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愛知東邦大学 経営学部 地域ビジネス学科
浅生 卯一
資料紹介
Alternativ montering（英訳版）、共著、中京大学経営学会『中京経営研究』
、第18巻第１号、2008年12月、
73〜153頁。
その他
共著『生産システムと職場の分業構造に関する比較研究』（2005〜2007年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）
研究成果報告書）、2008年６月、全79頁。
共著『中小企業における男女平等参画事例調査報告書』中小企業における男女平等参画推進研究会・名古屋市、
2009年３月、全76頁。
新修名古屋市史（資料編）現代部会専門委員（2008年４月〜）

安保 邦彦
著作
単著『中部の産業』─構造変化と起業家たち─清文堂出版、2008年12月
論文
「中部地区の産業史（その９）
」『東邦学誌』第3７巻第１号、200８年６月
その他
社団法人中部経営情報化協会特別会員、2002年４月〜2009年３月
社団法人中部経営情報化協会事業企画委員、2003年９月〜2009年３月
日本流通学会理事、2005年10月〜現在
日本流通学会中部支部長、2005年10月〜2008年10月

井上 秀次郎
論文
「競争の導入と教育評価―第４世代の評価ともかかわって―」（『現代社会と大学評価』第４号、大学評価学会年
報、大学評価学会、晃洋書房、2008年６月）
研究ノート
「変革主体形成論の現代的探究」
（『東邦学誌』第37巻第１号、2008年６月）
報告
「西三河自動車部品企業の現状と課題」中部企業経済研究会（於：名城大学）
、2008年９月20日
「現代企業の生産と労働へのアプローチ」管理論研究会（於：キャンパスプラザ京都）
、2008年10月12日
「自動車部品サプライヤーと産業集積」工業経営研究学会西日本部会（於：常翔学園大阪センター）
、2008年12
月20日
論説・論評
「東海圏のものづくりと産業集積」（『岐路に立つ東海のものづくり』全商連付属中小商工業研究所
行、2008年８月）
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東海部会発

深谷 和広
その他
法務対策部研修会「イギリス中小企業会計基準」東京地方税理士会、2008年８月27日
新人会研修会「イギリス中小会社の会計処理基準」神奈川税経新人会、2008年９月21日

森 靖雄
著作
共編著『（地域創造研究叢書11）放置できない！地域医療』愛知東邦大学地域創造研究所、2009年３月
論文
「名古屋圏における工業化期の課題と経過（Ⅰ）
」『東邦学誌』第37巻第1号、2008年6月
「名古屋圏における工業化期の課題と経過（Ⅱ）―下出民義・義雄父子の役割を中心に―」『東邦学誌』第37巻
第２号、2008年12月
報告
愛知東邦大学地域創造研究所定例研究会「名古屋圏における重工業形成期の研究―下出民義・義雄父子の役割
を中心に―」愛知東邦大学、2008年７月
社会活動など
第７回たんぽぽまつり「（記念講演）地域に活気を取り戻そう！『古さを活かした町づくり』の提言」網干市民
センター、2008年４月
名古屋市立富田高校オリエンテーション合宿「『自分』発見と『進路』選び」名古屋市野外活動センター、
2008年５月
2008年度インターカレッジコープ全国交流会「インカレ愛知と東邦大学サテライト―学生中心の活動の構築―」
大学生協東海地域センター、2008年８月
第39回道東（帯広・釧路・北見）地区中小業者団体交流会「（記念講演）日本どうなる？くらしどうする？
―北海道から地域経済を立て直す提案―」網走観光ホテル、2008年８月
NPO法人大阪障害者センター「施設経営・管理者・主任」セミナー「非営利事業の経営の視点」堺市総合福祉
会館、2008年８月
その他
日本流通学会参与就任、2008年10月〜現在
半田市政研究会支援協力活動、2008年２月〜現在
兵庫県尼崎市商店街振興アドバイザーとして助言活動、2008年８月〜現在
岐阜県土岐市下石陶磁器工業協同組合活動改善計画立案への助言活動、2008年12月〜現在
半田市災害支援ＶＣ（ボランティアコーディネーター）養成活動への協力、1997年〜現在

岡部 一明
論文
「ポートランド・モデル：市民参加と自治」
『東邦学誌』第37巻第１号、2008年６月
書評
「柏木宏『NPOと政治

─アドボカシ─と社会変革の新たな担い手のために』明石書店、2008年」『NPOジャ

ーナル』Vol.22、2008年８月、p.53
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その他
発表
科研研究会「人間、国民、市民---市民社会、ナショナリズム、グローバリズムと新しい政治理論」での発表
「アメリカの実験--多民族社会、IT、NPO、自治体から」
、2008年９月１日、於関西大学飛鳥文化研究所
講演
全国市町村国際文化研修所「アメリカのNPO」、2008年10月16日、於全国市町村国際文化研修所
関西大学経済・政治研究所「市民団体としての自治体

―知られざるアメリカ草の根の住民自治」、2009年３

月５日、於関西大学児島惟謙館
（特）市民フォーラム21・NPOセンター評議委員、2002年４月〜
（特）市民コンピュータコミュニケーション研究会理事、2000年１月〜

竹越 美奈子
論文
Minako Takekoshi,

Classifiers and Linking Particles in Cantonese,

in Proceedings of the

Chulalongkorn-Japan Linguistics Symposium, Global COE Program, 'Corpus-based Linguistics and
Language Education', Makoto Minegishi, Kingkarn Thepkanjana, Wirote Aroonmanakun, Mitsuaki
Endo eds., Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, pp.313-320. Mar. 2009
研究ノート
竹越美奈子「シネマ広東語『大丈夫日記』①〜⑧」、『語学漫歩選』pp.54-83、古代文字資料館2008年10月。
(再録)
竹越美奈子「広東語における指示対象について現物指示と情報指示を中心に」、『語学漫歩選』pp.51-53、古代
文字資料館、2008年10月、
（再録）
翻訳
Cantonese Primer（６）
『開篇』Vol.27: 263-274.

好文出版2008年４月

その他
報告（口頭による）
Minako Takekoshi,

Cantonese Teaching Materials in the Early 20 th Century in Japan , 13 th

International Conference on Yue Dialects, City University of HK, Dec. 18th-20th, 2008.
Minako Takekoshi,

Classifiers and Linking Particles in Cantonese , Chula-Japan Linguistics

Symposium, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, May 1st-2nd, 2008.
学外研究費
「西洋人資料と日本刊行資料による粤語語法の研究」平成20-22年度科学研究費補助金基盤研究(C) 研究代表者

西部 真由美
論文
「小学校英語活動必修化」
『東邦学誌』
、第37巻第２号、2008年12月．(pp.１-９ )
その他
口頭による発表
Different or Differently: the Corpus Analysis of -ly-less Adverbs,

English Today Course, Summer

Seminar, Institute of Applied Language Studies, University of Edinburgh, 7 August, 2008
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松村 幸四郎
論文
「2006年イギリス会社法における模範附属定款の機能」『東邦学誌』第37巻第２号、2008年12月、pp.11-24.

愛知東邦大学 人間学部 人間健康学科
中井 健一
報告
「続・戦後日本社会福祉論争その３措置制度論争」日本社会福祉学会中部部会口頭報告、2008年４月。
社会調査
「岐阜市における障がい者等外出・移動困難者の外出・移動に関する調査」2008年10月〜12月

特定非営利活

動法人「ぎふ市民協」、同障害者自立センター「つっかいぼう」、同「ギフ福祉ネットワーク東部」との共同
調査。
シンポジウム
「岐阜市在住の主として障害者における「外出・移動困難者のアンケート調査」報告（シンポジウム）」のシン
ポジスト・コーデネイター、2009年２月。
外部委員等社会における活動
1. 岐阜県立障害福祉施設評価委員会委員長として福祉施設の事業評価活動。
2. 社会福祉法人岐阜県福祉事業団評議員会議長としての活動。
3. 社会福祉法人岐阜県福祉事業団「利用者の豊な生活をめざす委員会」委員長として事業団経営施設のサービス評
価および苦情解決の活動。
以上通年
特定非営利活動法人の設立と地域の活動
森林保全を中心とした地域再生を目的とする特定非営利活動法人「山もり王国飛騨」の設立を主導し、主とし
て高山市での活動。2008年8月〜2009年3月。

中村 朋子
著作
共著『メンタルヘルス＆ケアハンドブック』同文書院、2008年６月（担当部分
メンタルヘルス

第７章

成人・高齢期の性と

pp.172〜183）

学会発表
「学校保健におけるアドボカシィに関する研究」

第55回日本学校保健学会

名古屋2008.11『学校保健研究

2008 Vol.50 Suppl．』
「学校救急看護活動におけるコミュニケーションについて─児童生徒の意思を判断や対応に生かす─」第55回
日本学校保健学会

名古屋

2008.11『学校保健研究

2008 Vol.50 Suppl．
』

「養護教諭の職業倫理に関する文献研究」第16回日本養護教諭教育学会
集』
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岡山2008.11『第16回学術集会抄録

宗貞 秀紀
著作
秋山博介・谷川和昭・柳沢孝主編/宗貞秀紀（共著）『ソーシャルワーク演習〜相談援助演習』弘文堂、2008年
11月。担当部分「チームアプローチ」
地域創造研究所編（共著）『「子育ち」環境を創りだす』唯学書房、2008年10月。担当部分「新しい児童福祉の
視点」
地域福祉推進研究会編（共著）『福祉の心のポテンシャル』関西福祉大学地域福祉推進研究会、2009年3月。担
当部分「福祉の沿革と福祉用語の変遷」
その他
報告
地域創造研究所「地域福祉研究部会」共同研究中間報告、愛知東邦大学A103号室、2008年９月/共同研究者＝
神戸賢次、吉村

譲

地域創造研究所定例研究会「スウェーデンの人間観と教育」報告、愛知東邦大学A201号室。2009年３月/報告
内容＝『スウェーデンの人間観』共同報告者＝教員/矢藤誠慈郎教授・学生/伊藤美穂、野島沙更。
愛知東邦大学『スウェーデン視察研修報告集』巻頭言、2009年３月。（財）日本高等教育評価機構「平成20年
度大学機関別認証評価報告書」共同報告書、2009年３月。
スウェーデン視察報告レポート掲載誌＝「邦苑」「東邦キャンパス」地域創造研究所『所報』報告『第４回名東
カルチャーゾーンシンポジウム』所報第13号/2009年３月。
講演
沖縄県社会福祉協議会主催『シルバーボランティア入門講座』400人、那覇市「パレット」2008年３月。
名東区区民の集い主催『区民の集い討議に向けて』60人、名東区役所「会議室」2008年８月。
講座
本学TMCC講座

全４回『人が生きやすい地域をどう創るか』2008年度前期講座

地域ケアプラザ学習講座『望まれる包括支援センターの役割』原宿ケアプラザ/2008年６月。
地域創造研究所・東邦フレンズ主催講演会、シンポジウム『地域医療はどうなっているか』コーディネーター/
地域創造研究所業書No11『地域医療改善の課題』掲載。
社会的活動
小雀つくしんぼうクラブ運営委員、1992〜現在
聖母の園介護老人福祉施設入所判定委員、2002年１月〜現在
原宿ケアプラザ運営委員、1998年〜現在
NPO法人地域福祉研究所研究所員、2006年４月〜現在
（財）日本高等教育評価機構認証評価委員、2008年４月〜現在

葛原 憲治
報告
大学アメリカンフットボール部における怪我の実態とその原因に関する一考察 、井口順太、木村みさか、葛
原憲治、体力科学、57巻第６号、p.935、2008年
公開講座
「名東の日」区民祭り'08

健康企画「フォームローラー＆バランスボールエクササイズ」2008年５月

「１日体験！マシントレーニング〜筋力アップで健康な生活を〜」（東邦学園

名東コミュニティカレッジ）

2008年６月
「誰でもできるチューブエクササイズ」
（東邦学園

名東コミュニティカレッジ）2008年10月
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学会発表
第31回NSCAカンファレンス(アメリカ、ネバダ州ラスベガス)で、 The effect of perception training on the
performance of schoolchildren in soccer

の演題でポスター発表（Hideki Shimamoto, Yashunari

Sakamoto, Toshinobu Ikegami, Noriaki Okamoto, Kenji Kuzuhara、2008年７月）
第63回日本体力医学会大会（大分県別府市）で、「大学アメリカンフットボール部における怪我の実態とその
原因に関する一考察」の演題で学会発表（井口順太、木村みさか、葛原憲治、2008年９月）
その他
社会活動
日本オリンピック委員会強化医科学スタッフ（アイスホッケー）
ジャパンアスレティックトレーナーズ機構（JATO）理事
And １ストリートバスケット大会

2004年４月〜現在

2008年４月〜現在

USAチームトレーナー

2008年９月

ATTO（愛知東邦トレーナー組織）主催「NSCA-CPT資格試験対策講座」を開催

2009年２月〜３月

第12回全国学生トレーナーの集い「シンポジウム：Share〜一人ひとりの挑戦」のシンポジスト（中京大学豊
田キャンパス）、2009年３月10・11日

西崎 有多子
論文
「多様な授業形式の組み合わせとオプションを設けた新しい授業デザイン〜入門科目「起業家研究」の試み〜」
『東邦学誌』第37巻第１号、2008年６月

長谷川 望
著書
『スポーツ心理学事典』７「スポーツメンタルトレーニング」
レーニング

日本スポーツ心理学会編

『スポーツ心理学事典』7「スポーツメンタルトレーニング」
日本スポーツ心理学会編

「心理的スキルトレーニング」

イメージト

2008年12月１日（p.441-443）
「競技別メンタルトレーニング」

サッカー

2008年12月１日（p.475-476）

報告
スポーツ選手の三角形イメージ体験法に関する基礎的研究〜サッカー選手の三角形イメージと円イメージの比
較から

日本スポーツ心理学会

中京大学

2008年11月16日

間欠的能力テストを用いたサッカー選手の体力トレーニングプログラム

日本フットボール学会

武蔵大学

2009年２月14日
その他
愛知県キャンプ協会理事2007年４月〜
愛知県サッカー協会

国体女子チーム

コーチ2008年４月〜

特定非営利活動法人

日本総合スポーツ＆セキュリティー支援協会（JASS）スタッフ2007年４月〜

肥田 幸子
著作
『寸劇をDV防止活動に使う』─DVシアターの試み─
３月
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共著

肥田幸子、石田ユミ他

柘植書房新社

2009年

報告
「2007年度入学前セミナーおよび個人面談実施報告」『東邦学誌』第37巻第２号

2008年12月

学会発表
日本発達心理学会第20回大会「子どもの不登校は母親の意識をどう変えるか」大久保義美、肥田幸子

2008年

３月
その他
社会活動など
1995年７月〜現在

愛知県瀬戸少年院における矯正教育の援助

2008年５月

名古屋市立長良中学校教員研修講師「発達障害の理解を深める」

2008年７月

名古屋市立篠原小学校教員研修講師「処遇困難生徒への対応」

2008年７月

名古屋市精神福祉センター講師「アサーショントレーニング」

2009年１月

名古屋市精神福祉センター講師「アサーショントレーニング」

2009年２月

名古屋市名東区生涯学習センター講師「自分らしく生きるための心理学」

吉村 譲
著作
共著『しあわせな明日を信じて』福村出版

2008年７月

共著『地域小規模児童養護施設の現状と課題』福村出版

2009年３月

論文
「児童養護施設心理職の今後―愛知・岐阜両県での調査から考える―」『こどもと福祉』第１巻

2008年６月

明石書店
その他
第37回全国児童養護問題研究会全国大会

分科会「心理担当職員の役割と施設内チームワーク」座長

2008年

６月
岐阜県子ども相談センター職員研修会
岐阜市主任児童委員全体研修会

講師

中部地区児童家庭支援センター協議会
いなべ市子育て支援研修会

講師

講師

2008年９月

2008年９月
講師

2008年10月

2009年１月

名古屋市精神保健福祉センターデイケア

講師

2008年５月、11月

精神分析的心理療法セミナーみえ特別講義「日常場面の観察と心の理解」指定討論者

2009年３月

山県市特別支援連携協議会委員

愛知東邦大学 人間学部 子ども発達学科
古市 久子
著作
「なぜ今

ふれあう

ことが大切か」（共著）『「子育ち」環境を創りだす』地域創造研究叢書

No.10

唯学書

房、2008年10月、29-42頁.
論文
「樹木画のイメージから学生の心を探る」
（筆頭論文）『東邦学誌』第37巻第２号、2008年12月、69-87頁.
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報告
「なにわっこわくわく未来プログラム」（共著）大阪市就学児童の健全育成に向けたプログラム、大阪市こども
青少年局企画部企画担当、2009年３月、44-71頁.
「幼児が身体表現をする理由」
（単独）日本保育学会60回大会、於名古屋市立大学山の畑キャンパス、2008年５月.
「しあわせをはこぼう」（共同）幼児のリズム遊び・小学校の表現ダンス・中学高校のダンス指導者講習会第26
回、於大阪市中央体育館、2008年８月.
その他
社会的活動
日本保育学会理事（2006年５月〜現在）
新リズム表現研究会会長（2005年１月〜現在）
八幡市文化振興協会理事（2004年〜2008年７月）
日本保育学会第60回大会で学会奨励賞推薦委員（2008年度）
大阪市就学前児童健全育成プログラム企画検討委員会座長（2008年４月〜2009年３月）
大阪市公立・私立幼稚園の研究指定園指導講師

大阪市子ども青少年局・大阪市教育振興公社共催（1997年４

月〜現在）
講演会
滋賀県蒲生郡地区老人大学「やさしいこだまはやさしくかえる」滋賀県日野町公民館主催、2008年８月.
大阪市立田川幼稚園PTA講演会「今、何故ふれあいが必要か」大阪市田川幼稚園、2008年11月.
東邦高校学内PTA文化講演会「ライフコンチェルト〜子育てを終えようとしている貴女へ〜」東邦高校、
2008年12月.

荒川 紘
著作
『龍の起源』第11刷

紀伊國屋書店

2008年４月

項目執筆
『日本文化のかたち百科』丸善

2008年12月

神戸 賢次
著作
「医療福祉相談ガイド・追録第73号・2009年1月20日」医療福祉相談研究会編、中央法規出版発行、第5章「養
護問題と子ども虐待の相談と福祉」
「児童福祉法改正とは、児童虐待防止等に関する法律とは」
『「子育ち」環境を創りだす』愛知東邦大学地域創造研究所（名東の子ども研究会）編、
唯学書房発行、2008年10月

第６章「社会的養護を必要とする子ども・家庭の実際」

論文・報告
「施設入所児童の自立支援のあり方研究Ⅱ」─学習意欲向上への支援を中心に─
44」；「児童の個別現況及び個別自立支援計画について」2008年５月

共著・「児童福祉ぎふ

岐阜県児童福祉協議会

発行、

「名古屋市児童福祉施設のあり方検討会・報告書」「援助を必要としている子どもたちのために」─名古屋市に
おける児童養護施設・乳児院の現状と課題─

2009年３月

その他
社会活動
岐阜市立保育所移管先法人選考委員会委員長「第二次民営化計画」、2006年度〜岐阜市「苦情解決委員会」委
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員長

2006年度〜

社会福祉法人・児童養護施設・大野慈童園、苦情解決(何でも相談)委員長、2003年〜
岐阜県福祉事業団「利用者の豊かな生活をめざす委員会」委員・県立ひまわりの丘苦情解決・第三者評価委員
会委員長、2003年〜
名古屋市・「児童福祉施設のあり方検討委員会」委員

2007、2008年度

岐阜県児童福祉協議会・調査研究委員会・「権利ノート・援助指針作成」学識経験者

1998年度〜

講演
2008年６月

名古屋市・福祉施設等「新規職員採用者研修会」 講師「児童養護施設・乳児院・母子生活支援

施設等分科会」
2008年６月「全国児童養護問題研究会・全国大会」助言者「児童養護施設と発達障害の支援（中日青葉学園あ
おば館・倉橋幸彦）」
2008年７・９月「岐阜県相談従事者研修会」講師「障害者の自立支援と権利擁護」
2008年９月 「児童養護・自主研究会」講師「施設職員の役割業務のあり方」
2008年12月「岐阜県社会福祉連合会」講師「実習指導職員の役割、記録と評価」
2009年２月「全国児童養護問題研究会・中部日本研究会」コメンテーター「地域小規模児童養護施設の実践
（名古屋文化キンダーホルト・古閑瞳）
」

佐多 透
作品発表
第85回

白日会展「夢の終りに」国立新美術館

2009年３月18日〜30日

矢藤 誠慈郎
著作
分担執筆、田中まさ子編『保育原理』(株)みらい、2008年４月
分担執筆、相浦雅子・那須信樹・原孝成編著『ワークシートで学ぶ保育所実習１・２・３』同文書院、2008年
６月
分担執筆、佐々木正治・山崎清男・北神正行編著『新教育経営・制度論』福村出版、2009年２月
分担執筆、岡東壽隆監修、杉山浩之・諏訪英広・曽余田浩史・林孝・福本昌之・矢藤誠慈郎編集『教育経営学
の視点から教師・組織・地域・実践を考える─子どものための教育の創造─』北大路書房、2009年３月
報告
分担執筆、「保育所保育指針の告示化が抱える課題」『課題別セッション「保育所保育指針の告示化を考える―
その意義と課題の検討―」』(秋川陽一・藤井穂高企画) 、日本教育制度学会編『教育制度学研究第15号』
（pp.97-115）のうち、標題部分を執筆（pp.113-115）
、2008年11月
共著、「保育サービスの質に関する調査研究

平成20年度総括研究報告書」厚生労働科学研究費補助金による

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）研究代表者；大嶋恭二、研究分担者；石井哲夫、大場幸夫、
小沼肇、金子恵美、高野陽、柴崎正行、西村重稀、増田まゆみ、研究協力者；赤坂榮、石井章仁、尾木まり、
金森三枝、三溝千景、塩谷香、高橋貴志、西海聡子、守山均、矢藤誠慈郎、2009年３月
共著、「保育所保育の質に関する調査研究」（平成20年度 こども未来財団 児童関連サービス調査研究等事業報
告書）主任研究者；増田まゆみ、分担研究者；西村重稀、柴崎正行、研究協力者；大嶋恭二、小沼肇、守山
均、倉掛秀人、三溝千景、高辻千恵、石井章仁、矢藤誠慈郎、2009年３月
共著、「保育所における第三者評価に関する調査研究―全国保育士養成協議会第三者評価事業を検証する―」
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（全国保育士養成協議会 現代保育研究所 研究報告書）研究代表者；増田まゆみ、石井哲夫、大嶋恭二、小沼
肇、守山均、矢藤誠慈郎、三溝千景、石井章仁、2009年３月
その他
研修会
全国保育士養成セミナー・分科会「保育所実習に求められるものは何か」提案者「実習生の成長を保障するた
めの仕組みづくりと課題としてのミニマムスタンダード」（主催；全国保育士養成協議会）函館国際ホテル、
2008年９月25日
講演等
愛知県主任児童委員等研修会講師「子どもとはどのような存在か―現代の子どもと子育ちを理解するために―」
（主催：愛知県中央児童・障害者相談センター）尾張福祉相談センター（愛知県三の丸庁舎）、2009年２月
20日
岡山県保育内容委員会講演会講師「保育士養成校教員の教育能力を高めるための実践的方法―保育士養成校教員
の役割と倫理を考える―」
（主催：岡山県保育士養成協議会・保育内容委員会）就実大学、2009年３月８日
その他
全国保育士養成協議会現代保育研究所

研究員（2001年４月〜）

全国保育士養成協議会児童福祉施設福祉サービス第三者評価機関

評価調査者・ワーキンググループ委員

（2002年〜）

後藤 永子
著作
共著『幼稚園教諭・保育士養成課程「幼稚園・保育所実習ハンドブック」
』（株）みらい

2008年４月

学会発表
日本保育学会第61回大会

2008年５月17日

藤博美、八木朋子、後藤永子

名古屋市立大学「保育における「ストレングスモデル」（1）」佐

大会発表論文集

pp.480

その他
社会活動など
（現職者研修講師）
守山区内民間保育園主任研修 テーマ「子どもの絵と心」ふたば保育園

2008年７月15日

守山区内民間保育園主任研修 テーマ「新しくなる保育所保育指針」ふたば保育園

2008年９月16日

守山区内民間保育園主任研修 テーマ「特別な支援を必要とする子どもと保育」和進館保育園2008年11月４日
守山区内民間保育園主任研修 テーマ「発達障害とは」ききょう保育園
保育士研修 テーマ「発達障害と保育」池内わらべ保育園

2009年１月27日

2009年１月28日

堀 篤実
学会発表
「大学生における意欲の低下と描画の関係について」日本発達心理学会第20回大会 2009年３月
その他
子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業（岐阜県教育委員会主催）の講師
８月、岐阜県立恵那南高校

岐阜県立大垣桜高校

2008年

2008年10月

名古屋発達障害研究会第９回夏季研修会大会実行委員長

2008年８月

発達障害を持つ子どもとそのきょうだいたちのための漁業・海洋活動体験プログラム（子どもゆめ基金助成事
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業）の講師

2008年８月

「保育体験実習」講座（愛知県立中川商業高等学校）講師
第26回あいち学童保育研究集会分科会講師

2008年９月

2009年２月

矢内 淑子
著作
愛知東邦大学地域創造研究所（地域研究叢書No.10）共著『「子育ち」環境を作り出す、第５章文化こそみんな
の心をつなぐ―音楽〈歌〉を通したまちづくり』唯学書房

2008年10月

報告
「保育者養成におけるソルフェージュ力の育成（Ⅰ）」─初見視唱・アンケート調査を通して─『日本保育学会
61回大会発表論文集』2008年５月、373頁
演奏
日本歌曲演奏会 はな・花・華〜輪になって〜（淑の会主催、ビューホテル岡山）2008年６月
童謡コンサート〜心の中はやさしさいっぱい〜（吉備路文学館主催）2008年11月
クリスマスコンサート〜私からあなたへ歌の贈り物〜（倉敷第一病院主催）2008年12月
バッハアンサンブル名古屋５周年記念演奏会「ミサロ短調」
（愛知県芸術劇場コンサートホール）2008年12月
指揮活動
2008年６月

第61回岡山県合唱フェスティバル（岡山シンフォニーホール）

2008年８月

第34回倉敷サマーコンサート（倉敷アイビースクエア）

2008年８月

第61回岡山県合唱コンクール（岡山市民文化ホール）

2008年９月

第46回中国コンクール（島根県民会館）

2008年11月

倉敷東公民館文化展ミニコンサート（倉敷東公民館）

2008年１月

倉敷合唱フェスティバル（倉敷市芸文館）

その他
社会活動など
岡山県合唱連盟副理事長

2002年４月〜現在

岡山バッハカンタータ協会会員

1986年〜現在

瀬戸内混声合唱団指揮者

1989年〜現在

女声合唱団萌え木指揮者

2004年〜現在

アンコーラ指揮者
中国二期会会員
中国二期会監査役

2004年〜現在
1989年４月〜現在
2006年４月〜現在

岡山県文化祭合唱の祭典企画委員会副委員長

2008年２月〜現在

日本保育学会第61回大会保育専門職の養成５分科会の座長
NHK全国学校音楽コンクール岡山県大会審査委員
第60回岡山県合唱コンクール銀賞
第45回中国合唱コンクール銀賞

2008年５月

2008年８月

2008年８月
2008年８月
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成松 美枝
論文
｢教育｣『日本労働年鑑 第78集 2008年度版』
、大原社会問題研究所、旬報社、2008年６月
「第７章

第１節

アメリカの教育課程」
『教育課程』山崎準二編、学文社 、2008年11月

研究報告
『アメリカ合衆国の自治体・学区における「学校評価システム」の調査研究』独立行政法人日本学術振興会
2007-2008（平成19-20）年度科学研究費補助金

(若手研究（スタートアップ）・研究領域：4001

研究

課題番号：19830091）： 2009年３月
「公教育における教育機会均等の実現：名古屋市及び日本・米国の都市学区を事例に」 シキシマ学術・文化振
興財団

第22回研究助成事業対象研究

2007-08年度実施

2008年９月

学会発表
日本教育行政学会

第43回大会発表

場所:東京大学

2008年10月11日

アメリカ合衆国自治体・学区における「学校評価システム」の調査・研究

─外部評価・内部評価のあり方を

中心に─
学内発表
第２回

下出文庫シンポジウム

場所:愛知東邦大学 2008年１月31日発表

①「東邦商業設立の背景」

学内報告
愛知東邦大学地域創造研究所

学生支援の質向上研究会

支援をとりまく社会的状況と本学における可能性

代表

矢藤誠慈郎「中間報告」調査メンバー：学習

2008年12月３日
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