　現代日本社会学部　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／相談援助

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

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
保育・子育て支援

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（保育所・地域子育て支援拠点事業 等）現場への支援

講演活動実績

　特記事項なし

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～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

　家庭児童相談（子育て・児童虐待・DV等）に関する調査研究
　保育・子育て支援現場における相談援助に関する調査研究
　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）

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、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て、「子ども」「家庭」「地域」にとって為になる社会活動の実践を目指し
ています。現在は、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の構築のために、調査・研究を進
めています。
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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

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」／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／国伝を読む－魏志倭人伝から
梁書倭伝まで－／国伝を読む／日本書紀』と消えた「系図一巻」／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　教授

氏　　　名 岡田　芳幸

専 門 分 野 神道学／博物館学

所 属 学 会 儀礼文化学会／芸林会／皇學館大学史学会／皇學館大學人文學會／神道史学会／
神道史学会／神道宗教学会／全日本博物館学会／鈴屋学会

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 伊勢市の博物館施設の地域連携事業に参画

講演活動実績

　「博物館で愛は語れるか」ー博物館についての基礎知識ー／神宮の神宝と御装束／神饌ー神々へのお供えものー／家庭で
できる文化財の取り扱いかた／日本文化の源流を伊勢の神宮に考える／日本文化の源流を伊勢の神宮に考える／日本文化
を通して見た神道的思考／神々と神社宝物の精華／日本文化と伊勢の神宮／伊勢の神宮を語る／伊勢の歌舞伎と千束屋資
料／「おもてなし」とおかげさま」のこころー伊勢の文化のその根源にあるものー／伊勢の御師について／神宮式年遷宮
よもやま話／参宮のお話

社会活動（学外委員等）

　神道史学会委員（昭和 48年 4月～現在に至る）／八坂神社文教委員（平成 13年 3月～現在に至る）

社会活動（調査・研究等）

研究課題
①神社宝物類の博物館学ならびに史的研究　個々の神社の宝物の有様や保存の実態の調査研究。神社宝物の概念や範疇を時代
　ごとに考え、その変遷等から、それぞれの時代で認識されていた神宝と宝物との差異や宝物のとらえ方を知る。
②台帳類記載の宝物類と現存する宝物の比較検討により、宝物変遷の歴史も明らかにすることができると考えられます。
③他の関連諸史料の探求により神社における具体的な宝物の動向や宝物と位置づけられた意義等を明らかにする。
④宝物台帳の宝物分類の方法等は、博物館資料 f 台帳の歴史や変遷の動向をうかがい得るものです。
⑤諸社における神宝虫干神事を研究することにより、神社宝物（文化財）保護思想の具体的な醸成過程を歴史的に明らかにする。
⑥近代博物館思想が導入される以前における博物館の基本機能（資料の収集・保存・整理・調査研究・公開・普及）が神社において、
　どのように実施されていたか、その実態を明らかにする。

連携事業等へのメッセージ

　各神社ごとに神社宝物類の概念がことなる場合もあり、各自治体が所管区域内の神社宝物の総合的調査を実施し、現状
や保存状況その他必要な情報をデータベース化のうえで把握することはきわめて重要と考えられます。それは、防災時に
おける宝物への安全な保存を考える上で不可欠な作業です。
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所　　　属 研究開発推進センター　准教授

氏　　　名 遠藤　慶太

専 門 分 野 日本古代史

所 属 学 会 大阪歴史学会／木簡学会／日本史研究会／日本古文書学会

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

　ひょうご講座「仏と日本人」平城京の寺院　東大寺を中心に（ひょうご震災記念 21世紀研究機構・園田学園女子大学、神戸市）
　帝皇日嗣（帝塚山大学奈良学総合文化研究所公開講座「奈良学への招待」、奈良県生駒市）
　彼岸へのかけ橋－古代写経のなかの河内大橋－（柏原市立歴史資料館、大阪府柏原市）
　古事記と日本書紀の世界　応神天皇～仁徳天皇（よみうり京都文化センターメルパルク京都カルチャールーム、京都市）

社会活動（学外委員等）

　泉佐野市史編さん委員会古代史部会調査員（平成 9年 9月～平成 21年 4月）
　和泉市史編さん執筆委員（平成 17年 3月～現在に至る）
　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）

　『経国集』の総合的・領域横断的研究（代表、津田博幸和光大学教授） 
　『万葉集』と歌木簡－東アジアにおける詩歌の場と記録メディアの展開－（代表　多田伊織皇學館大学非常勤講師）
　古写経識語による古代文字史料研究 （代表、遠藤慶太）
　経典目録よりみた古代国家の宗教編成策に関する多面的研究（代表　中林隆之新潟大学准教授）

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 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

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

　特記事項なし

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）

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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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／日本福祉文化学会／日本民俗学会

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）
地域福祉
福祉文化
地域文化

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

講演活動実績

　「神道から福祉・介護を考える」平成 24年２月 25日、高田短期大学／「聖地旅行をめぐる「おもてなし」の諸相～お
伊勢まいりを中心に～」平成 24年６月 18日、三重県観光連盟／「大学生のホンネトーク～学生が災害支援に参加しやす
いシカケを考えよう～」平成 24年９月 30日、第 21回全国ボランティアフェスティバルみえ／「若者の自立を考える家
族向けセミナー」平成 24年 11月 23日、三重県、みえ若者就労支援ネットワーク／「支援する側・うける側の境界を越
えるとは」平成 25年 2月 17日、國學院大學 21世紀研究教育計画委員会研究事業「地域・渋谷から発信する共存社会の
構築」共存学フォーラム／「防犯ボランティアフォーラム in 三重」平成 25年２月 26日、三重県警察本部・三重県防犯
協会連合会／「「見守り」や「支え合い」は、地域を元気にできるのでしょうか」平成 25年９月 12日、名寄市社会福祉
協議会／「鎮守の森を福祉の庭に」平成 24年 10月 31日、桑名市老人クラブ連合会「シニアカレッジくわな」／「地域
における福祉の学びあい方を創造的にデザインしよう！」平成 25 年１月 15日、伊賀市社会福祉協議会 ／「なぜ、アン
パンマンは自分の顔を削ってまで他人を助けるのか？」平成 25年５月 25日、伊勢市教育委員会 ／「誰でもの旅行を 考
えてみよう！－高齢者・障がい者の「行きたい！」－」平成 25 年９月 13日、名寄市社会福祉協議会

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）／伊勢市ボランティアセンター運営委員（平成 24
年４月１日～現在）／名張市社会教育委員（平成 22年６月 10日～現在）／いせ市民活動センター運営委員（委員長）（平
成 24年７月１日～現在）／伊賀市社会福祉協議会理事（平成 24年 10月１日～現在）／伊勢市ふるさと未来づくり条例（仮
称）策定に係る調整会議委員（副委員長）（平成 26年 1月～現在）／亀山市地域自治に関する有識者会議委員（平成 25
年 11月～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（地域福祉・福祉文化・地域文化研究）。
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

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
地域社会活動
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
地域における防災意識向上のための自然史・環境史
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

　浜頓別町ブタウス遺跡における各種地形と遺跡の関係（野外観察会）
　姫沼の生い立ちを探る（含　野外観察会）
　南浜湿原の生い立ち（含　野外観察会）
　利尻島豊仙沢の氷河地形（含　野外観察会）

社会活動（学外委員等）

　（独）科学技術振興機構　サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト　講師（平成 21年４月～平成 22年３月）
　日本第四紀学会　2009 年度選挙管理委員　（平成 21年８月～平成 22年７月）
　日本第四紀学会　2010 年度選挙管理委員長　（平成 22年８月～平成 23年７月）
　日本第四紀学会　INQUA（国際第四紀学会）2015 年名古屋大会事務局（平成 24年８月～平成 27年３月）
　日本地理学会総務専門委員（平成 26年４月～現在に至る）
　伊勢高校SSH事業（文部科学省）講師（平成 27年８月）

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）／地域防災とジオツーリズム（南伊勢町など）

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

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
地域社会活動
文化振興活動

地域資源を活用した地域ビジネスの創出。コンソさかな、三重地方創生コンソーシアムの運営
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
クリエイター・イン・レジデンス事業。NPO法人てヲとる　副理事

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」（K3NSP ～北三陸からなんとかすっぺ～、平成 27年７月２日、久慈市）
　「地方創生における大学間連携」（環境農林水産フォーラム、平成 27年７月 15日）

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）
　明和町地方創生会議委員（平成 27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）

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 学習環境デザイン／ワークショップデザイン／創造性開発

所 属 学 会 日本創造学会／大学教育学会

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）
地域づくり・公共・環境
産官学連携
産官学連携

課題解決型ワークショップのデザイン、実施
企業のCSR活動としての社内外ダイアログの設計、実施
企業における創造性研修活動

講演活動実績

〈平成 26 年度〉
　三重県健康福祉部少子化対策課主催「みえの少子化対策を考えるフューチャーセッション」全10 回（11月10日四日市会
場他10 回）／株式会社デンソー夢卵 2014「市民参加のアイディア会議」（11月３日）／イオン株式会社・NPO法人みやがわ
森選組・三重県主催　森つなぎプロジェクト、「森ラボ：アイディア創出ワークショップ」（１月20日他全３回）／三重県雇用
経済部主催「障害者雇用フューチャーセッション」（８月28日他全２回）／三重県戦略企画部主催「第12 回若手・中堅職員
養成塾：フューチャーセッション」（５月13日他全２回）／特定非営利活動法人Mブリッジと共同で「協働デザインカード『ジョ
イント×ジョイント』」を開発
〈平成 25 年度〉
　三重大学自然災害対策室主催「みえ防災コーディネーター対象ファシリテーションワークショップ」（１月15日他全３回）／
大阪人間科学大学 FD 全体研修（３月８日）／三重県環境生活部男女共同参画・NPO課主催「学生と大人のトークフェスタ三重」
（３月10日）／中部電力株式会社「創造性研修：アイディア創出ワークショップ」（11月15日）／住友電装株式会社「社員ダ
イアログ」（１月18日）
〈平成 24 年度〉
　三重大学自然災害対策室主催「みえ防災コーディネーター対象ファシリテーションワークショップ」全 3 回　（２月24日）／
三重大学自然災害対策室主催「玉城町勝田町地域防災ワークショップ」（3月3日他地域全 2 件）／シャープ株式会社「ステー
クホルダー・ダイアログ」（５月15日）／全国ボランティアフェスティバル分科会 11「コミュニティビジネスで地域の幸せをデザ
インする～課題解決型ワークショップから学び・気づく３時間～」（９月30日）（以下省略）

社会活動（学外委員等）

　玉城町地方創成会議（平成 27年～）
　特定非営利活動法人Mブリッジ非常勤ワークショップデザイナー、ファシリテーター

社会活動（調査・研究等）

　特記事項無し

連携事業等へのメッセージ

　話し合いの過程において、人が相互に作用し、触発し合いながらアイディアを生み出す過程に関心を寄せています。特に、
昨今「コミュニケーション能力」という言葉が取り沙汰され、その能力の大小が議論の対象になっていることがあります。
しかし「場のデザインをすることで、コミュニケーションは闊達化する、コミュニケーションはデザイン可能である」と
の考えのもと、話し合いの場を各地で設計させて頂いています。
　本年度からは、本学に着任し学生による地域課題解決の場「皇學館学生フューチャーセンター・皇學館みらい対話団」
を通じて、学生とともに地域課題から多くを学ばせていただきたいと考えています。
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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／日本語教育学

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／日本語 OPI 研究会／ACTFL

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

　外国人に対する日本語教育や、会話内で使われる日本語に関心を持っています。現在、三重県内には多国籍の外国人の方々
が生活しております。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と考えています。
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