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■共同国際シンポジウム

中国の政治改革と少数民族の権利

─いわゆる“第二次民族政策”をめぐって─
ボルジギン ブレンサイン

2012 年 12 月８日㈯、滋賀県立大学人間文化学部
国際コミュニケーション学科およびケンブリッジ
大学モンゴル内陸アジア研究センター（MIASU、
Cambridge）が共催で、国際シンポジウム「中国政
治改革と少数民族の権利─いわゆる“第二次民族政
策”をめぐって─」が、滋賀県彦根市の滋賀県立大
学において行なわれた。
今回の国際共同シンポジウムは、滋賀県立大学に
国際コミュニケーション学科（人間文化学部所属）
が新設されたことに合わせて行われた学科主催の最
初の国際シンポジウムである。シンポジウムは理事
長をはじめ大学側の心強い支援のもとで開催できた
ことを特筆しておきたい。今回の国際シンポジウム
の開催で世界的に広く知られている研究者たちが本
学に集い、国際的に注目する課題を議論できたこと
は、新しい国際コミュニケーション学科の発足を象
徴とする本学の国際化にむけた姿勢と努力をアピー
ルしたものと考える。
改革開放政策がはじめられておよそ 30 年が過ぎ
た中国において、政治改革の圧力が高まっている。
今後、果たしてどのような政治改革が行なわれてい
くかについては予想できないところが多いが、「少
数民族政策」においては明らかな変化の兆しを見て
取ることが出来る。実際、現在の少数民族自治を規
定している「民族区域自治法」に対して、わずかな
がらではあるが修正がすでに加えられている。さら
には、既存の民族政策への批判的な意見も公然と表
れつつある。また、ハイレベルの政治指導者やその
ブレーン的な存在の中から「第二次民族政策」とい
うものをきちんと規定するようにという要望も行な
われている。つまり中国においける「第二次民族政
策」とは、結局今までの少数民族政策は、国家の統
合と安定を脅かす要素であり、少数民族に与えられ
た「民族」という枠組みを廃止し、彼らの少数民族
を「族群」（ethnicity）という風に位置づけようと
するものである。
今回のシンポジウムは、中国で今現在議論されて

いるこのような「第二次民族政策」が少数民族政策
にどのような影響を与えるかについて学術的に考え
る先駆的な試みである。またこの問題を分析するこ
とは、中国における多民族社会の政治的変容を理解
できるのみならず、中国の政治体制改革の今後を考
える意味でも重要な問題である。
ケンブリッジ大学教授ウラディン・Ｅ・ボラグ
（Uradyn E. Bulag）氏、滋賀県立大学准教授ボルジ
ギン・ブレンサイン氏が司会をつとめ、滋賀県立大
学学長大田啓一氏、滋賀県立大学人間文化学部国
際コミュニケーション学科学科長の石田法雄氏に
よる挨拶からシンポジウムがはじまった。それに
引き続き、中国社会科学院院長補佐、中国民族学
会会長などを務める郝時遠氏による基調講演、内
モンゴル大学民族学社会学学院長のナスンバヤル
（Nasunbayar）氏、神戸大学教授王柯氏、滋賀県立
大学准教授ボルジギン・ブレンサイン氏、中央民族
大学教授張海洋氏、ハーバード大学教授マーク・エ
リオッド（Mark Elliott）氏、ケンブリッジ大学ウラ
ディン・Ｅ・ボラグ氏が順に研究報告が行われた。
それを受けて愛知大学教授の加々美光行氏、東京大
学大学院教授村田雄二郎氏、和光大学教授ユ・ヒョ
ヂョン氏のコメントを中心にパネル・ディスカッ
ションが行われた。
郝時遠氏は基調報告「中国の民族区域自治制度と
政治改革」のなかで、今後民族区域自治制度を充
実させていくことが、中国政治の民主化と政治体
制改革の重要な課題となるという立場から、「第二
次民族政策」に対して他国の「経験や教訓を誤って
理解している」と批判的な見解を述べた。また現在
中国の民族問題で至らないところがあるとすれば、
それは「民族区域自治政策」の存在そのものに原因
があるのではなく、逆に「民族区域自治政策」を十
分実施できていなかったところに原因があると指摘
した。そして「民族区域自治制度」をより確実なも
のにするためは、当面五つの少数民族自治区におけ
る「自治条例」を制定することこそが、中国政治の
民主化と政治体制改革の重要な課題となるべきであ
人間文化●
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る、と主張した。

漢民族をアメリカ国内の黒人、ラテン系やアジア系

第一報告のナスンバヤル氏は、「優遇か権利か－

のような移民と比較するのではなく、先住民（土着

少数民族を主体とする視点から民族政策を考える」

人）として考えるべきであるとし、中国も国連によ

と題し、この問題を内モンゴルのみの問題としてで

る先住民の権利を守る関連条約に調印すべきである

はなく、民族区域自治そのものが問われていると述

と論じた。エリオット氏の報告は、中国で横行する

べた上で、革命史の文脈では内モンゴルを「解放」
したのは漢人ではなく、内モンゴルのモンゴル人で
あり、モンゴル人の内モンゴルにおける発言権の確
保を求め、同様に少数民族の声にもっと耳を傾ける
べきだ、と論じた。
第二報告の王柯氏は「
「伝統」はどこまで遡れる
ものか─桂林白氏における「回族」の再建から民族
政策を考える─」というテーマで、中華民国期の有
名な軍閥の一人である白崇禧の出身である広西桂林
白氏におけるフールドで得た第一次資料に基づき、
彼らの民族、宗教、宗族、中国化（漢化）に対する認
識を分析し、その変遷のプロセスに見られる政府の
施策との関係を明らかにした。そして中国における
民族とは創られたものであるという点を強調された。
第三報告のボルジギン・ブレンサイン氏は「民族
区域自治の空間－ある自治県の民族政策に対する理
解と実践」の中で、遼寧省の北西部に位置し、内モ
ンゴル自治区と隣接している「阜新モンゴル族自治
県」の少数民族幹部の民族区域自治政策に対する理
解と実践を事例に、
「民族政策を読む」ことと「民
族政策を実施するために走る」ことの弁証法的関係
性を論じた。その内容は、内モンゴル自治区よりも
自治区外にある阜新モンゴル族自治県における民族
区域自治としての実体性が高く、中国の民族区域自
治制度においては与えられた「自治区域」の範囲が
大きければ大きいほどそれがもつ「政治性」が高ま
るという問題を指摘した。
午後に入り、第四報告の張海洋氏は「中国のここ
100年における社会スタイルの変遷と民族区域自治」
というタイトルで、30 年を一つの周期として捉え、
辛亥革命後のおよそ 100 年間の民族宗教統治構造に
ついて分析した。その結果、民族区域自治制度を堅
持すると同時にそれを完全なものにしていくべきだ
と述べた。
第五報告のマーク・エリオット氏は「グローバル
な視点から見た中国の民族政策」と題し、中国の非

アメリカにおけるマイノリティー問題の「経験」を
搬入し、少数民族問題を解決しようとする一部の動
きに対して強く警種を鳴らしたという点で重要な意
味を持つものである。
第六報告のウラディン・Ｅ・ボラグ氏は「民族区
域自治およびその「安全化」─中国の政治制度にお
けるある種の「相互争奪性」」の中で、最近の中国
では、民族区域自治制度を維持管理すること自体が
「不安定要素」であり、国家の分裂を招くものだと
考える人々がいる一方で、一部の知識人や少数民族
の人々はこの制度こそ自らの「安全」を保障するも
のであると、見ていると指摘した。しかし、この二
つの相反する意見を持つ勢力は互いに常に批判的な
態度とりながらも、民族区域自治制度に対しては双
方がそれぞれ不満を抱いており、この種の「相互争
奪性」は中国の政治制度が抱えている構造的な問題
であると、コペンハーゲン学派は用いる「安全化」
（securitization）概念を用いて論じた。
総合討論においては、コメンテーターを務めた
加々美光行氏、村田雄二郎氏、ユ・ヒョヂュン氏の
コメントを受け、活発な議論が行なわれた。議論を
通じて浮かび上がってきた問題として、中国政治の
特殊性が挙げられる。つまり「第二次民族政策」に
よって積極的に民族統合を進めようという勢力に対
して、少数民族知識人の中からこの動きを批判する
ために従来から存在している民族区域自治の堅持や
貫徹を求め、その結果中国共産党の支配を支持する
動きが現れているという点であり、大変興味深い。
内モンゴルをはじめとする中国の少数民族居住地域
の社会や政治問題の現状や今後を考えるうえで、中
国共産党支配下の複雑な構造を理解することなしに
問題を単純化することはできないという重要な意義
をもつシンポジウムであった。今後、中国共産党指
導部が政治改革の流れの中で少数民族政策をどのよ
うに改革していくのかが注目される。
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■人間文化セミナー

☆演題☆

生活習慣病における運動と栄養の役割
と

き：平成24年11月26日㈪10時40分〜 12時10分

場

所：E5-101 教室

対

象 ： 学生、教職員、一般

講

師 ： 森谷

敏夫氏（京都大学大学院

最近の運動医科学の研究により、体力の低下や生
活習慣病の発症が加齢のみに依存しているだけでな
く、運動不足病（Hypokinetic Disease）に集約でき
る慢性的な運動不足によって惹起される各種の生理
機能の低下が大きな要因であることが示唆されてい
る。このセミナーでは、最新の運動医科学の知見と
生活習慣病（肥満・メタボリック症候群、糖尿病、
高血圧、脂質異常症、加齢性筋肉減少症［サルコペ
ニア］など）の予防・治療における運動と栄養の役
割について熱く語って頂いた。
従来、余剰エネルギーはそれが糖質であれ脂質
であれ、すべて肝臓で脂肪に合成されて脂肪細胞
中に蓄えられると考えられてきた。しかしこれは
ラット、モルモットを用いた研究によるもので、人
間の肝臓では糖質はほとんど脂肪に合成されないこ
とを Jéquier and Tappy は 1993 年に報告した。そ
の後、彼らはヒトを使って過食実験を行い、「ヒト
の肝臓はラットと異なり糖質を脂肪に変換する能力
はほとんど無い」という論文をアメリカ生理学会
の Physiological Review で新たな実験結果とともに
発表した。この実験ではタンパク質、糖質、脂質で
1000Kcal を過剰摂取した時の代謝の変化を 24 時間
追跡したものである。その総説論文では、
1余剰のタンパク質、糖質はその日のうちに代謝さ
れるが脂肪は蓄積される
2糖 質を脂肪に合成するには 25 ％のエネルギーが
必要になる
3中性脂肪はエネルギー消費なしで体脂肪に合成さ
れる
4高糖質食条件下でも脂肪合成は 1 日 10 ｇを超える
ことはない
と結論付けている。
つまり、ヒトはラット、モルモットと違い脳が
大食漢で（摂取した総エネルギーの２割近くを消
費）
、しかも糖質しかエネルギーとして使えないの

教授）

で、余分に摂った糖質を脂肪に変換すると、そのエ
ネルギーを二度と脳で使えなくなる。そこで余分に
摂った糖質は肝臓と筋肉のグリコーゲンとして蓄え
るのである。ラットには脳がほとんど無いので、
余ったエネルギーをすべて脂肪として蓄えるのは非
常に合目的なのである。
また、最新の Gated 31P NMR では１ミリ秒の精
度で筋エネルギー代謝が測定できるが、短収縮時の
ATP 供給にクレアチン燐酸（PCr）の分解・再合成
が 30 ミリ秒以内で完了し、以前報告されている実
に40倍以上も PCr が利用されることが明らかになっ
た。以前は PCr の利用率が顕著に低く見積もられ
たので、運動の開始初期のエネルギーは PCr が主
体であるとされたが、これは嘘である（PCr の筋含
有量ではまったく足りない）。筋収縮に伴う運動単
位のインパルス発射頻度やそれに付随する一連の化
学反応は筋小胞体のカルシウムの動きに連動してお
り、ATP の再合成や PCr の分解・再合成はほぼ瞬
時に筋グリコーゲンの分解によって成立しているこ
とが明らかにされている。
熱く、また激しく講演を頂き、参加者は知らぬ間
に引き込まれていき、自分自身の身体や健康につい
て深く考える機会となった。講演いただいた森谷氏
に心より感謝申し上げたい。 （文責：寄本 明）
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■ 2011 年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
学動機

地域文化学科
岩城

茜

北森

光

武田

彩

長尾

竜壱

大西

遼

砂田

恭兵

村尾

真優

大矢
小椋

吉昭
樹里

中尾江梨華
岩嵜 達哉
中村
渡邊

健吾
早

喜田

彩花

井上のどか
坂
竹下

莉沙
碧

籔内
花畑
鎌倉

亜美
三保
千穂

橋本真佑美
小倉

知実

宇佐美陽子
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織田信長段階における石垣の編年
的考察
戦国期における瀬戸内海流通の研
究 ─見近島城跡出土遺物を中心
として─
月山富田城とその城下町の研
究 ─発掘調査成果を中心として─
奈良・平安時代における甲胄の小
札について
古墳時代中期における須恵器の受
容と展開 ─近江湖北地域を事例
に─
近江における緑釉陶器の流通に関
するー考察
古代エジプト古王国時代における
マスタバ墓の構造とその変遷
─ギザにおける分析を中心に─
平安中期の王権と行幸
大正期における地域の女子教育につ
いて ─塚本さとを中心として─
平安中期における呪詛と政治
戦国期における禁制─武田氏を事
例として─
時宗の踊り念仏について
近世後期における茶流通
─川根通における茶荷主の成長─
小中学校における国際理解教育の
現状と課題 ─滋賀県長浜市公立
小中学校を事例に─
中国をルーツに持つ子どもへの母
語・継承語教育─実践と展望─
川の水利用の変化とその要因
福井県における葬儀場の変遷と葬
送文化の地域性
葬送における贈答の変化
兵庫県の鬼追い─近代における変容
「近江八景」図像の研究 ─「石
山秋月」「三井晩鐘」を中心に─
「日蓮聖人註画讃」の研究
─聖者の表象をめぐって─
地方鉄道の存廃問題に関する研
究 ─北近畿タンゴ鉄道を事例と
して─
語学学校に通う日本人留学生の留

上拾石奈々
亀井 太一
日下部朱里
間所

智幸

後藤

恵理

髙木
戸川
馬渕
村松

一葉
紗知
瑶子
美咲

山崎

晃代

沖田

有紗

北村

奈央

宮下
田中

侑子
宏樹

瀬在

優実

橘

竜太朗

豊島

有沙

一瀬

悠峰

西村
山田
山下

直也
陽二
高悠

荒川
今井

恭平
佳奈

今城

恵理

男性介護士が抱える困難と可能性
について
野球独立リーグを選ぶ若者たち
企業におけるワーク・ライフ・バ
ランス施策の継続要因
核廃棄物処分場反対運動からまち
づくりへ ─滋賀県旧余呉町を事
例に─
外国人児童の教育支援における
「当事者性」の課題
お受験させる親たちの子育て意識
原発「再稼働」をめぐる言説
現代の若年女性の身体観
都市祭礼の担い手集団の変容と継
承をめぐる課題 ─滋賀県長浜市
長浜曳山祭を事例として─
生協による「食の安心安全」にむけ
た消費者・生産者間の連携の可能性
教育にみる中国と日本 ─中国の
歴史教育の変化と実状、そして日
中友好にむけての考察─
中国における女性の労働につい
て ─日中を比較して─
中国人の訪日旅行について
マスメディアの戦争責任につい
て ～朝日新聞の「転向」を例に～
「発見」された芸術 ─滋賀県の
障害者福祉施設におけるアール・
ブリュットの誕生をめぐる文化人
類学的研究─
「開発を文化人類学する」 バング
ラデシュのグラミン銀行とｅ－Ｅ
ｄｕｃａｔｉｏｎの事例から
レストラン経営から見るエスニッ
ク・ビジネスの形成過程 ～イン
ド・ネパール料理レストランの事
例から～
ホームレスの生存戦略 日雇い労
働者「田口」のあいりん体験記
ホストクラブの民族誌
僕の / 彼らのビートルズ
中国内モンゴル自治区における＜
特殊な＞日中関係に関する考察
地域通貨の現状と課題について
京都市におけるカフェブームの興
隆についての考察
滋賀県における浄土真宗門徒につ
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いての考察
長谷

直敏

～発泡スチロールを使った試み～

フランチャイザーとフランチャイ
ジーの関係を考える

荒川

希美

～コンビニ

エンスストアの見切り販売を事例
聖也

布施 春菜
山香祥一郎

菊井

駿

石村友樹子
田郷
伏木

綾菜
詩織

牧田

昌樹

阪口

奈穂

坂部
田中

舞子
節乃

平井菜々子
宮 沙耶加
近藤

敬之

社会的タブーの考察：滋賀県湖北・
湖東の差別意識について
湖北地域における持送りの研究
空き町家の保存と活用についての
研究 ～旧八幡町の町なみを事例
として～
滋賀県湖東地域におけるウダツに
関する研究 ～中山道の宿場町を
事例として～
彦根藩宇津木三右衛門屋敷の復元
的研究
槻御殿・表向茶室の復元的研究
長浜市管並の集落景観の構成要素
に関する研究
彦根城下における足軽屋敷の空間
構成原理に関する研究
多賀町のまちづくり ─多賀そば
を事例として─
灰色を生きる
「あげる」「もらう」でひろがる縁
─兼業農家が行う贈与─
組織のなかでの自分
飛び出し坊やと交通安全 ─老衰
でこの世を去るために─
未知との『再会』

地域文化学専攻──修士論文
王
中川

京徽
永

大平 史乃
上村 法子
久保奈緒子
南
太加

「おかずつかみ」から見た琵琶湖
内湖の伝統的利用と変化
琵琶湖湖底遺跡・西浜千軒遺跡の
研究
中世における逃散
職人歌合の史料的性格について
三階蔵に関する基礎的研究
チベット遊牧社会変容 ─中国青
海省黄南チベット族自治州の事例
について

生活デザイン科
齋藤
田村

亮
美穂

現代日本における鍵文化の研究
あそびの動作を引き出すデザイン

─まちの景色を伝

える模様のデザイン─
泉谷

郁美

として～
吉田

hikone 模様

こども向け工作キットの制作と新
しいワークショップスタイルの実

伊藤

晴香

稲生

香織

梶本

愛

金丸奈保子
河合

航路

河合

摩耶

岸田奈津實
久保

愛美

坂口祐紀子
貞山真里奈
下田

翔平

住田

愛弓

辻中

輝

筒井明日実
中西

未紅

中山ひとみ
西川 佳織
西廣 朝美
西山
布施

紗代
遥香

松岡

幸

松本

咲

践 ─はいざいわーくしょっぷ─
コミュニケーションツールとして
のプリントＴシャツ
コーディネートし易いアイテムの
提案 ─高齢女性に色彩を楽しん
でもらうために─
各種処理乾燥藍葉による染色およ
び堅ろう性の検討
地域活性化における鉄道広告の可
能性
学習机のデザイン
─未来の自分を創造する─
駅前大型商業施設の戦略
～ルクアの事例研究～
八日市市の商店街を活性化するた
めの提案
田舎の暮らしを通した交流空間を
考える ─人々の交流を誘発する
ゲストハウスの提案─
日常のしぐさに着目したクレイア
ニメーションの制作
大学生を対象にした「あかり」の
提案
島の魅力を伝えるデザイン─上五
島産海産物のブランディング─
漫画に現れた忍者の道具 ─サブ
カルチャーの中に反映された憧憬
の形─
バズ・バイラルマーケティングの
実践 ─滋賀を勝手に広告─
まちにゆとりを生む家
─滋賀に建てる小さな家の提案─
襲色目による季節感覚の和空間へ
の利用に関する研究
子ども用ピーラーの制作
人生の節目を祝う木製品
男性の自然なフェミニンスタイル
の提案
紙の折りがつくる卓上の風景
車いす利用者のためのパターンの
検討 ～フォーマルなアンサンブ
ルの提案～
環境のメッセージを伝えるテキス
タイルデザインの提案
写真による「日常」の魅力の発信
人間文化●
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水谷真理奈

安本

峻哉

まちの庭となる公園

吉川

鷲尾

裕美

和

順子

土井麻里子

井之本香澄
今井

笙子

江間

由姫

大谷絵理子

大野

友彰

岡村

実咲

岡本美沙希
川崎沙絵子

小林

悠衣

坂上

聡

6
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美帆

自律神経活動指標を用いた冷え性
の新たな分類方法

ギの摂取がエネルギー代謝に及ぼ

ホームセンターで作るモバイル空
─ピックアップキャビン製作

マニュアル─
キャラクターとその衣装デザイン
制作
19世紀のクリノリンドレスと現代
のウェディングドレスの関連性に
ついて
「ブランドムック」の製品カテゴ
リ形成プロセスについて

生活栄養学科
饗場

柴田

の提案─
間
山内茉梨佳

─産業遺産

をきっかけとした地域特有の公園

カズザキヨモ

す影響
柴田

佳香

白波瀬瑶子
鈴木

真純

田中

奈美

寺井

俊二

時間選好率・危険回避度を用いた
腹膜透析患者の栄養指導に関する
研究
自律神経活動指標を用いた冷え性
の新たな分類方法 カズザキヨモ
ギの摂取がエネルギー代謝に及ぼ
す影響
パントテン酸欠乏食が尿中２- オ
キソ酸排泄量におよぼす影響
Trp インバランス食が Trp-Nam
転換経路におよぼす影響
母親の夜間の過ごし方からみた育
児ストレス軽減に向けての検討
肝解毒酵素グルタチオンＳ - トラ
ンスフェラーゼ誘導活性の高い野
草の探索
ラットにおけるＤ - トリプトファ
ン摂取がトリプトファン代謝にお
よぼす影響
食品摂取による冷え改善効果
─ココアの成分テオブロミンの体
表温上昇作用の検討─ ─身体を
温めるパンの副素材の検討─
脳内キヌレン酸産生に影響をおよ
ぼす食事因子のスクリーニング
母親の食生活とストレスの状況を
ふまえたよりよい指導・支援の検
討
だしと旨味の研究 食材の旨味を
増やす方法
ふなずし飯から分離された
Lactobacillus buchneri M の GABA

寺岡しおり

生産性の検討

毛利田展也

中川菜摘

中西

香里

中橋

沙季

中村

絵里

中山

由子

古山

明子

堀内

仁美

宮澤あゆみ
村上

遥香

マウスの系統別トリプトファン ニコチンアミド転換率とニコチン
アミド異化代謝の比較
胃切除患者における術後の予後に
ついての検討
だしと旨味の研究
─えのき・野菜─
時間選好率・危険回避度を用いた
糖尿病患者の栄養指導に関する研
究
トリプトファン大量摂取による胎
盤と胎児の成長抑制に対してロイ
シンがおよぼす影響
生活習慣病予防を目的とした食事
および運動指導の効果の検討
発達障がい児に対する「生きる
力」を育む特別支援教育としての
食育Ⅰ～食育実施時の児童の行動
の数値化と客観的評価による食育
プログラムの再検討～
保育園児の生活習慣調査および保
育園児に対する食育が保護者に及
ぼす影響について
発達障がい児に対する「生きる
力」を育む特別支援教育としての
食育Ⅲ～食育プログラムにおける
自己効力感の向上を中心に～
発達障がい児に対する「生きる
力」を育む特別支援教育としての
食育Ⅱ～ソーシャルスキル尺度を
用いた食育プログラムにおける児
童の社会性分析～
食品摂取による冷え改善効果─コ
コアの成分テオブロミンの体表温
上昇作用の検討─ ─身体を温め
るパンの副素材の検討─
トリプトファン代謝能力に応じた
トリプトファンおよび代謝産物濃
度の正常化
日本人妊婦における葉酸の必要量
の検討
腹膜透析患者の透析導入前後の食
事コントロールに及ぼす影響
ふなずし飯発酵期間中の GABA
産生に関わる乳酸菌の探索
トリプトファン - ニコチンアミド

人●間●文●化●通●信
代謝におけるマウスの系統比較
山田

千尋

２型糖尿病患者における教育入院

富田

沙希

の効果

語りを中心に─
多人数会話における反論はいかに
構成されるか

─初対面集団の議

論を事例として─

人間関係学科
蘆田

康介

石橋

論子

海老原

大槻

圭

拓矢

岡本健太郎

奥本ひろみ

柏

美由紀

勝木

美帆

川﨑
川嶋

綾香
美紀

木村

芽生

車

偉勲

鈴木久美子

鈴木

美穂

谷口

真琴

谷本

早彩

辻

和也

相互行為における注意の構
成 ─あっち向いてほいを事例と
して─
ボランティア活動を行う学生のボ
ランティア観
店頭マーケティングと非計画購買
に関する考察 ～ドラッグストア
の事例を中心に～
美術教育における模写を用いた授
業の可能性 ─絵画表現に関する
「新しい価値観」の創造を中心に─
児童の思考を育む対話活動を取り
入れた授業の事例研究 ─自己内
対話と他者間対話の関係に着目し
て─
フィンランド・メソッドを用いた
作文教育の可能性 ─小学生向け
の教材の分析を通して─
自死遺族支援団体と行政との関わ
り方の検討
高等学校普通科におけるキャリア
教育の実践
喫煙行動が会話に及ぼす影響
スポーツと食の関係 ─地域性に
注目して─
母親と娘の関係における距離の近
さ ─雑誌「婦人公論」から読み
取れる理想像とは─
カードゲームにおける社会的規範
の生成
一人暮らし高齢者の豊かさに関す
る考察 ～長岡京市の事例を中心
に～
逆境にある人々の社会適応過程に
おける問題行動がもつ意味 ─レ
ジリエンスに注目して─
売り場のレジにおける金銭の受け
渡し行動
職場のいじめ・嫌がらせに対する
メンタルヘルス維持におけるセル
フケアの重要性について
青年期の宗教的信仰が苦難への対
処に与える影響 ─仏教徒青年の

中林

由佳

西村有紀美
蜂須賀拓也
馬場

穂波

藤関
牧

涼子
洋育

益井

翔平

松尾

夏希

矢部

香織

被写体としての幼児の表情表出の
発達的変化 ─写真撮影者とのコ
ミュニケーションを通して─
企業内研修における仕事へのモチ
ベーションに関する研究
女性誌における理想の男性像
─雑誌「with」を通して─
高齢者とのコミュニケーションが
うまくとれるようになるまで ～
特別養護老人ホームでのインター
ンシップを通して～
腐女子にとっての恋愛とは何か
支援機関に通う少年の変化と支援
への意味づけ ─何が転機となり
うるのか─
きのくに子どもの村小学校におけ
る「プロジェクト」の特質 ─「子
ども」の主体性と「おとな」の指
導性に焦点をあてて─
Child Life Specialist の果たす役
割の可能性と課題 ─家族支援に
焦点をあてて─
幼児は動物をどのように認知して
いるか ─年齢および飼育経験の
有無による違い─

生活文化学専攻──修士論文
●生活デザイン部門
加藤

静華

高杉

昭吾

上田

哲彰

●健康栄養部門
髙田沙緒里
奥村 直哉
辻

愛

日本における地域冊子のデザイン
構成についての考察 ─冊子のモ
ノ化に着目して─
インスリン治療機器を収納する
ポーチの現状調査と開発
ザンジバル・ストーンタウン（タ
ンザニア）の都市構成と変容に関
する研究

ふなずし飯の免疫賦活作用
ふなずし飯中のＡＣＥ阻害物質の
同定
アミノ酸大量摂取が胎盤形成と胎
児の成長におよぼす影響
人間文化●
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茂山

翔太

中高年者の動脈スティフネスに及

ミュニケーション能力を育てる指

ぼす食事パターンと運動の相互作

導法に関する研究

用

ス・オン・フォームに基づく指導

─フォーカ

に焦点をあてて─
●人間関係部門
山本紗耶加
居林

包

8

裕樹

金蓮

●人間文化

摂食障害者の語りからみる「回
復」の経験と苦しみ
確認強迫傾向のある人々の主観的
幸福感に及ぼすストレス対処方略
の影響：非臨床群を対象にして
中学校英語教育における文法とコ

生活文化学科専攻──博士論文
●人間関係論部門
城 綾実
相互行為におけるジェスチャーの
同期とその産出過程

人●間●文●化●通●信
■退職メッセージ
教員生活を終えるにあたって

荒

井

利

明

人間文化学部地域文化学科

先が見えたらおもしろくないな、とたいがいの人
は思うのではないでしょうか。推理小説の話ではな
く、自分の人生のことです。「自由と選択」の幅を
できるだけ大きくしたい、と私は常々思っていま
す。「自由と選択」の幅を広げるか、狭めるかは、
ものごとの判断にあたっての私の基準でもあります。
人生の終点が近づくにつれ、「自由と選択」の幅が
小さくなるのは、残念ながら、避けられないことの
ようです。それはわかっているのですが、わかりた
くない、という気持ちもあります。
子どものころ、実際はそうではないのですが、無
限の可能性があると誰もが思います。りっぱな科学
者にだって、すぐれた文学者にだって、すごい陸上
選手にだって、あるいは大統領にだって、と。
高校から大学に進むとき（むろん、大学に行かな
い人もいるのですが）、どの学部、どの学科を選択
するか、決断を迫られます。おおざっぱにいえば、
文科系か理科系か、なのですが、ここで人生の可能
性はほぼ半分になってしまうでしょう。
就職においても決断を迫られます。ただ、私の世
代、いわゆる団塊の世代が就職するとき、40 年以
上も前ですが、日本経済はなお高度成長のなかにあ
り、就職できないのでは、といった心配をそれほど
しないですんだのは幸いでした。
新聞社に就職して数か月後、仙台（宮城県）で
「サツ回り」をしていた私は、市電を降りて警察署
に向かう坂道を下りながら、「もうやめようかな」
とも思いました。結局はやめずに 35 年間勤務する
ことになったのですが、そこでやめていたらどんな
人生があったのか、それはもう考えてもしかたがな

10 年１日のごとく

いことです。
60 歳の定年近くになって、新聞社をやめ、県立
大学で教員生活を始めることになりました。加賀の
いなかで生まれ育った私は、東京の大学で学び、東
京の会社に就職したものですから、故郷への往復
時、米原でよく列車を乗り換えました。彦根につい
てはいくらか知ってはいましたが、米原の隣にある
とは、教員採用の面接で訪れるまで、わかっていま
せんでした。縁というのは不思議なものです。
こうして振り返ってみれば、私の人生はとても単
純なものです。「自由と選択」の幅はどんどん狭く
なっています。でも、65 歳になって教員生活を終
えるいま、なお一定の幅はあるようです。今年の年
賀状に、退職して「ひまになったら、お金にならな
くても、少しは世のため、人のためになることをし
たい」と書きました。
強い人、お金のある人、権力のある人、地位の高
い人、そんな人が少しでもいやがることをする、少
なくとも、そんな人が喜ぶようなことは決してしな
い、つまり、あまのじゃく精神にのっとって生きて
いきたいと思っています。たとえそんなことをして
も、せいぜいごまめの歯ぎしりでしょう。でも、そ
のように努めれば、たとえ地獄で閻魔さまと顔をあ
わせることになっても、いくらかは申し開きができ
るでしょう。
教員生活の７年間はあれよあれよという間に過ぎ
てしまいました。お世話になりました。おかげで楽
しい日々を送ることができました。ありがとうござ
いました。

福

井

富

穂

人間文化学部生活栄養学科

私は、栄養士養成施設（学校）を卒業後、民間の
給食会社を経て、名古屋大学医学部附属病院の財団
法人に入社後、１年半あまりで病院の職員となり、
10 年あまりの経験をもって、1977 年滋賀医科大学
医学部附属病院創設準備室に転任致しました。その
後の 25 年余りは、医学部附属病院における栄養管
理部門の責任者として管理運営にあたってきまし

た。2003 年４月に 35 年ほど勤務した国立大学病院
（名古屋大学医学部附属病院および滋賀医科大学医
学部附属病院）から本学に赴任いたしました。この
３月で定年退職いたしますが、この 10 年間お世話
になりありがとうございました。
あっという間の 10 年間でしたが、初年度から臨
床栄養学関連の授業を行うとともに、卒業研究、あ
人間文化●
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るいは博士前期課程の学生や社会人入学生とともに

した。この調査には、2003 年度花王健康科学研究

臨床研究を行ってきました。特に、医療機関との共

会の研究助成をいただき、「地域住民に対する生活

同研究については、古巣である滋賀医科大学第三内

習慣病予防対策としての栄養食事指導－血清脂質値

科および栄養治療部との共同研究として、肥満や糖

異常者に対する健康・栄養教育の成果について」と

尿病、腎疾患、消化器疾患などを対象に栄養食事指

題して報告しました。その卒業生たちと昨年、吉田

導の有用性に関する研究を進めてきました。その
間、慢性疾患罹患者の栄養食事指導はますます重要
性が高まってきていましたが、患者さんの行動変容
は遅々として進まず、何が問題となっているのかを
明らかとすることが急務でした。臨床の場にある栄
養部門を活性化するために、近隣の病院や大学病院
に共同研究の必要性を働きかけ、また、多くのゼミ
生や院生の皆さんの協力を得て、徐々に範囲を広げ
ることができました。関係した皆さんには改めて感
謝致します。
さて、教員経験につきましては、名古屋大学医学
部附属病院在籍時には附設の看護学校、助産婦学
校などにおける「栄養学」の講義を行ってきまし
たが、その後は、2000 年の同志社女子大学におけ
る「栄養指導論」および翌年の大学院における「臨

先生の送別会を名古屋で開催し、楽しいひと時を過
ごしました。
臨床現場における研究を進めるにあたっては、研
究対象者である患者さんに対して適切な倫理的配慮
が必要とされ、病院時代に既に倫理委員会の承認を
受けることが義務づけられていました。そこで本学
においても、倫理委員会を創っていただくよう働き
かけ、2005 年４月５日に「滋賀県立大学研究に関
する倫理審査委員会規程」が策定され、フィールド
研究を始めることができるようになりました。古巣
である滋賀医科大学医学部附属病院を始め、幾つか
の医療施設において研究協力を得ることができ、ま
た、本学科柴田教授の指導もあり、研究成果を論文
としてまとめ、2009 年９月には滋賀県立大学人間
文化学博士（人文論第 11 号）を取得することができ

床栄養学特殊研究」
、2002 年京都女子大学大学院に
おける「臨床療法特論」の数年間でしたが、主に医
療機関における管理栄養士の職務について、栄養管
理計画に基づく実践が如何に面白い業務であり、遣
り甲斐のある仕事であるかを、今後を担う若い人た
ちに理解してもらおうと考えて授業を組み立ててい
ました。本学に採用が内定してからは、ゼミ生の数
や研究のテーマの提出など、年末から新年にかけて
メールのやり取りがあり、物珍しさもあってか５名
のゼミ生を引き受けることになりました。その年に
は、研修生であった本学の卒業生から依頼があり、
K 町の地域住民に対する栄養食事指導を行うことに
なりました。夏の暑い盛りに、食事摂取頻度調査の
ため吉田先生のゼミ生たちも動員して何日も通いま

ました。あらためて御礼申し上げます。
そのほか、2010 ～ 11 の２年間は、思いもかけぬ
学科長の大役を無事努めることもでき、よい経験を
いたしました。４月からは、同志社女子大学におけ
る非常勤講師を継続しつつ、愛知県一宮市にありま
す修文大学の健康栄養学部管理栄養学科において引
き続き臨床栄養学の教鞭をとることになっていま
す。片道３時間余りの通勤になりますが、健康なう
ちは続けたいと思っております。
末筆となりましたが、人間文化学部の先生方と親
しくお付き合いできなかったことをお詫びいたしま
すとともに、皆様方のますますの発展と本学のご発
展を祈念致し、退職のメッセージといたします。誠
にありがとうございました。

退職のメッセージ

黒 田 末

壽

人間文化学部地域文学科

県立大学に与えられていた課題
1995 年の県立大学開学時から今日まで 17 年間、
いつの間にか過ぎて、定年の日を迎えることになっ
た。この 17 年間に、世界の変化はさておき、県大
にも独立法人化して競争原理が強化されるなどの大
きな変化があった。私自身は、以前から地域学に関
心をもっていたものの専門が異なっていたから、地
域文化学科に来たことによって研究活動の分野がが
らりと変わり、地域とは何か、地域学とは何かを考
え実践することが、年ごとに大きな比重を占めるよ
うになった期間でもあった。
10
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県立大学は、建学の理念や建学時の議論からする
と、深刻化する環境問題、少子高齢化やグローバリ
ゼーションによる社会変化の予想に対し、「これか
らの社会を豊かに生きるための価値観と方策を考え
る」という課題を県民から与えられて建学されたも
ので、地域文化学科は、
「地域社会」
「地域の生活」
をキーワードに、この課題に取り組む学科として誕
生した。これは、一般的に現状分析をし、問題解決
の政策提言をすることではすまされない内容をもっ
ていた。そういうことは、政府やシンクタンクなど
が何度も行って来ているが、実を結んでいないから

人●間●文●化●通●信
である。そこで滋賀県の各地域固有の風土や地域間
交流の歴史、現代社会での位置を理解することが、

も、この理念は学問に馴染まない。そうすると、
「それは建前にしておいて、やりたい人が学者をや

この課題に取り組む前提とされ、地域文化学科の教

めて、地域活動としておやりなさい」ということに

員構成が図られた。

なるだろう。だが、理念を県民との契約と考える立

しかし、当時何度か学科や学部で議論したことが

場では、「これを新しい学問として整えていこう。

あるが、この課題への取り組みにコンセンサスはえ
られなかった。その原因は学問観の違いと理念の重
みの認識違いであった。大学は研究者の自立が尊重
される場でなければならないという原則がある。そ
れは守るべきだが、一方で、大学や学部・学科の理
念や目標をたんなる建前として本音のところは無視
する傾向が日本の大学人にはしばしば見受けられ
る。これは、安易な数値目標をトップダウンで掲げ
たりすることに対する教員側の抵抗としても現れる
し、学問・教育観の多様性の尊重もあるから、一概
に責められることではない。しかし、県立大学の理
念や目標は、それをもって県民の信頼を得るものだ
から、一種の契約であり社会的責任である。そこを
はなから無視していいはずはない。

古典的な学問観で学問することにこだわられては困
る」となる。
私はここでかつての議論を蒸し返し、物議を醸そ
うというわけではない。しかし、世界も日本の状況
は大きく変わり、地域文化学科のスタッフもほとん
ど入れ替わった今、地域文化学科のあり方をあらた
めて議論すべきではないかと思う。

古典的学問観との齟齬
とはいえ、地域文化学科の理念は古典的な学問観
には受け入れがたい要素がある。それは、「地域」
という生活の具体の場と関わること、それと深く関
連しているが、
「価値観」という概念である。M・
ウエーバー以来の考え方に、学問は価値を説いては
ならないという自制がある。じっさいは、学界は知
的ヒエラルキーの構造をもち大学は学問的権威の府
であって、学者は価値の体現者として生きているの
だが、それはさておき、学問は現実社会の価値とは
距離を置くべきと、考えるのである。
ところが、県大の理念に掲げられた「価値観」は
「これから私たちが生きていく上で、何を大事にす
るべきか、実際にどう生きるか」という「指針」の
ことを意味している。それは、「こうこうすれば
よい」
「これを重視しなさい」といった知識ではな
く、
「生きる姿」というべき内容をもっている。だ
から、「地域」という生活の具体の場が持ち出され
ているのであるし、端的に言うと学問かどうか分か
らない性格がある。また、学問研究はその対象を客
観的にとらえることが前提で対象に介入しないこ
と、対象そのもの（具体）よりその分析で得られた
規定要因との関係を定式化し、抽象度をあげ普遍化
して初めて理解になると考える。ここに照らして

地域が主体
古典的な学問の営為が、知的ヒエラルキーを生み
出す源泉であり、研究者が描き出す社会や歴史が当
事者に関わりなく正統な認識として支配的になると
いった批判は、1960年代後半から欧米では社会学・
人類学・女性学で繰り返されてきた。県大のスローガ
ンはそれに沿っている。たとえば、
「地域に学ぶ」
、
「人が育つ場」を考えると、地域住民と大学人、教
員と学生の間に生じる学問的権威による非対称性を
排除し、互いの自主性を尊敬し、ともによりよい社
会を目指そうと呼びかけている。これをキャッチコ
ピーではなく、思想の言葉として受け止めたとき
に、地域学のひとつのあり方が浮かんでくる。
私が幸いだったのは、高谷好一、武邑尚彦の先達
と数々の地域の先達に巡り会えたことだ。高谷さん
は、滋賀の地域に残っているコミュニティ文化の可
能性をさぐっていた。武邑さんは、コミュニティ文
化の中心を担う住職として地域に生きる姿の典型を
示してくれた。ここに学生たちと地域の方たちが加
わって話し合っていると、私の学問偏重やうぬぼれ
が暴露され、謙虚になることができたし、柳田國男
や宮本常一に地域の生きる姿、地域の主体性を尊重
し、行く末に心を痛めていることもより理解できる
ようになった。といっても私は、実践型地域学と称
して、焼畑を始めとして好きなことしかやってこな
かった。地域に学びそれなりに成長したが、そのお
返しは何もできていず、退職後につづく宿題になっ
てしまった。
最後に、地域文化学科、人間文化学部の同僚の皆
さんに長年お世話になりましたことに深く感謝し、
お礼を申し上げます。
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■ INFORMATION
●2012年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■黒田末壽（くろだすえひさ）地域学・人類学
今年度で私も定年退職。６人のゼミ生とともに県
大を卒業する。ちゃんとした社会人として老害をま
き散らさぬよう、心して再出発したい。地域で暮ら
す人々に学び、地域の活性化をともに考え実践する
ゼミを高谷好一さん武邑尚彦さんと３人でたちあ
げ、多くの学生が来てくれた。学生の悩みや希望を
聞いてきたこと、可能性を広げるチャレンジや成長
していく姿、前が見えない状況の中でも耐えて生き
ていく姿も見てきたこと、さまざまな地域の方との
交流。おかげさまで私も成長できたし、充実した時
を過ごさせてもらったとつくづく思う。高谷・武邑
のお二人がすでに去り、私の定年で ｢人と地域ゼミ
｣ と学生による地域学ミニコミ誌『人と地域』はと
もに終了する。お世話になった学生たち・地域の
方々・大学の同僚の皆さんに、心からお礼申し上げ
ます。
１）おもな地域活動
ａ .「結いの里・椋川」高島市椋川で家を借り、修
理できないままで地域のゲストハウスとして機能し
始めた。バイオエネルギー利用としてロケットス
トーブを制作。ｂ .「焼畑」８月に余呉町中河内で
草場の新畑を加えた２箇所で火入れ。収穫したカブ
ラは余呉はごろも市と「おっきん椋川」で売り上
げ。地域の方々に学んできた焼畑は、７年目にして
ようやく技術の奥深さがわかるようになった。c. ｢
関西広域小水力利用推進協議会｣ を９月に設立。会
員 200 名。２回のシンポジウムに 240 人と 300 人が
集まり、再生可能エネルギーの小水力発電推進の動
きが近畿各県でも活発化してきた。小水力発電に関
する河川法の規制緩和、電気事業法、発電機の適性
など、私たちも勉強しながらだが情報センターと事
業化支援の役割を担いつつある。伊吹小泉地区で数
百ワットの水力発電機の設置実験。100kW 級の発
電を目指すだけでなく、自作できる小規模発電も目
指す。
２）おもな成果出版物（A：焼畑、B：人類学）
A1「滋賀県余呉町の 1960 年代の焼畑と実地に学ぶ
焼畑」『ざいちのち：都市と在地を結ぶ循環型社会
再生のための実践型地域研最終報告書』73-84. 京都
大学東南アジア研究所 ,2012．
A2「滋賀県高時川上流域の焼畑技法：実践による
復元」『人間文化』2012.
A3「滋賀県余呉の焼畑：集落間の技術の差とカブ
12
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の多型」
『生態人類学』18 号 , 2012.
A4 〜『在地の知』ニューズレター・シリーズなど。
B1 Collective Excitement and Primitive War:
What is the Equality Principle? Groups: Evolution
of Human Sociality: 273-292. Kyoto University Press
and Trans Pacific Press, 2012.（人類と類人猿に共
通の共存原理である平等原則だけでは社会構築する
には不十分で、集合的興奮によるコミュニタス状況
の発生機構が必要という論旨。人類社会の自由と平
等の自然人類学的基礎付けの試論。
）
B2「制度の進化的基盤：規則・逸脱・平等原理」河
合香吏編『制度：人類社会の進化』（18 章）京都大
学出版会 , 2012.（規則の無意識化と意識化の運動か
ら規則の多次元構造を取り出し、その構造中に逸
脱・儀礼・二次規則・我ら意識を位置づけ、制度発
生の２類型を取り出した。
）
■荒井利明（あらいとしあき）現代中国論
彦根生活の最後の１年でした。2006 年春に赴任
して７年が過ぎました。月日の経つのは本当にはや
いものです。
過去６年間と比べて、とりたてて変わったことは
ありませんでした。環琵琶湖文化論実習を担当し、
比叡山・延暦寺などを訪れました。５度目の、そし
て最後の「環琵」でした。近江とは縁のなかった私
にとって、「環琵」は毎回、とても有意義なもので
した。
４回生のゼミ生は４人、例年の２倍から４倍でし
たが、とにかくみな卒論をなんとか書きあげること
ができ、ほっとしました。７年間でゼミ生は計 14
人、年平均２人でした。進路がはっきりと決まらな
いままの学生を送り出すのは、いささかつらいもの
です。
学外活動です。1980 年代前半に北京でいっしょ
に特派員生活を送った時事通信の友人が、その後、
産経新聞に移り、今は経済紙「ビジネスアイ」の中
国面を担当しているのですが、彼からひさしぶりに
連絡があり、隔週でコラムを書かないか、中国に関
することなら何でもいい、というので、喜んで書く
ことにしました。10 月から続けています。月に２
回なのですが、締め切りはすぐにやってくるので、
次は何を書こうかな、と考えているうちに、月日は
どんどん過ぎていきます。
中国情報サイトの「サーチナ」で 2009 年３月か
ら断続的に書いているコラム（「『敗者』たちの叫
び」）は、2012 年３月以来、中断中です。退職して
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余裕ができたら、再び書こうと思っています。私に

は毎年のことながら、四苦八苦していたようである

とってここ数年の最大の関心事である中国現代史の

が、ラストスパートをかけて何とか仕上がったよう

見直しにかかわる作業の一環です。

である。今年度は、古代エジプトのマスタバ墓を
テーマにした異色の学生もいた。

■田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝
関係史
昨年も多忙な一年でした。2012 年１月～ 12 月の
調査その他について整理をしておきます。
科研費以外に三菱財団で遼東郡研究を進めていま
すが、２年つづけて寒い３月に遼寧省調査をしまし
た。特に昨年は雪も多くまさに酷寒でした。今春最
後の調査を予定しています。県城の残存状態が悪く
早い調査が必要です。それ以外に中国３回。４月末
には北朝鮮へ行くときに北京で一泊し改装なった国
家博物館に寄りました。充実した展示でした。８月
に 16 日かけて西安から河西回廊、ウルムチまで主
に石窟寺院めぐりです（山口大学橋本科研）。しか
し南北朝時代の北涼など名前しか知らなかった国の
都をめぐることができました。９月に杭州 ･ 天台山
および南京（基盤Ｂ）。また韓国７回。３月、済州
島 ･ 慶州・尚州・扶餘（科研Ｂ）。３月、新羅と百
済の交接地帯。５月、韓国のなかの高句麗遺跡 ･ 百
済王都めぐり前半。８月、古代寺院踏査。慶州・
浮石寺・月精寺・窟山寺・法泉寺（京都府大菱田科
研）
。９月、高霊主山城発掘現場ほか慶尚道（基盤
Ｃ）
。９月、百済王都めぐり後半。12 月、慶州市内
都城関連遺跡（基盤Ｂ）。北朝鮮 1 回。３年ぶり６回
目です（基盤Ｂ）
。旧知の社会科学院歴史研究所所
長とゆっくり話すことはできましたが、以前に約束
していたところは見ることができませんでした。活
字になったのは、
「武寧王代百済の対倭関係」（『百
済文化』46 輯、公州大学校百済文化研究所）･「朝
鮮からみた遣隋使」（『遣隋使がみた風景』八木書
店）･「文字資料からみた韓国古代の築堤」（『狭山
池の誕生をさぐる』大阪狭山市）･「建康の巷と百
済」
（成周鐸先生追悼紀念論集『百済と周辺世界』）。
10 月朝鮮学会大会（於福岡大学）では公開講演。終
わってすぐあと柏原市の国際シンポ「河内飛鳥と昆
支王」で、
「昆支王とは誰か」を発表。12 月に『三
国史記』正徳本 500 年のシンポがあり招請されまし
たが、日程が急に変更になり、原稿のみ提出しまし
た。歴博の研究会、広瀬班が終わり、４月から林部
班です。橿考研の共同研究員はつづけていますが、
貢献できていません。倭の五王と東アジア、『魏志』
東夷伝訳注、刊行の約束をしながら、原稿が滞って
いますが、今年中にはと考えています。
■定森秀夫（さだもりひでお）考古学
2012 年度のゼミ生は大学院博士課程が４名、学
部４年が３名、学部３年が２名であった。卒業論文

荒神山古墳群に関する調査は、『人間文化』32 号
に調査を主導してくれた仲田周平君と大西遼君が
「彦根市・荒神山古墳群横穴式石室の基礎的研究」
として報告し、これまでの成果の一部を公表するこ
とができた。膳所茶臼山古墳の測量調査はまだ作業
が残っていて、来年度中には成果を纏めたい。
復元竪穴建物の葺き替えを考古学研究室の学生た
ちが始めたが、道半ばである。これも来年度中には
完成させたい。
京都府立大学との第３回研究交流会が、府立大学
で 11 月 23 日に行われ、県大から４年生２名が発表
し、質疑応答も含めて卒論に生かされたと思う。
また、今年度から考古学研究会関西例会の事務局
を２年間引き受け、大学院生を中心に連絡事務・会
場受付などを行っている。
・瀬戸内海考古学研究会第２回公開大会発表「市場
南組窯と初期須恵器研究の現状」５月 19 日 愛媛
大学南加記念ホール
・第467回風土記の丘教室講演「須恵器と渡来文化」
８月 25 日 島根県立八雲立つ風土記の丘
・滋賀県環境影響評価審査会委員
・彦根市文化財委員会委員
・彦根城跡保存整備実施計画検討委員会委員
・滋賀大学非常勤講師
・放送大学面接授業非常勤講師
■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景
研究活動
今年も引き続き、奈良県立橿原考古学研究所の西
藤清秀氏らとともに、シリア・アラブ共和国パルミ
ラ遺跡における発掘調査を継続する予定であった
が（科研費基盤（A）17251008）、シリア情勢の悪化
により現地調査を中止した。ただ、これまでのデー
タをもとに家屋墓 129-b 号墓の復元研究を進め、ヨ
ルダン・ハシミテ王国で開催された The Seventh
World Archaeological Congress において発表をお
こなった。
また、滋賀県立琵琶湖博物館の川那部浩哉氏の
「地域住民による琵琶湖沿岸の＜生命の賑わい＞総
合調査の方法論と具体的手法の確立」（科研費基盤
（B）22300277）に研究分担者として参加し、琵琶湖
沿岸の木小屋、灰小屋、煙草蔵などの絶滅危惧建物
の調査を継続した。
また、米原市教育委員会の依頼を受け、奥伊吹山
村集落の文化的景観の調査研究を継続した。
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教育活動

近江地域史では、『東近江市能登川の歴史』第４

平成 22 年度まで文部科学省「地域再生人材創出

巻資料・民俗編（東近江市役所）が刊行され、「資料

拠点の形成」プログラムに採択された「近江環人地

編概説」および「中世資料解説」を執筆した。同じ

域再生学座」に参画してきたが，昨年度からは大学

く『東近江市能登川の歴史』第２巻中世・近世に執

院の副専攻として継続することとなり、その運営に

筆した「中世荘園の環境」および「中世概説」は、

携わるとともに、地域再生学特論を分担した。
また，彦根市男鬼町で『山村「男鬼」の村おこ
し』プロジェクトを継続し，地域の活性化や地域文
化の振興を視野に入れた教育プログラムを実施した。
社会貢献
京都で開催された世界遺産条約採択 40 周年記念
最終会合の開催に先立ち、日本イコモスシンポジウ
ム「地域で守り育む！みんなの文化遺産」を京都実
行委員会と共催し、11 月３日、４日の２日間にわ
たり、萬福寺、京都大学時計台記念館を会場とし、
世界遺産の持続可能な保存のあり方について、地域
住民とともに意見を交換した。
長浜市余呉町丹生地区の余呉型の空き民家の修復
体験イベントを湖北古民家再生ネットワークととも
に実施した。地元住民の参加は少なかったが、都市
部の住民や学生が多数参加し、修復中の民家の活用
と地域の活性化の方法について検討した。
彦根を中心に活動する彦根景観フォーラムのメン
バーとして民家の調査・公開に協力し、民家の保
存・活用と地域の活性化に貢献した。

３月に刊行される。
また９月８日に神戸市立博物館で実施された人文
地理学会歴史地理部会「明治の地籍図の新しい研究
視点」でコメンテーターとなる。内容は『人文地
理』に掲載予定。
学外では 東近江市能登川の歴史編集委員会委員
長、東近江市史編さん委員会委員、日野町史執筆委
員を務める。また愛知県立大学日本文化学部の外部
評価委員として、報告書を作成した。

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史
近年の研究は、環境史・災害史と近江地域史が基
本となっている。環境史関係では、2010 年代のた
めの里山論編集委員会編『2010年代のための里山論』
（森林総合研究所）に「里山空間の成立」を執筆、
編集が遅れていたがまもなく刊行される。また「中
世の里山空間」を、勝山清次先生退職記念事業会編
『勝山清次先生退職献呈論文集』（同会）に執筆、３
月刊行予定。ともに平成 23 年度～平成 25 年度科研
費「里山空間の成立と変容に関する歴史学的研究」
に関わるものである。
災害史関係では、「中世の災害観と神仏」（『悠久』
129）を執筆した。「開発と災害」
（井原今朝男編『中
世の環境と開発・生業』、吉川弘文館）は刊行が遅
れていたが、これも３月に出版される。７月７日・
８日に帝京大学文化財研究所で行なわれた「考古学
と中世史シンポジウム」での報告「災害と村落景
観」は、
『水の中世―開発・生活・災害―考古学と
中世史研究 10』
（高志書院）に収録のうえ、近刊予
定。また今年度より、総合地球環境学研究所の共同
研究「高分解能古気象学と歴史・考古学の連携によ
る気候変動に強い社会システムの探求」の予備研
究が開始される。本プロジェクトに採用されれば、
かなり大型の共同研究となる。
14

●人間文化

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史
今年度から４年間、科学研究費をいただくことに
なりました（基盤研究（C）
「古代・中世における「乗
り物文化」の学際的研究─『新・輿車図考』の構築
を目指して─」
）
。
「乗り物系ゲーム」が好きな友人
たちからは、
「牛車でGO！」科研と呼ばれています。
今年度は、江戸時代の国学研究における「乗り物
文化」分析の成果を調査し、まとめています。古
代・中世の文化を近世の文化人がどう読み解いたか
を考える、という趣向です。
江戸時代の研究の軌跡を追いかけていると、国学
者たちが実に緻密に、熱心に課題にとりくんでいる
様を見て取ることが出来て感動します。研究に集中
できるその環境は、ただただうらやましい限りで
す。好きな勉強が出来るのならば、「蟄居」も悪く
はないな、と思ったりします。
私が実際に閲覧するのは、多くの人の手を経た写
本です。その書写段階で誤写をしたり、疑義のある
部分に書き込みを入れたりしている本に出会うと、
その間違いに笑ったり立腹したり、見解に感心した
りします。書いた本人たちは、300 年後にこんな研
究者が出てくるなど、思ってもいなかったことで
しょう。
史料調査をする中では、いろいろな本に出会いま
す。すべての本に、研究上の価値があるわけではあ
りません。中には、「大学の課題レポート」のよう
な、私に言わせれば稚拙な考察をまとめた本があり
ます。また、現代風に言うならば「鉄分が多いね」
と表現したくなるほど、一つの乗り物に固執した
データ蒐集もあります。そうした中で、彦根藩の藩
校弘道館から、明治政府の命令によって東京へ運ば
れた本に触れることもあります。その時には、「彦
根にある大学から来ました。大政奉還がなければ、
彦根で出会えましたのにね」と、本に語りかけるこ
とにしています。

人●間●文●化●通●信
面白いのは、江戸の国学者とほぼ同時期に、ほぼ

社会的活動としては八尾市や東近江市での市史編

同じ課題に取り組んでいる研究者が京にもいる、と

纂作業のほか、滋賀県・大東市・柏原市などの文化

いうことです。情報ネットワークが存在しなかった

財審議委員、福井県若狭町での民俗調査のアドバイ

時代ですから、お互いにその研究の存在を知りませ

ザーなどをつとめた。民俗学そのものに加えてもそ

ん。今更ながら、研究交流の大切さを教えられたり

れをどう社会に活かすかを問われるようになってき

します。
もちろん、京と江戸の学者が邂逅する機会は、皆
無ではありません。その記録を読むと、江戸の新井
白石の研究のすごみを実感し、それに対峙した京の
野宮定基の矜持を感じることが出来ます。竜虎相打
つその現場に、私もいたかったな、と思います。
こうした江戸時代の国学研究の現状は、まだ一般
には知られていないようです。ですから、某コミッ
ク（ジェンダー構造をひっくり返して歴史を描くそ
のアイディアは素晴らしく、評価に値するのです
が）での、松平定信の描き方には憤慨するしかあり
ません。
あまり手つかずの研究分野ですので、このわずか
な期間でも「小さな発見」をいくつかすることが出
来ています。それらを積み重ねて、研究者としての
自分がどういう研究の軌跡の後にいるのかを見据え
ながら、学内行政に時間を取られることなく、ゆっ
くりと分析を進めていこうと思っています。

ているのを感じる。
（単著）
『
「民俗」の創出』岩田書院（印刷中）
（単著）
「近世河川堤防の技術史─畿内近国の例か
ら─」
『日本史研究』597 号 2012 年 5 月 p20 ～ p51
（共編著）
『長浜曳山まつりの舞台裏』サンライズ
出版 2012 年 10 月 5 日
（共編著）
『東近江市史 能登川の歴史』第４巻資
料・民俗編 2012 年 3 月 15 日

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学
2012 年度も慌ただしく終わろうとしている。研
究面ではここ数年書いてきた論文を単著にまとめ
た。まとめの部分で手間取り、年度末に出る予定だ
が少し遅れるかもしれない。また日本史の雑誌に土
木史の論文を書いた。ここ数年行ってきた長浜曳山
祭の報告書と、それをもとに学生たちが執筆した本
の編集をした。
調査としては科学研究費基盤研究 C「広域神社祭
祀とコモンズの環境民俗学的研究」で県内数カ所の
調査をおこなったほか、京都大学人文科学研究所の
共同研究「近代天皇制研究」にも参加させていただ
き、各地の遙拝所の調査などをした。また数年来継
続してきた『能登川の歴史』資料・民俗編は刊行さ
れたが、ほっとする間もなく八尾市史民俗編の調査
が本格化して結構忙しくなってきた。米原市奥伊吹
や高島市大溝の文化的景観の調査も引き受けて、こ
とに奥伊吹には何度も通った。ゼミでは奥伊吹や福
井県美浜町日向の民俗調査をし、そのほか近江楽座
で高島市マキノや、彦根市高宮で民具調査を続けて
いる。これら民具調査の成果は展示の形で公開して
いきたい。
教育面では今年度の大学院生は二人はともに中国
人留学生であり、学部ゼミにも初めて中国人の学生
が加わった。市川ゼミにもグローバル化の波が確実
に押し寄せている。

■中井 均（なかいひとし）日本考古学
◆研究活動
９月に２つの大きな研究会をおこなった。１つは
鳥取で開催した織豊期城郭研究会で、織豊期の陣城
をテーマとしたものである。研究会では実際に鳥取
城攻めに構築された羽柴秀吉方の本陣である太閤ヶ
平と鳥取城の山上丸を見学し、現地で議論すること
ができ、陣城の構造がよく理解できた。もう１つは
高野山で開催した大名墓研究会である。近世の大名
は国許と江戸だけではなく、高野山奥の院にも墓所
を営む家がある。今回はその実態を把握することが
できた。同じく９月に例年行われている研修旅行で
韓国にも行った。今回は慶州、高霊、海印寺、陜川
などを訪れたが、主山城跡では発掘調査を見学する
ことができた。12 月にはこれも例年行っている韓
国での倭城跡調査を実施し、明洞倭城、永登浦倭
城、林浪浦倭城、東莱倭城、釜山倭城の簡易測量を
おこなった。国内では岩村藩主松平家、丹羽家墓所
の調査、高島藩主諏訪家墓所の調査を実施した。ま
た、現在桃山陵墓地となっている伏見城跡について
今年度より３ヶ年計画で宮内庁の許可を得て立入調
査することとなった。今年度はもっとも残存度のよ
い石垣と天守台について三次元測量を実施した。
◆教育活動
４回生４人の卒論のテーマが全員、城の構造と出
土遺物そして武具であったため、指導にも力が入っ
た。とは言うものの全員が提出したときはホっとし
たのが正直なところである。３回生は２人であり、
来年度の卒論指導ではさらに細やかに指導できるも
のと思っている。８月には初めて環琵琶湖文化論実
習の班長を担当し、滋賀県内に残る戦国時代の庭園
と山城を巡った。これで近江の戦国史に興味を持っ
てくれると嬉しいのだが。
◆社会貢献
これまで以上に多くの委員を引き受けてしまっ
た。全国的には福岡県中近世城館遺跡等詳細分布調
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査指導委員会委員を引き受けた。全国で実施され
てきた中世城館跡の分布調査もほぼ終了してきてお

しく懐かしかった。
研究活動：３年間参加してきた絵巻に関する科学研

り、福岡県は最後に近い。これまでの全国的な蓄

究費基盤研究（B）も最終年となり、２月に千葉大学

積から最後に新たな調査が実施できればと思ってい

で行われたの成果発表シンポジウム「絵巻研究の新

る。また、静岡市からは久能山総合調査委員会委員

視点」では、
「絵巻に見る臨終の表現」と題する発表

を委嘱され、国宝、史跡久能山東照宮の活用を検討
することとなっている。滋賀県内では彦根城関連の
委員会を引き受けているが、なかでも特別史跡彦根
城跡内樹木整備実施計画策定ワーキンググループで
はいよいよ今年度より具体的に樹木伐採に着手し
た。明治維新以後初の城山の散髪である。お気づき
の方もおられると思うが、天守や櫓、石垣などが大
変見やすくなった。同じく県内では甲賀市の水口岡
山城跡調査委員会委員に就任した。今後５ヶ年の発
掘調査を実施して、国史跡に申請する予定である。
発掘調査にはゼミの学生も参加している。その他、
滋賀県立平和祈念館運営委員、滋賀県立安土城考古
博物館運営懇話会委員として博物館運営に、また、
米原市、近江八幡市、多賀町の文化財保護審議会委
員として市町の文化財保護に関わることができた。

をした。中世絵巻の中に臨終、往生、病の表現を可
能な限り探して比較し特徴を抽出し発表した。その
内容は「
『九相詩絵巻』にみる臨終表現の図像学的検
討」という論文として執筆。来年度刊行予定の『仏
教美術論集』
（竹林舎）に掲載される。また『東近江
市史』にもコラムを書かせていただいた。

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史
教育活動：今年度は初めての試みとして、10 月に
愛知教育大学と合同で卒論中間発表会を行った。学
生が美術史を通して、他大学の先生や学生と交流す
る機会を持ってほしいと思ったからだ。少人数のゼ
ミ同士、地方大学の学生同士、「テイスト」も合う
様子で、和気あいあいとした雰囲気の中、研究発表
会と翌日の石山寺見学会を行うことができた。４回
生の意欲も高まり卒論へ向けてエンジンがかかった
様子だった。３回生６人も積極的に参加してくれた。
２月には出来上がった卒論の合同発表会を愛知教育
大、千葉大と行う予定で、とても楽しみにしている。
４回生のゼミ生は２人。私が県大に赴任した際に１
回生だった学生たちなので、一緒に学年を経てきた
感じである。充実した内容の卒論を提出してくれた。
秋には「石山寺縁起絵巻」全巻展示が滋賀県立近代
美術館で行われ、学生と見学。学外実習では兵庫に
行った。神戸や船坂で現代アートを皆で柔軟に批評し
つつ見学。鶴林寺、浄土寺の浄土堂も訪れた。彦根市
高宮の民家で市川先生ゼミと作品調査も行った。
社会貢献：６月に奈良大学の通信教育課程の学生さ
んたちと桑実寺を訪問。庫裏にプロジェクターや布
のスクリーンを設置して行った桑実寺縁起絵巻の話
を、皆さん熱心に聞いてくださった。その中のお一
人が後で詠まれた歌。「絵巻解く楽しさ伝わる講義
聞く山寺の庫裡女教授の声」にひそかに感動。７月
には葛城市歴史博物館で「当麻寺縁起絵巻」の講演
を行った。実物が展示されている地元の館で、自分
が修士の学生の頃調査し研究した絵巻の話ができ嬉
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■東 幸代（あずまさちよ）日本近世史
Topic：学外の仕事が多く、落ち着かない１年でし
た。しかしながら、昨年度中ほぼ２ヶ月に一度の割
合で市民講演会等を行ったためか、今年度は講演が
余りなく、10 月の地域漁業学会シンポジウムの準
備に時間をかけることができました。
このシンポは、
本学科の塚本礼仁先生や環境科学部の香川雄一先生
もパネラーとして同席されており、琵琶湖の漁業環
境をテーマとするものでした。私は「前近代琵琶湖
水産資源の採捕と流通」と題して報告させていただ
きました。報告を準備していく過程で、大学院時代
以来お会いしていなかった他大学の先生方に再会で
き、また、漁業に関わる様々な分野の愉快で知的な
研究者たちと知り合うこともでき、非常に有意義で
した。
研究活動：今年度は、東近江市『能登川の歴史』本
文編の執筆・校正作業に多くの時間と力を注ぎまし
た。また、
『甲賀市史』近世編の産業関係の執筆を担
当しました。甲賀市内では、予想に反して産業関係
の史料がほとんど見つからず、かなり苦労しました。
長浜市文化的景観保存活用委員、かつ、滋賀大学の
科研のメンバーとして、湖北菅浦村の研究を行い、
文化的景観にかかる報告書の執筆を担当しました。
教育活動：７名の３回生のほか、２名の大学院生が
ゼミに入ってきました。１名は卒業生なのですが、
１名は社会人です。本ゼミでは社会人の受入は初め
てですが、古文書の勉強や現地での聞き取り調査な
どに熱心に取り組んでおられます。その院生が近世
大工の研究をするということで、本学が購入してい
た県内の大工文書を、ゼミの有志で調査している最
中です。
社会活動：７、８年の間、京都で担当してきた市民
向けの古文書講座を、日程の都合がつかないため辞
することにしました。私自身が楽しんでいたため、
こんなに長期に及んでいたとは気付きませんでし
た。まだ講義慣れしていなかったであろう開講の時
から、参加し続けて下さった受講生もいらっしゃい
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ます。ありがたいことです。

助成を並べるだけの年間報告が、一部で「つまら
ん」と不評でしたので、元に戻します。

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学
教育活動
今年度のゼミは、四回生が１名、三回生が３名
（も来てくれた！）、二回生が前・後期ともに２名で
した。
学外実習では鳥取県を訪れ、「白バラ牛乳」で有
名な大山乳業の工場見学、境港漁港の見学、水木し
げるロードの散策、県が振興している伝説・神話観
光のスポット巡りをおこないました（おまけで鳥取
砂丘）。特に境港漁港では、毎年数組しか見学のタ
イミングが合わないというマグロの水揚げ・競りに
立ち会うことができました。
卒業論文の指導では、久しぶりに、大きな混乱も
なく提出させることができたと思います。なぜな
ら、ゼミでの議論はもちろんですが、それ以外のい
ろいろな場面（中間報告の準備、現地調査やその後
のデータ整理、提出前の読み合わせなど）で、三回
生が四回生のバックアップをしてくれたからです。
お礼も兼ねて、三回生には、今年の体験を自分の卒
論づくりに活かすべし…と言っています。
研究活動
2012 年の夏はウナギの高値が世間を騒がせまし
た。産地と消費地の両方から情報を集め、少しずつ
整理・分析をしてきましたが、年度内に成果をまと
めるには至りませんでした。その代わり、これまで
おこなってきた琵琶湖漁業や湖魚の流通・加工・消
費に関する調査については、いくつか形にすること
ができました。
口頭発表 「琵琶湖産淡水魚介類の流通と加工」、
地域漁業学会第 54 回大会シンポジウム『琵琶湖の
漁業環境を考える―湖国と古都の関わりから―』、
2012 年 10 月 28 日、立命館大学
著書（共著）「琵琶湖の水産業と環境問題」、林紀
代美編『漁業・魚・海をとおして見つめる地域 地
理学からのアプローチ』冬弓舎、近刊
社会活動
京都新聞の「私論公論」欄に、
「産業観光 地域
振興の有効な手立てに」という記事を書きました
（2012 年３月 30 日７面）
。また、あざい歴史の会平成
24 年度定期総会にて、
「ヨシ刈りの現場から～ヨシ
産業の現状と未来～」というタイトルで講演をおこ
ないました（2012年５月12日、長浜市立浅井図書館）
。
このほか、昨年度に引き続き、滋賀県立農業大学
校の非常勤講師（
「滋賀の地理と文化」担当）と東近
江市『能登川の歴史』編集・執筆委員を務めました。
■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学
昨年の、単に科研費と研究プロジェクトと論文と

◆研究活動
今年度は科学研究費補助金（若手研究 B）
「戦後日
本における地域伝統芸能の変容と『地域活性化』に
関する（歴史）社会学的研究」の最終年でした。長
浜曳山祭では、自ら祭を執行する若衆として身体を
張って、学生たちと共に長浜曳山祭の参与観察調査
を行いました。市川秀之・武田俊輔（編著）、滋賀
県立大学曳山まつり調査チーム『長浜曳山まつりの
舞台裏』（サンライズ出版）に私の成果の一部、そ
してここ２年間の学生たちの調査結果が収められて
います。最初に調査を始めた学年の多くが卒業する
本年度に、学生たちが執筆した本が出版できること
を、とても嬉しく思っています。なお、長浜曳山祭
については他の論集でも成果を執筆する予定です。
また同じ科研費で山口県上関町祝島の祝島神舞に
ついての調査も今年度も、８月・９月に行いまし
た。4 年に 1 度の神舞が行われたのがちょうど昨年
で、ここでもまた祭りの準備の際に労働力を提供し
つつ調査を行いました。
また他の科研費（基盤研究 B）
「社会調査史の多次
元的な構築に関する総合研究」（研究代表者：佐藤
健二東京大学大学院教授）でも引き続き分担研究者
として参加させていただいています。３月に台湾で
の報告も予定されています。
これ以外に 2011 年度の継続として、舩戸修一氏
（静岡文化芸術大学）
・祐成保志氏（東京大学）らと
共に放送文化基金・メディア総合研究所の助成を
得て、昨年度から NHK アーカイブストライアル研
究「テレビにおける戦後『農村』表象とその構築プ
ロセス：
「農事番組」を手がかりとして」
、そして今
年度より「紀行番組における戦後『農山村』社会の
表象とその変容：
『新日本紀行』を手がかりとして」
として、テレビ番組における農村の表象分析とその
成立プロセスについてのインタビュー調査を継続し
ています。今のところ公表された成果は「テレビの
中の農業・農村− NHK『明るい農村（村の記録）
』
を事例として−」（『村落社会研究』37 号、共著）の
みですが、こちらも今後さらに成果を準備中です。
◆教育活動
今年のゼミ生は４回生 12 名、３回生５名。２回
生のプレゼミは前期５名、後期３名でした。卒論を
執筆する学生が多くて、本当に大変でした。近江楽
座では、河先生と共に県内の在日外国人の子どもの
支援活動を行う「バンデイラ・ジ・オウロ」の、ま
た市川先生・東先生と共に「地域博物館プロジェク
ト」の指導教員を務めています。これらは先に述べ
た長浜曳山祭や祝島と合わせ、学生たちの調査や社
会貢献活動の場となっています。
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◆社会活動

ルでしばらく文章を書くことになりました。

今年度から彦根市男女共同参画審議会審議委員を
務めることになりました。学会関係では日本社会学
理論学会の専門委員を再び担当しています。「ソシ
オロゴス」委嘱委員も継続中です。他に、「第１回
長浜曳山祭子ども歌舞伎フォーラム」（2012 年 12 月
９日）でのコメンテーターや、長浜曳山文化協会・
伝承委員会でのコメンテーター（2012 年 11 月 11 日）、
さらに 2013 年２月 24 日に同じく伝承委員会で、『長
浜曳山まつりの舞台裏』の内容に基づいた学生たち
の報告会をコーディネートすることになっています。
■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景
◆研究活動
今年度もシリアの情勢不安のために、パルミラ遺
跡での現地調査を行うことができませんでした。そ
のため、これまでの家屋墓復元研究の成果を学会等
に発表しました。とりあえず、現時点での研究内容
を整理・考察し、いつかパルミラでの現地調査が再
開された時のためになればと淡い期待を持っており
ます。また、今回の研究発表が縁で、『ヘレニズム
～イスラーム考古学研究』の編集委員を担当するこ
とになりましたが、同じフィールド（西アジア）に
おける他分野の研究者の成果に多く触れることがで
きたのは良かったと思っています。
一方、昨年度同様、彦根市内の伝統的建造物を数
多く調査する機会に恵まれました。今回の調査で
も、市指定文化財や国登録文化財に指定予定の建造
物が対象でしたが、不整形な敷地に建てられたがゆ
えに台形状の部屋がある建物や、摺り上げ戸と呼ば
れる古式の建具を残している町家など、それぞれに
面白い発見がありました。今後も定期的に彦根市内
の建造物を調査する予定ですので、いずれ、なんら
かのかたちで成果をまとめたいと思っております。
◆教育活動
今年度はゼミの４回生が４人で、例年同様、卒論
指導はバタバタしてしまいましたが、指導教員の
頼りなさとは裏腹に、学生はよく頑張ってくれま
した。また、交換留学中であるゼミの３回生を対象
に、遠隔地ながらもゼミを行いました。初めての経
験で不慣れな点もありましたが、今後のゼミ指導に
活かしていきたいと思っております。
◆社会活動
今年度も、「彦根城跡内文化財保存活用計画策定
委員会」
（彦根市）
・
「河原町・芹町地区伝統的建造
物群保存地区保存審議会」（彦根市）・「東草野地域
山村集落の文化的景観保存活用委員会」（米原市）
などの各委員をお引き受けしました。また、一般社
団法人・滋賀県建築士事務所協会の機関誌『びわ
湖』に「近江の風景を彩るモノたち」というタイト
18
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◦生活デザイン学科
■印南比呂志（いんなみひろし）道具計画論
2012 年度の前半は皇太子の行啓に関わる準備作
業で始まり、内閣府特命担当大臣表彰も含め近江楽
座の取組みに光があたった年でした。後半は彦根旧
市街の町屋を再生して研究室の新しい拠点とする作
業が開始しました。６名の新しい３回ゼミ生と 10
名の４回ゼミ生の指導に明け暮れた年でした。
◆教育、研究室活動
＜授業等＞
びわこ学園ブランドデザイン
ワダケンカレンダーデザイン
女性用ビジネスバッグのデザイン
おもてなしの一汁一菜食器のデザイン
道具デザイン演習課題においては常に地域の企業か
らの委託を受けて課題を設定し成果を報告している。
＜研修等＞
四万十、上五島町、別府、浜田、鳥取、総社、鞆の
浦、姫路、鳴門、高松、松本、七尾、輪島、神戸、
岐阜、高山、墨田、川越、韓国、イタリア、フラン
スなど国内外の地域を精力的に訪問し、一次産業、
ものづくりの現状の知見を得ることができました。
＜講師等＞
岡山県立大学非常勤講師「地域とデザイン」
◆研究・デザイン活動
＜受託＞
七本鎗新商品開発デザイン（冨田酒造）
グリーンサプリデザインコンサル（ワダケン）
湖北の和菓子デザインコンサル（木元製菓舗）
現代陶芸作家ソウル展キューレーション（笹山忠保）
守山ブランド調査研究（守山商工会議所）
日本酒広報デザイン（滋賀県酒造組合）
上 丹 生 木 彫 師 に よ る イ ン テ リ ア 装 飾 制 作（one o
one）
＜展示＞
インテリアライフスタイルショー（東京ビッグサイト）
ここくらし展（信楽）
岐阜と宇宙民藝（岐阜なうふ現代）
◆社会・地域活動
近江楽座・皇太子行啓業務
ゆるきゃら祭り参加（彦根）
長浜バイオクラスター NAST 委員
■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論
◆教育活動
印南・面矢合同ゼミでは四国・四万十で春夏２
回の合宿研修（５月、８月）
。京都府立大と共同開
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催している生活デザイン学外演習は例年通り宮津
市由良地区で（９月）。アメリカ人学生むけ授業

リ ー、 大 津 PARCO、 京 都 MEDIASHOP ギ ャ ラ
リーで行われ、その巡回展示が行われ、その巡回展

Japanese culture and civilization では市内七曲がり

示が DSA 賞に入選しました。

の仏壇職人の工房を訪問（11 月）。その他、近江八

また、本年度から川上木匠塾の担当を引き継ぎ奈
良県川上村での学生活動をサポートすることになり

幡であったアイロン・コレクション展、大阪・象印
本社のまほうびん記念館に学生を連れて行きました。
◆研究活動
共著：
『新修彦根市史第 11 巻 民俗編』（３月刊）、
『まるごと日本の道具』（監修、学研、11 月刊）。後
者は小型の児童向け図鑑ですが、少し懐かしいもの
を含めて現代の日本でみられる道具・約 1000 種の
名称・用途・特徴などを絵入りで紹介した、ありそ
うでなかった本。身の回りの道具やその形、デザイ
ンに興味を持つ子供が増えてくれたら、と願ってい
ます。
論説：
「なぜこんなにモノが増えるのか」（３R・
低炭素社会検定ホームページ、トップメッセージ
vol.19）
、
「模造／捏造／創造？ モンゴルの２つの
ポ ッ ト 」（ 道 具 学 へ の 招 待 vol.87 2012.6、 道 具 学
会）
、
「アメリカ人の「伝統食」
（ワッフルについて）」
（
「伝統食だより」177 号、日本の伝統食を考える会）
学会年次大会の企画実施： 2012 年度道具学会研
究発表フォーラム（2013 年１月 12 日・13 日、武庫
川女子大学甲子園会館）では、研究委員長として研
究発表募集、プログラム構成、当日司会進行など。
特別プログラムとして、会場となった旧・甲子園ホ
テル（遠藤新設計、昭和５年竣工）の建物見学、同
大学所蔵の大阪三軒長屋の生活財一括コレクション
見学等。
学会誌編纂：
「道具学論集 第 18 号」（道具学会、
2013 年 3 月刊行予定）。
その他：いろいろな学会から投稿論文の査読を求
められる事が急に増えてきました。私の学識が深く
なったからではもちろんなく、私の髪が白くまた少
なくなって「長老格」に見えること、威圧感がない
ので頼みやすいこと、なんとなく暇そうにみえるこ
と等が原因ではないかと思われ、複雑な心境です。
◆社会活動
彦根仏壇検査委員会（彦根仏壇事業協同組合）委
員長
■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン
◆教育・研究室活動
昨年度の中上ちえさんの卒業制作「Bamboo Space」
が、 全 国 の 卒 業 制 作 を 審 査 す る「MITSUBISHI
CHEMICAL JUNIOR DESIGN AWARD」プロダクト
デザイン部門の審査ファイナリストとして選出され
ました。
また研究室院生の活動の、「石山アートプロジェ
クト」 の 巡 回 展 示 が 滋賀県立美術館ミニギャラ

ました。そこで本学環境建築デザイン・生活デザイ
ン学科の学生と、大阪工業大学の学生によるバス停
の設計・制作が行われました。
そういった出会いもあり、本年度は研究室の枠を
超えた活動が多くなりました。
ひとつは、新棟の近くに建つ駐輪場プロジェクト
であり、環境建築デザイン学科と生活デザイン学科
の学生有志により、デザインと基本設計を行いまし
た。さまざまな委員会で駐輪場の必要性が話し合わ
れていましたが、念願の屋根付き駐輪場が設置され
ます。やはり最終的にコストの壁が大きく、一部設
計変更を行いましたが、学生が学内景観づくりのひ
とつに携われた事は、非常に大きな意味を持ったで
はないかと考えています。
また、研究室３回ゼミ生福島渚さんには、大学の
サイン計画の実施デザインを行ってもらいました。
その計画の手始めとして、A0 棟の大学全体サイン
パネルのデザインを行い。本年度中には設置を予定
してまず。これは、今までの宮本研究室のユニバー
サルデザインや、印南研究室が行っていたキャンパ
スガイドにおける学部ブランディングなどを統合さ
せるデザインでもあり、今までの蓄積があったこと
から可能になったデザインであるとも言えます。
また、同じく３回ゼミ生の福島渚さんには、人間関
係学科竹下研究室と共同で「ひこね子育ちマップ」
を作成してもらいました。また、県立大学生協オリ
ジナル日本酒「湖風」のラベルデザインを行っても
らっています。
また、地域文化学科の黒田先生を中心とした学科
学部を超えたグループにおいて、地域商業施設のブ
ランディングと店舗部分のデザイン、建築意匠の共
同監修を行っています。その一部のアニメティ空間
のデザインコンセプトと基本設計・デザインを、生
活デザイン学科２回生有志に行ってもらいました。
現在もデザインは継続中であり、６月中のオープン
を目材しています。
発表・受賞：
・中 上ちえ、
「MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR
DESIGN AWARD」プロダクトデザイン部門一次
審査通過ファイナリスト
・石 山アートプロジェクト巡回展示什器デザイン
（展示：滋賀県立近代美術館ミニギャラリー・大
津 PARCO・京都河原町 MEDIASHOP）
担当：
（当時３回生プレゼミ）久保 愛美、筒井 明
日実、水谷 真理奈、岸田 奈津實、貞山 真理
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奈、DSA 日本空間デザイン協会 DSA デザイン賞
2012 入選
◆デザイン・研究活動
大阪十三で飲食店舗のデザインを行いました。居
ぬき店舗をキッチンカフェへ改装する計画であり、
ベニヤ板でのローコストデザインの開発も兼ねてい
ます。最終的デザインとしてローコストに見えない
上質なデザインフィニッシュを行っています。
また、大阪で店舗併用住宅が着工し、４月の完成
を目指しています。RC ラーメン造と鉄骨を組み合
わせる実験的な要素が強い住宅です。
また、来年度から「G.Th. リートフェルトの建築に
おける構法とその特性に関する研究」が本格的にス
タートします。本年度はその準備作業を行いました。
また、地域文化学科の市川研究室・武田研究室が
行った長浜曳山博物館の曳山内部の展示再現にあ
たって、展示面からの技術指導協力を行いました。
寄稿：
「発信地としての関西－ U-30 シンポジウムレポー
ト」
（月刊建築技術 2012 年 11 月号）
■道明美保子（どうみょうみほこ）染色学
染色の伝統的技法を現代の科学から検証し、さら
に発展させていく方法を探ろうとしている。
◆研究活動
〈調査〉
数年来、染・織の源流を訪ねる旅をしている。
今年度はインド南・西部のインド藍製造および藍
染色、綿・絹織物製造・染色の現状を調査した。
インド藍製造は、現在では調査したタミール州の
３～４件だけが残っているのみである。昔ながらの
方法での藍塊製造工程の見学・調査ができたことは
貴重な経験であった。また、規模の大きな綿織物製
造・染色工場の見学から、エネルギー・技術の面か
らも滋賀県湖西の綿産業活性への取り組みのむつか
しさを考えさせられた。
〈学術論文〉
今年度もキチン・キトサン関する研究をまとめ
た。これらの論文は、資源の枯渇化が叫ばれる中、
地球上に残された数少ない巨大な未利用生物資源で
あるキチンを繊維として利用したキチン／セルロー
ス複合繊維の染色に関するものである。
●清水慶昭・光安良太・道明美保子・山崎康寛：コ
バルトフタロシアニン系反応染料の合成と合成し
た染料を用いて染色したキチン／セル ルロース
複合繊維の酸化触媒作用，キチン・キトサン研
究，19-1, 48-55（2013）印刷中
〈学会発表〉
●道明美保子・久保田奈純：乾燥藍葉による綿布の
染色，日本家政学会第 64 回大会・研究発表要旨
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集，129（2012）
この研究は科学研究費補助金（基盤研究（C））、課
題番号：22500720 の研究成果の一部である。
◆教育活動
研究室では意欲的に研究に取り組み成果を挙げつ
つある。研究題目は、「微粉末藍葉による綿布の染
色および堅ろう性の検討」である。また、３・４回
生合同では、湖西の手仕事工房見学の成果を冊子に
まとめた。３回生ゼミ生は桜の花びら染色、比較的
安全な薬剤を用いた藍染色の可能性の研究に現在奮
闘中である。
◆社会活動
演 題「 衣 服 の 廃 棄 と 再 利 用 」 で、 平 成 24 年 度
滋賀県立高等学校生徒を対象とする大学連続講座
（2012.8.24）の講師を務めた。
ここ数年来行ってきた多賀町生涯学習講座での草
木染め講座は今年度は開催されなかったが、今後も
身近かな天然染料を見直し活用する裾野を広めたい
と思っている。
多賀座の方々と約 600 年前の染色技法を探りなが
ら染色した衣装が、今年度も多賀大社萬燈祭等で披
露・活用され続けている。
■藤木庸介（ふじきようすけ）建築設計、文化遺産観光
2012 年度４月より本学に赴任し、早１年が過ぎ
ようとしています。まさに五里霧中で暗中模索。毎
週の様に、新たに受け持った講義の準備に追われな
がらも、何とかここまでたどり着いた感がありま
す。来年度はより講義の質を上げるべく講義ノート
やパワーポイントに手を加えると共に、ゼミ活動、
並びに自らの研究や建築設計といった諸活動にも、
落ち着いて取り組んで行きたいと思っています。
◆研究活動
［査読付き論文］
⒈平尾和洋・藤木庸介・他４名「名古屋市緑区有松
地区における防災意匠の現状調査」歴史都市防
災論文集 Vol.6、pp.37-44. 歴史都市防災研究セン
ター、2012.7.
⒉向坊恭平・藤木庸介・他３名「名古屋市有松地区
における明治期の伝統木造建築物の構造的特徴」
歴史都市防災論文集 Vol.6、pp.67-72. 歴史都市防
災研究センター、2012.7.
［口頭発表］
⒈北山めぐみ・藤木庸介・他３名「名古屋市有松町
並み保存地区における修理・修景事業の評価と課
題−伝統的居住文化の維持・保全と観光開発の共
生に関する研究その 12」講演番号 7335、日本建
築学会大会 2012.8.
⒉小倉剛・藤木庸介・他４名「名古屋市有松町並み
保存地区におけるファサード意匠の整備実態−伝
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統的居住文化の維持・保全と観光開発の共生に関

た「暮らしの道具」デザインコンペにおいて優秀賞

する研究その 13」講演番号 7336、日本建築学会

を受賞した「杉のランチョンボード」が丸商店より

大会 2012.8.

商品化されました。香港の huzi design より子供用乗

⒊久木真代・藤木庸介・他３名「歴史的文化資源の

用玩具「pizzly bear」が商品化されました。日本ロジ

観光利用に関する研究・愛知県内旧東海道沿い

パック株式会社より強化段ボールの遊具「つちのこ」

を対象として−伝統的居住文化の維持・保全と
観光開発の共生に関する研究その 14」講演番号
7167、日本建築学会大会 2012.8.
［調査］
⒈「彦根市金沢町梅本家住宅」実測と使用実態に関
する調査、2012.5.
⒉「愛知県安城市大橋家住宅」実測と使用実態に関
する調査、2012.8.
⒊「名古屋市有松町並み保存地区」歩行速度におけ
るアイマークカメラによる視点移動に関する実地
調査、2012. 9.
⒋「名古屋市有松町竹田嘉兵衛商店」所蔵絞り文様
の悉皆調査、2012.8-10.
［外部研究費］
⒈「衰退する伝統産業と関連生活景観の観光資源化
による維持・保全に関する研究」（研究代表：藤
木庸介）科学研究費（基盤研究 C）2012-14.
⒉「文化遺産を核とした観光都市を自然災害から守
るための学術研究拠点」（研究代表：深川良一）
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2011-16.
◆建築設計活動
⒈藤 木庸介・梅本友里恵「京田辺の住宅」専用住
宅、2012.9.
⒉梅本友里恵・藤木庸介「彦根市金沢町の住宅」専
用住宅、2013.2.
◆社会活動
［招待講演］
⒈「地域文化の独自性について」於・滋賀県米原市
柏原生涯学習センター、2012.11.6. 神道政治連盟
滋賀県本部主管
［地域活動］
⒈愛知県名古屋市有松町「有松まちづくりの会」ア
ドヴァイザー
⒉京都府宮津市「ドックランパーク事業構想」アド
ヴァイザー
◆その他
⒈日本建築学会計画系論文集査読委員（日本建築学会）
⒉ NPO 法人アート・アンド・アーキテクト・フェ
スタ（AAF）理事
⒊立命館大学歴史都市防災研究センター研究員
⒋京都嵯峨芸術大学非常勤講師（講義1・実習2：通年）

が商品化されました。愛知県瀬戸市の株式会社セラ
ミック・ジャパンと開発しておりました、陶磁器製
湯たんぽが商品化されました。日本列島をモチーフ
にした信楽焼のお皿「zipang」がシャディ株式会社
より発売されました。滋賀バルブ協同組合のノベル
ティとして「valbell」のデザインを担当しました。
◆教育活動
株式会社ワールドとのプロジェクト フラクサス
木曽川の「メニークリスマツ」が空間デザイン賞奨
励賞と学生賞を受賞しました。石原由佳さんの卒業
制作作品「Leaf tray」を墨田区の Heath より商品
化されました。第 6 回 中谷宇吉郎雪の科学館 / 雪
のデザイン賞 銅賞を受賞した近藤千絵さんの定規
「snow particles」が商品化されました。
◆展示会
2012 年 ６ 月「interiorlifestyle 2012」 に 出 展 し
ました。SAYO ブース（東京 , 東京ビッグサイト）
2012 年 7 月「 第 ４ 回 ベ ビ ー ＆ キ ッ ズ EXPO」（ 東
京 , 東京ビッグサイト）2012 年８月 スタイル香港
ショー in 大連（中華人民共和国、大連）2012 年９月
「ドラえもん生誕100年前祭」
（香港、ハーバーシティ
海港城）2012 年 10 月「びわこ環境ビジネスメッセ」
（長浜市、長浜ドーム）2012 年 11 月「100% Design
Shanghai」
（上海、上海展覧中心）
メディア掲載
・天然生活 2012 年４月号（株式会社地球丸）に掲載
されました。pp.105
・FQ JAPAN 2013 WINTER ISSUE に強化段ボー
ルの遊具が掲載されました。
・Dwell Asia Sep/Oct 2012 に pizzly bear が掲載
されました。
・EAT ME
（Victionary）にふな寿司が掲載されまし
た。pp.140,141
・ソトコト１月号に強化段ボールの遊具が掲載され
ました。
・The Package Design Book 2（TASCHEN）にふな
寿司が掲載されました。pp.339
◆社会活動
［講演］The PRODUCT-DESIGNER 秋田道夫×南
政宏 ホリエアルテ , 2012.7.26

■南

政宏（みなみまさひろ）道具デザイン
◆デザイン・研究活動
昨年、奈良県が主催で行われた「吉野材」を使っ

■宮尾学（みやおまなぶ）マーケティング・イノベー
ション
◆教育活動
昨年度に引き続き，マーケティング論，消費者行
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動論，生活経営論を担当。また，今年度からビジネ

例研究」
『人間文化』第 32 号，24-35 頁．

ス・マネジメント入門（人間学）とマーケティング・

Miyao, M.（2012）. Concept shifting in the product

リサーチ演習を新たに担当しました。ビジネス・マ

development and factors moderating it:

ネジメント入門では経営学を基盤に企業活動の幅広

Investigation in the comparative case studies,

いトピックについて学びます。実務家をゲスト講師

Proceedings of the 11th World Congress of

に招へいし，将来の仕事・働き方について考える機
会となる講義としたところ 200 名を超える受講生が
集まりました。マーケティング・リサーチ演習で
は，グループ・インタビューや質問票調査にもとづ
いて商品企画を立案するという課題に，半年かけて
取り組みました。
◆研究活動
・技 術の社会的形成アプローチについての論文レ
ビュー
「技術の社会的形成」という研究アプローチにつ
いて包括的な論文レビューを行いました。この成果
は，2013 年度組織学会大会（2012 年 10 月 20・21 日
開催）にて報告しました。論文は，2013 年に白桃書
房より論文集として出版される予定です。
・高級炊飯器の市場創造プロセスについての調査
昨年度の三菱電機グループへの調査をひきつい
で，高級炊飯器の製品開発についての調査を行いま
した。象印マホービン，タイガー魔法瓶，シャープ
などにインタビュー調査を行い，それぞれの製品開
発を事例研究レポートにまとめました。
・製品コンセプト創造プロセスについての調査
製品コンセプトが創造される過程について，実際
に製品開発に携わった方への取材にもとづいて研究
を行っています。今年度は，上の炊飯器業界の調査
に加えて，イトーキのオフィスチェア開発の事例，
日本能率協会の新入社員研修システムの開発事例を
取材しました。また，昨年度実施した三菱電機グ
ループでの事例研究を，アイルランドで開催された
11th World Congress of the IFSAM（2012 年 6 月 26
～ 29 日）で報告しました。なお，本テーマの研究は
平成 24 年度科学研究費補助金（研究活動スタート支
援：課題番号「23830053」，研究課題名「開発途中
での製品コンセプト変更の効果的なマネジメントに
関する理論と方法の構築」）を受けて実施しました。
◆その他
滋賀・びわ湖ブランドネットワーク事業委員会に
アドバイザーとして参加しました。同ネットワーク
では，滋賀・びわ湖のブランド価値を高めるよう，
産官学民が連携して様々な活動を行うための場を提
供していきます。本年度は，滋賀・びわ湖の魅力を
伝えるポータルサイトを開設しました。
http://www.motherlake.jp/
◆論文等
宮尾学（2012）
「製品コンセプトのダイナミクス―株
式会社イトーキによるオフィスチェア開発の事
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the IFSAM.
宮尾学・原拓志（2012）
「交通系 IC カードのイノベー
ション ―Suica・ICOCA・PiTaPa の事例研究」
『神戸大学大学院経営学研究科ディスカッショ
ン・ペーパー・シリーズ』2012-27．
宮 尾 学（2013）
「 三 菱 電 機 株 式 会 社『 本 炭 釜 NJWS10』の開発」『宮尾研究室ディスカッショ
ン・ペーパー』2013-01．
宮尾学（2013）
「三菱電機株式会社『蒸気レス IH NJXS10J』の開発」
『宮尾研究室ディスカッショ
ン・ペーパー』2013-02．
■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア計画
◆研究活動
科研費（代表）を得た共同研究「夜間の住宅照明
環境実態調査と生活スタイル・省エネルギー意識か
ら今後の住宅照明を考える」を継続するとともに、
共同研究「日中韓の生活スタイルに基づいた快適性
と省エネルギーに配慮した照明計画の検討」
（科研：
分担）に着手した。４月には、日中韓共同研究会の
ため、韓国の嶺南大学を訪問し、2011 年度に行っ
た住宅照明調査の結果の概要について発表を行っ
た。また、韓国の住宅６戸の照明の実態調査をする
機会も得た。８月に日本で行われた日中韓照明カン
ファレンスでは、住宅照明セッションが設けられ、
３か国の共同研究者の発表が行われた。その後、３
国の照明環境の比較検討のための共同研究会が開催
された。
また、12 月には日本建築学会建築空間の質感・
色彩設計法小委員会（主査）主催のシンポジウム
「建築・都市景観の色彩設計と質感」を開催し、景
観色彩設計でのデータの提供及び問題点の把握がで
きた。
［論文］
Inoue Youko, Miyamoto Masako, et al.: Survey on
the actual conditions of the residential lighting in
Japan（Part 1）, The 5th lighting conference of
CJK, pp.51-54
Masako Miyamoto, et al.: Survey on the actual
conditions of the residential lighting in Japan（Part
2）, The 5th lighting conference of CJK, pp.55-58
Kunishima Michiko, Miyamoto Masako, et al.:
Survey on the actual conditions of the residential
lighting in Japan （Part 3）, The 5th lighting
conference of CJK, pp.59-60
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宮本雅子他：京都の街の色の現状調査、日本色彩学
会全国大会

繊維製品消費科学会年次大会要旨集，p.94（2012，
6）

井上容子・宮本雅子他：夜間の住宅照明環境の実態

・尾 上望・渡邊敬子・森下あおい：3 次元 CAD を

調査に基づく照明計画法の検討（その１）
、日本建

用いた車いす利用者のためのスーツ設計～身体・

築学会学術講演梗概集

動作適合度の観点から～，日本繊維製品消費科学

宮本雅子他：夜間の住宅照明環境の実態調査に基づ
く照明計画法の検討（その２）―居間として使われ
ている室の照明環境の実態―
國嶋道子・宮本雅子他：夜間の住宅照明環境の実態
調査に基づく照明計画法の検討（その３）
井上容子・宮本雅子他：関西圏を中心とした住宅照
明環境の実態（その 1）、照明学会全国大会
宮本雅子他：関西圏を中心とした住宅照明環境の実
態（その２）－居間で使用される人工照明の実態－
［その他］
・ 文 献 紹 介「 日 本 の 住 宅 居 間 の 照 明 の 実 態 と 課
題」
、照明学会誌、Vol.96,No2,2012
・シンポジウム資料「建築・都市景観の色彩設計と
質感」
◆学会活動
日本建築学会「建築空間の質感・色彩設計法小委
員会」主査､ 日本色彩学会関西支部代議員他
◆教育活動
今年度の４回生は大学生向けの照明の提案および
襲の色目の配色を和空間に利用するための研究を
行った。また、ゼミ活動の一環として、グループ
ホーム、デイサービスセンター、葬儀場の見学など
を行った。
◆社会活動
守山市からの受託研究「サイン計画、サインガイ
ドライン・サインガイドラインハンドブック作成支
援」を受け､ ガイドラインの追加・修正、教育用ス
ライドの作成などの作業を行った。
守山市ＵＤまちかどウォッチャー､ 草津市・彦根
市・滋賀県都市計画審議会委員､ 守山市行政経営改
革委員会委員､ 滋賀県レイカディア大学講師､「街
の色研究会・京都」の活動に参加。
■森下あおい（もりしたあおい）服飾デザイン
研究活動
今年度は滋賀県リハビリテーションセンターの調
査研究事業に取り組んだことから、多くの車いす利
用者の方と接する機会を持った。現在、市場に溢れ
る既製服の大半は、健常者それも若年対象の衣服で
ある。衣服の不自由が障害者のある方の社会参加を
妨げている現状を、より一層調査していく必要があ
ると痛感している。
〈研究発表〉
・森下あおい・加地雅美：ファッションデザイン画
におけるデフォルマシオンの表現について，日本

会年次大会会要旨集，p.109（2012，6）
・K e i k o W a t a n a b e ・ N o z o m i O n o e ・ A o i
morishita：Suits Design using Three-Dimensional
Apparel CAD system for Disabled Young
Women Using a Wheelchair， International
Textile and Apparel Association Conference，
Waikiki Beach Marriott Resort and Spa，USA
（2012，11）
・森下あおい・伊藤恵理子・湯川創太郎：伝統的織
物産地における LCA 調査－滋賀県麻織物を事例
として－，日本繊維製品消費科学会年次大会会要
旨集，p.143（2012，6）
・渡邊敬子・尾上望・森下あおい：３次元 CAD を
用いた車椅子利用の若手女性のスーツ設計 , 国立
障害者リハビリテーションセンターコレクション
2012（2012.12）
・森下あおい・中川涼子：彦根更紗を活かした生活
雑貨のデザイン，服飾文化学会第 12 回大会発表要
旨集 p.20（2012，5）
〈競争的資金・ 受託研究〉
・科研費基盤 C（代表）
「スタイル画の感性価値を活
かした衣服デザインの創造的設計支援システムの
開発」平成 23 年度～ 25 年度
・科研費基盤 B（分担）
「オンデマンドファッション
を利用したユニバーサルファッションの実現」平
成 23 年度～ 25 年度
・車いす利用者のための女性用スーツ設計における
デザイン要素抽出（滋賀県立リハビリテーション
センター平成 24 年度調査・研究事業）
・3DCG バーチャルマネキンのキャラクター制作（有
限会社田中印刷）
・地場産業団体支援事業に関わるプロデユーサー業
務（滋賀県中小企業団体中央会）
◆教育活動
ゼミ３回生５名が「伝統産業弟子入り体験」事
業（滋賀県新産業振興課）において、産地企業とベ
ビー服、ベビー用品の新製品開発への取り組んだほ
か、ファッションデザインコンテスト（社）日本デ
ザイン協会主催において２名が入賞した。
◆地域・社会活動
滋賀県の繊維３産地の企業が産地の枠を超えて、
県関係者、工業技術センター、大学とともに製品開
発、広報活動を進めるための取り組みが“産・産・
産プロジェクト”として秋から始まった。繊維地場
産業のこれからの新しい展開を、柔軟な考え方でア
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イデアを出そうとする試みであり協力し合い進めて

とした栄養相談を行い、地域の方々の健康栄養教育

いきたい。

の場として活動した。

〈講演会〉

・著書：栄養ケア・マネジメント論－経済学からみ

・
「メッセージとしてのファッション」（平成 24 年 7
月 17 日、甲南女子大学生活環境学科講演会）
〈審議会・委員会委員〉
（ 社 ）日 本 繊 維 製 品 消 費 科 学 会 論 文 編 集 委 員・
（社）日本家政学会関西支部役員 ・ 滋賀県感性価値
支援事業プロデュ－サー・ 滋賀県中小企業振興審
議会委員 ・ 大津市歴史博物館協議会委員 ・ 彦根市
行政評価委員会委員

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科
■福井富穂（ふくいとみほ） 臨床栄養学、栄養ケア・
マネジメント論、臨床栄養学実習ほか
◆年間活動
平成 24 年８月に社会福祉法人びわこ学園医療福
祉センター野洲において、同センター奥村啓子医
師、苗村優子管理栄養士、本学科奥村万寿美准教
授、ゼミ生とともに園生の骨密度測定を行いまし
た。重症心身障害者施設において、長年にわたる療
養生活における生活活動習慣や給食による栄養素摂
取量の変動などとの関わりについて検討することを
目的にしており、引き続き園生個人の食事および栄
養素摂取状況の取りまとめを行う予定です。また、
臨床現場におけるフィールド研究の一環として、岐
阜大学医学部附属病院、浜松医科大学医学部附属病
院、彦根中央病院において糖尿病患者の栄養食事指
導に関する研究を、大雄会第一病院においては慢性
腎不全患者の栄養食事指導に関する研究を、岐阜大
学医学部附属病院における「入院時栄養管理計画
書」に基づく療養状況に関する研究を行った。
◆講演活動
３月３日には、
（社）日本栄養士会教育研究協議
会研修会が本学地域交流センターで開催され、その
基調講演において「医療機関における管理栄養士の
職務と責任」と題して講演を行った。参加者都道府
県代表者ほか約 150 名であった。7 月 31 日には、滋
賀県学校給食共同調理場研究連絡会議主催の「滋賀
県学校給食共同調理場調理従事職員研修会」におい
て、
「児童・生徒の健全な成長・発育と安全で安心
な食事を提供するに当たって必要なこと！」と題し
て、衛生管理の重要性について講演した。8 月 25 日
には、（社）岐阜県栄養士会において、「実践 POS」
と題して栄養食事指導箋への記載の方法・内容につ
いて、講演とワークショップを行った。
◆社会活動
彦根市立病院健診センターと連携した臨床疫学研
究である「彦根スタディ」において、参加者を対象
24

●人間文化

た栄養管理－

編著（共著）
（2012.10）

・地域・社会貢献：特定健診・特定保健指導におけ
る実践者育成研修プログラム検討会委員（滋賀県
健康づくり財団）
、日本糖尿病療養指導士認定試
験委員（日本糖尿病療養指導士認定機構）、東近江
市および湖南市の国民健康保険ヘルスアップ事業
第三者評価委員を努め、また、大津市教育委員会
の依頼による大津市学校給食業務委託業者選定専
門委員会の会長としての職務を果たしました。
平成 24 年度各種学会における活動は、日本病態
栄養学会 評議員、日本栄養改善学会 評議員、日
本給食経営管理学会 理事（理事長）などです。
■灘本知憲（なだもととものり）食品栄養学
【論文】
・B ioavailability of orally administered waterdispersible hesperetin and its effect on
peripheral vasodilatation in human subjects:
implication of endothelial functions of plasma
conjugated metabolites, Takumi H, Nakamura H,
Simizu T, Harada R, Kometani T, Nadamoto T,
Mukai R, Murota K, Kawai Y and Terao J, Food
Funct., 3（4）, 389-398（2012）
・ 乾 燥 技 術 の 違 い に よ る 食 品 中 の 有 用 成 分 の 変
化 、山口朋子，西麗，廣瀬潤子，浦部貴美子，
灘本知憲 , 日本食品保蔵科学会誌 , 38（3）, 169176（2012）
【学会発表】
・グラボノイドの単回摂取がヒトのエネルギー代謝
に及ぼす影響、中西紗紀，垣本祥江 , 中川格，細
江和典，森紀之，灘本知憲、日本食品科学工学会
第 59 回大会（2012.8、札幌）
・ふなずし飯の免疫賦活作用、髙田沙緒里 , 廣瀬潤
子 , 佐竹遥奈、日本食品科学工学会第 59 回大会
（2012.8、札幌）
・ウィンターセイボリー分画物の皮膚温改善効果、
築山恵子，増田秀樹 ，森 紀之，松井謡子，西
村 修，灘本知憲、日本食品科学工学会第 59 回大
会（2012.8、札幌）
・免疫賦活能をもつ野草の探索、佐竹遥奈，野崎真
佑子，浦部貴美子，廣瀬潤子、灘本知憲、日本食
品科学工学会第 59 回大会（2012.8、札幌）
・ウド摂取による体表温度への影響、佐藤綾、三谷
信、渡辺彩姫、前川裕希奈、灘本知憲、第６６回
日本栄養食糧学会大会（2012. ５、仙台）
・E ffects of Funazushi, a Traditional Japanese
Fermented Sushi, on the Blood Pressure of
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Spontaneously Hypertensive Rats, Mori N, Urabe

うことから始まったものです．途中，キノリン酸

K, K.Ito and Nadamoto T, IFT Annual Meeting

ホスホリボシルトランスフェラーゼという酵素の

（2012.6, Las Vegas, USA）

高次構造に関するスペースシャトルを用いる宇宙

・ウィンターセイボリー抽出物の皮膚温改善効果比

実験に 15 年間ほどチャレンジしました．2003 年２

較、増田秀樹、松井謠子、西村修、築山恵子、森

月のコロンビア号の地球への帰還失敗で，この研究
は頓挫してしまいました．ちょうどその２年前頃，
厚生労働省からビタミンの食事摂取基準に関する研
究班を立ち上げては，というお誘いがきて，始動を
はじめていました．二つのビッグテーマはきついな
アと思っていました．ほんのちょっとでしたが，こ
のころ入院してしまいました．以降，宇宙環境を利
用する実験への興味は薄れていきました．そのこと
が，今，考えて見ると，日本栄養・食糧学会の学会
賞を受賞した尿を用いる研究を再開する直接のきっ
かけとなりました．６月には日本ビタミン学会（岐
阜）に参加してきました．11 月にはオーストラリア
のシドニーで開催された第 13 回国際トリプトファ
ン研究会に参加してきました．10 年ほど駈けて作
成していたキノリン酸ホスホリボシルトランスフェ
ラーゼ欠損マウスの成果を発表してきました．ま
た，この研究会の前に日本トリプトファン研究会の
主催で，オーストラリアのブリスベンでサテライト
シンポジウムを開催してきました．
（公益社団法人）ビタミン・バイオファクター協
会の監事，日本トリプトファン研究会の会長，滋
賀県食の安全・安心審議会の会長，食事摂取基準
2015 年版検討会の構成員などをしました．
2012 年に発表できた学術論文，資料・総説など
の成果は，ホームページをご覧ください（http://
www.shc.usp.ac.jp/shibata/）
．

紀之、灘本知憲、第 27 回日本香辛料研究会学術講
演会（2012.10、藤沢市）
【報道／一般雑誌】
・冷 えとり 12 食材ガイド、日経ヘルス１月号 76 頁
（2013）
・冷 え ＆ 冬 太 り 解 消、 日 経 ヘ ル ス ２ 月 号 118 頁
（2013）
・魔法の飲み方バイブル—ホットショウガで冷えと
り、ホット柑橘で朝から快調、安心別冊ムック３
月号（2013）
【受託・共同研究】
株式会社カネカ、小川香料株式会社、ポーラ化成
工業株式会社、森永製菓株式会社、上野忠株式会
社、富久や株式会社、多賀株式会社
■柴田克己（しばたかつみ）ビタミン学，代謝栄養学，
栄養評価学
◆年間活動
１月に２年間かけて行っていた L- トリプトファ
ンという必須アミノ酸の安全性に関するヒト試験が
終了しました．この研究資金は国際アミノ酸協会か
ら頂きました．２回目のチャレンジで獲得できまし
た．この成果は，12 月にまとめることができ，学
術雑誌に受理される見通しですので，ホットしてい
ます．これが，2012 年の最も大きな成果でした．
３月は京都で開催された日本農芸化学会に４年ぶ
りに参加してきました．2011 年に開催される予定
でしたが，東日本の大震災のために中止となり１年
間延期となった大会でした．５月は第 66 回日本栄
養・食糧学会（仙台）に参加してきました．多くの
方の支援のおかげで学会賞を受賞することができま
した．そのタイトルは，「ヒト尿を用いる新しいビ
タミン栄養状態の創成」で，その概略は，「ビタミ
ンの尿中排泄量はカラダのビタミンの余剰量をきわ
めて鋭敏に反映していることを明らかにした．この
成果を基にして，ビタミン欠乏の予防と過剰摂取に
よる健康障害の予防のために，目標尿中排泄量を試
算した．目標尿中排泄量という生体情報を用いた栄
養評価を示しつつ行う栄養指導は説得力があり，食
生活行動の変容につながりやすい．」というもので
す．代謝栄養学の成果を実践分野の栄養指導に活用
しているという点を高く評価されました．この尿
を用いる研究は，恩師の岩井和夫先生が，40 年ほ
ど前に内因性の神経毒のキノリン酸（トリプトファ
ン代謝産物）の尿中排泄量を測定できないか，とい

■寄本   明（よりもとあきら）運動生理学・応用健康
科学
【年間活動】
本年度より生活栄養学科の所属となり、学科の運
営・教育に携わりながら、全学共通基礎教育「健
康・体力科学」の教科運営を行った。学外的な事
業としては平成 24 年６月開催の第 16 回日本ウォー
キング学会の事務局を担当し、平成 25 年 1 月には第
27 回日本体力医学会近畿地方会の大会長として学
会の運営を行った。
【著書】
・
「コレステロール・中性脂肪がみるみる下がる大
百科」
、主婦の友社、共著
・
「内蔵脂肪がぐぐっと減る知恵とコツ」
、主婦の友
社、共著
【論文】
・
「中高年者の生活習慣病およびメタボリックシン
ドローム予防におけるノルディックウォーキン
グの有用性」
、ウォーキング研究、16、2012 年、
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45-52 頁

もと、教育や学科運営に悪戦苦闘してまいりまし

・
「ウォーキングを主とした運動実施時におけるエ

たが、学科の先生方のご協力のもと何とか最初の１

ネルギー量およびビタミン B1・B2 摂取量につい

年を乗り切ることができました。またこの間、地域

て」、ウォーキング研究、16、2012 年、97-102 頁

社会貢献活動と致しまして、彦根市立病院健診セン

・
「中高年者におけるウォーキングを中心とした運

ターと連携した「いきいき彦根プロジェクト（彦根

動習慣と食生活習慣の関連」、ウォーキング研
究、第 16 号、2012 年、103-108 頁
・他 2 編
【学会発表】
・
「高齢女性における転倒リスクと呼吸機能および
体力の関係」、第 42 回滋賀県公衆衛生学会、ピア
ザ淡海
・
「身体活動量および強度の違いが動脈スティフネ
スに及ぼす影響」、第 141 回京都体育学会大会、び
わこ成蹊スポーツ大学
・
「地域高齢女性における５m 歩行速度と MFS と
の関係」、第 16 回日本ウォーキング学会大会、京
都府立医科大学
・
「現代日本人の環境適応能力に与える運動習慣の
影響」
、第 67 回日本体力医学会大会、長良川国際
会議場
・他 16 報
【一般雑誌】
・
「心も体も潤う水分補給法」
、日経ヘルス、８月号、
2012 年、96-101 頁
【社会活動】
・講演「日常生活における熱中症予防」および「高
齢者と小児の熱中症」、環境省講習会、大宮ソ
ニックシティ
・講演「熱中症」
、特定非営利活動法人バイオクリ
マ研究会、立正大学
・講演「教育現場での熱中症対策」、三重県高等学
校養護教諭研究会、三重県人権センター
・他講演６回
【各種委員】
・日本体力医学会評議員、日本体力医学会近畿地方
会幹事、日本運動生理学会評議員、日本生気象学
会評議員、日本生気象学会雑誌編集委員、日本
ウォーキング学会諮問委員会委員、京都滋賀体育
学会理事、聖泉大学スポーツ文化研究所客員研究
員、淡海生涯カレッジ専門委員、日本ストック
ウオーキング協会理事、一般社団法人 Save Our
Kids 特別顧問

スタディ）」に参加、動脈硬化を始めとする生活習
慣病予防に向けた健康指導に携わってまいりまし
た。研究活動については、現在、研究テーマであ
る（①ストレス蛋白質発現調節を介した食品成分の
癌予防効果や発癌性機序の解明 ②乳酸菌が有する
インフルエンザ感染並びにその重症化予防効果の検
討）
、の遂行に向けて準備を進めています。
次年度からも引き続き、我々の健康増進に貢献で
きる様な栄養学領域での教育、研究活動に取り組ん
で行ければと考えています。
[ 活動一覧 ]
学術論文
・I nduction and maintenance of anti-influenza
antigen-specific nasal secretory IgA levels and
serum IgG levels after influenza infection in
adults. Fujimoto C, Takeda N, Matsunaga A,
Sawada A, Tanaka T, Kimoto T, Shinahara
W, Sawabuchi T, Yamaguchi M, Hayama M,
Yanagawa H, Yano M, Kido H. Influenza Other
Respi Viruses 2012 Nov; 6（6）:396-403.

■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
[ 年間活動 ]
今年度から生活栄養学科に着任致しました。学科
では、栄養学領域の専門基礎科目にあたる、人体
の解剖生理学、病態病理学、病態栄養学の講義と
実習を担当させて頂いております。慣れない環境の
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・T rypanosoma brucei 14-3-3I and II proteins
predominantly form a heterodimer structure
that acts as a potent cell cycle regulator in vivo.
Inoue M, Yasuda K, Uemura H, Yasaka N, Inoue
H, Schnaufer A, Yano M, Kido H, Kohda D, Doi
H, Fukuma T, Tsuji A, Horikoshi N. Journal of
Biochemistry. 2013. 印刷中
・６か月間のウォーキングを中心とした運動継続が
動脈スティフネスの及ぼす影響 . 南和弘、茂山
翔太、高橋圭、寺村康史、矢野秀樹、奥村万寿
美、矢野仁康、山田明、福井富穂、高山博史、林
進、寄本明 . 日本ウォーキング学会ウォーキング
研究 .No16, 2012. 印刷中 .
・中 高年者におけるウォーキングを中心とした運
動習慣と食生活習慣の関連 . 茂山翔太、南和弘、
高橋圭、寺村康史、矢野秀樹、奥村万寿美、矢
野仁康、山田明、福井富穂、高山博史、林進、
寄本明 . 日本ウォーキング学会ウォーキング研
究 .No16, 2012. 印刷中 .
・ウォーキングを主とした運動実施時におけるエネ
ルギー量とビタミン B1・B2 必要量について . 高橋
圭、茂山翔太、南和弘、寺村康史、矢野秀樹、奥
村万寿美、矢野仁康、山田明、福井富穂、高山博
史、林進、寄本明 . 日本ウォーキング学会ウォー
キング研究 .No16, 2012. 印刷中 .
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総説

Fermented Sushi, on the Blood Pressure of

・R o l e o f h o s t c e l l u l a r p r o t e a s e s i n t h e

Spontaneously Hypertensive Rats, N．Mori,

pathogenesis of influenza and influenza-induced

K．Urabe, T．Nadamoto, IFT 2012 Annual

multiple organ failure. Kido H, Okumura Y,

Meeting（2012．6）

Takahashi E, Pan HY, Wang S, Yao D, Yao M,

⑵ふなずし飯の免疫賦活作用 ; 高田沙緒里・廣瀬潤

Chida J, Yano M. Biochim Biophys Acta. 2012
Jan; 1824（1）.186-194.
学会発表
・ヒト内皮細胞に感染したインフルエンザウイルス
は、アドヘレンスジャンクションの崩壊を誘導す
る 日吉峰麗、矢野仁康、木戸博 第 85 回日本生
化学会大会（平成 24 年 12 月、福岡）
地域貢献・社会活動
・平成 24 年度淡海生涯カレッジ彦根校（彦根市教育
委員会、平成 24 年 9 月）、講師 「わかる！インフル
エンザのすべて その―最前線―」

子・佐竹遼奈・森紀之・入江俊一・竹原宗範・浦
部貴美子・灘本知憲，日本食品科学工学会第 59
回大会（2012．8）
⑶免疫賦活能をもつ野草の探索；佐竹遼奈・野崎真
佑子・浦部貴美子・廣瀬潤子・灘本知憲，日本食
品科学工学会第 59 回大会（2012．8）

■浦部貴美子（うらべきみこ）食品衛生学、給食経営
管理論
生活栄養学科のアドミッションポリシーでは、
「栄養を介して食物が健康に寄与するという意識を
基盤として、人の健康に貢献する高度な専門職業人
を養成する」としており、将来の管理栄養士を養成
するという責務も負っています。そのために、学内
における基礎的な、また応用的な学問を修得するこ
とは言うまでもないことですが、さらに病院や学校
など学外施設での実習が必須となっています。今年
度、主たる学外実習担当業務を引き継ぎ、施設への
依頼や、新しい受入れ施設との交渉など、初めての
こともあり多くの時間を費やすこととなりました。
施設の方々には多忙な通常業務の他に、実習生の指
導をしていただいており、ただただ感謝の一言に尽
きます。この実習を通して、学生たちには、学内で
は修得できない様々なことを学ぶとともに、管理栄
養士としての道に邁進しておられる方々の思いを心
に刻んでほしいものです。
研究面では、平成 21 年度から行ってきた本学重
点研究「鮒鮨の機能性に関する総合的研究」を終
え、３年間に得られた成果を報告しました。今年度
も引き続き、院生と２名の学生とともに、ふなずし
飯の血圧降下作用機構の解明、生理活性成分の産生
に関わる乳酸菌の特定を行なってきました。これら
の成果を早急に論文としてまとめあげたいと考えて
います。また、野草を対象とした生理活性作用に関
する研究では、免疫を高める効果が期待できそうな
野草を見いだすことができ、学会にて報告しまし
た。今後は、実験動物への効果を検証していくこと
になりそうです。
学会発表および報告
⑴ E ffect of Funazushi; a Traditional Japanese

■岡本秀己（おかもとひでみ） 公衆栄養学
幼児、小学生、障害児、高齢者、一般市民等を対
象に、地域の食育活動を行ったが、生活栄養学科１
～４回生で構成される「地域食育推進隊」には、休
日にも関わらず、たくさんの活動に参加いただき感
謝しています。本学科の学生の専門職に対する関心
や様々な経験をしたいという意識の高さにも感服し
た１年でした。以下が活動です。
・
「nakaniwa café」 滋賀県立大学食堂にて学
生を対象に骨密度栄養相談等、滋賀県立大学
・
「ひこね食育フェア」 骨密度測定、食育教室、
ひこね食育推進委員会
・
「ひこね元気フェスタ」 地産地消「彦根梨の
ケーキ」
、ひこね元気計画２１
・
「特別支援学級児に対する連続食育教室」 滋賀
県立大学、彦根市教育委員会
・
「５ A DAY スーパーマーケット食育体験」 彦
根市立若葉小学校、若葉幼稚園 平和堂
・
「冬野菜収穫体験」 グリーンピア彦根
・
「障害者支援団体の餃子作り活動支援」 障害者
支援団体メロディ
・
「地域健康教室」 地域高齢者の骨密度測定と栄
養相談
【研究】
「特別支援教育としての食育の有効性の検討」
【学会発表】
・
「発達障害のある児童に対する調理を伴う連続食
育教室実施とその効果」 第 59 回日本栄養改善学
会学術総会 栄養学雑誌 vol.70 No.5 p275 名
古屋
・
「地域で活動する女性高齢者の足に関する自覚症
状と足指力」 第 11 回日本フットケア学会／第 5
回日本下肢救済・足病学会合同学術集会 横浜
【競争的資金】
・科研費基盤（Ｃ）
：
「心と身体に障害をもつ特別支
援学級児に対する「生きる力」を育む食育の先導
的研究」
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【講演等】
・
「各ライフステージにおける骨密度と栄養摂
取」 社団法人滋賀県薬剤師会
・
「特別支援を要する児童の食育について」 彦根市
食育研修会、彦根市小中学校給食主任会・家庭科
主任会
・
「生活栄養学科とは」 滋賀県立石山高等学校 大
学説明会
・
「行政・地域と結びついた大学ができる食育活動
―エンパワメントを高めるヘルスプロモーション
―」 京都光華女子大学特別講義
【その他社会貢献】
・
「ひこね食育推進委員会」 委員長、彦根市
・
「滋賀県卸売市場審議委員会」 審議委員、滋賀県
・
「財団法人滋賀県学校給食会」 評議員、滋賀県
・
「滋賀県レイカディア大学」 講師、滋賀県
■奥村万寿美（おくむらますみ） 栄養教育論、栄養
教育論実習、カウンセリング論演習
【教育・研究活動】
４月より本学の教員となり、栄養教育・カウンセ
リング・給食衛生管理実習・嗜好と調理、淡海生涯
カレッジ等、今までの管理栄養士としての実践経験
を活かした授業・栄養に関する啓発を展開すること
ができた。
長浜市の保育園において、産学連携による「オリ
ジナル媒体を使用した食育活動」を実施するとも
に、
「幼児期の食育がおよぼす親への影響」などに
ついて研究基盤の構築を行った。
彦根市民病院との共同の健康指導事業である、
「いきいき彦根プロジェクト」とにおいて、栄養食
事指導を担当し、彦根市民の健康増進に寄与した。
【著書】
第 26 回 管 理 栄 養 士 国 家 試 験 解 答 と 解 説 共
著 第一出版 2012.7
栄養ケア・マネジメント論 経済学から見た栄養
管理 共著 化学同人 2012.10
【講演】
・第 10 回 湖西透析従事者の集い 「透析患者の食
事管理」 2012.4
・淡海生涯カレッジ彦根校 「骨年齢とカルシウム」
2012.9
・第 67 回 湖北透析談話会 「透析患者の栄養管理
と栄養教育」 2012.11
【社会活動】
・健康おおつ 21（第２期計画）策定委員会 委員
平成 25 年度から平成 34 年度までを計画期間とす
る大津市の第 2 期健康づくり計画（健康おおつ 21）
策定に委員として職務を果たした。
・公益法人 滋賀県栄養士会の理事
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滋賀県栄養士会が主催（共催）する事業におい
て、食育や栄養改善を通じて県民の健康の保持増進
および疾病の予防を図るとともに、管理栄養士・栄
養士の資質の向上に努めた。
・各種学会
日本病態栄養学会（評議委員）
、日本臨床栄養協
会（評議員）、日本給食経営管理学会（評議員）とし
て学会の参加・運営に寄与した。
【受託事業】
社団法人 米穀安定供給確保支援機構における、
平成 24 年度 女子大学生等を学習者とした“３・
１・２弁当箱法”体験セミナー事業
■福渡 努（ふくわたりつとむ） 食品栄養学，応用栄
養学
[1] 年間活動
佐野助教が留学したため，2012 年は柴田教授と
ともに研究室の運営，学生の指導を行いました．
「トリプトファン代謝経路の変動および制御に関
する研究」という研究題目で，2011 年度日本アミ
ノ酸学会科学・技術賞を受賞しました．これまでの
研究成果が認められたことを大変嬉しく思います．
これまで指導，応援して下さった柴田克己教授を初
めとする本学教職員の皆さま，苦楽を共にしてきた
研究室の学生および卒業生には，この場をお借りし
て御礼申し上げます．
研究面でのハイライトとしては，ナイアシンとい
うビタミンを合成できないマウスの栄養状態を解析
した学術論文が栄養学分野の学術雑誌 J Nutrition
誌に掲載されました．このマウスの作成から数える
と 10 年の歳月を要したため，感慨深いものがあり
ます．このマウスを用いて，ナイアシン合成経路の
意義やナイアシン栄養状態の違いによる体内変化な
どを明らかにできると期待しています．他の発表論
文の内容は，ヒトの栄養素摂取量を評価するための
生体指標の確立を目指した（１報），疾病や食餌が
ビタミン栄養状態におよぼす影響を動物実験によっ
て調べた（４報）
，新しい分析方法を確立した（１
報），糖代謝異常モデルマウスのビタミン栄養状態
を共同研究によって調べた（1 報）というものです．
[2]2012 年の活動一覧
（詳細は http://www.shc.usp.ac.jp/shibata/ をご覧
ください．
）
学術論文：9 報
・Different variations of tissue B-group vitamin
concentrations in short- and long-term starved
rats. Moriya A, Fukuwatari T, Sano M, and
Shibata K. Br J Nutr（2012）107（1）, 52-60.
・R e m o d e l i n g o f h e p a t i c m e t a b o l i s m a n d
hyperaminoacidemia in mice deficient in
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proglucagon-derived peptides. Watanabe C, Seino

（2012）142（12）, 2227S-30S

Y, Miyahira H, Yamamoto M, Fukami A, Ozaki

学会発表：20 回，うち国際学会４回

N, Takagishi Y, Sato J, Fukuwatari T, Shibata K,

講演：３回

Oiso Y, Murata Y, and Hayashi Y. Diabetes（2012）

・2011 年度日本アミノ酸学会科学・技術賞受賞講演

61（1）, 64-74.

（日本アミノ酸学会第 3 回産官学連携シンポジウ

・Correlation between mineral intake and urinary
excretion in free-living Japanese young women.
Yoshida M, Fukuwatari T, Sakai J, Tsuji T, and
Shibata K. Food Nutr Sci（2012）3（1）, 123-8.
・U rinary excretion of water-soluble vitamins
increases in streptozotocin-induced diabetic rats
without decreases in liver and blood vitamin
contents. Imai E, Sano M, Fukuwatari T, and
Shibata K. J Nutr Sci Vitaminol（2012）58（1）, 54-8.
・T he urinary excretory ratio of nicotinamide
catabolites is associated with the conversion
ratio of tryptophan to nicotinamide in growing
rats fed a niacin-free 20% casein diet. Shibata
K, Imai E, Sano M, and Fukuwatari T. Biosci
Biotechnol Biochem（2012）76（1）, 186-8.

ム，平成 24 年 6 月，東京都）
演題名：ナイアシン栄養におけるトリプトファン
経路の重要性．
・日 本ビタミン学会第 64 回大会若手シンポジウム
「ビタミン基礎研究の進展を担う若手研究者たち」
（日本ビタミン学会第 64 回大会，平成 24 年 6 月，
岐阜市）
演題名：尿を生体指標として利用した水溶性ビタ
ミンの栄養評価法の確立
・1 3th International Society for Tryptophan
Research Conference Satellite Symposium.
（November, 2012, Brisbane, Australia）
Title: Nutritional aspect of tryptophan metabolism

・Effects of ethanol consumption on the B-group
vitamin contents of liver, blood and urine in rats.
Miyazaki A, Sano M, Fukuwatari T, and Shibata
K. Br J Nutr（2012）108（6）, 1034-41.
・Simulatenous HPLC determination of coenzyme
A, dephospho-coenzyme A and acetyl-coenzyme
A in normanl and pantothenic acid-deficient rats.
Shibata K, Nakai T, and Fukuwatari T. Anal
Biochem（2012）430（2）, 151-5.

本年度４月より生活栄養学科に所属となりまし
た．研究活動としては，運動に対する血管機能の適
応を中心的に進めています．本年度は，研究活動の
他，２件の学会大会運営など，研究室としての活動
が広がってきています．来年度以降も継続して活動
の広がりが持てればと考えています．
【論文】
・南和広，茂山翔太，高橋圭，奥村万寿美，矢野仁
康，山田明，福井富穂，寄本明，寺村康史，矢野
秀樹，林進，高山博史：６ヶ月間のウォーキング
を中心とした運動継続が動脈スティフネスに与え
る影響，Walking Research No.16 145-150.
その他２編
【学会発表】
・南 和広，茂山翔太，高橋圭，寺村康史，矢野秀
樹，山田明，福井富穂，高山博史，林進，寄本
明：運動による動脈スティフネス改善に食事構成
が与える影響，第 67 回日本体力医学会，岐阜長良
川国際会議場
その他４件
【学会賞】
2012 年度日本ウォーキング学会・日本ウォーキン
グ協会「日本ウォーキング学術賞（江橋慎四郎賞）
」
受賞
【社会活動】
京都滋賀体育学会 理事
滋賀県体育協会スポーツ科学委員会 運動生理学
班 委員長
淡海生涯カレッジ 講師
いきいき彦根プロジェクト 運動指導担当

・T ruly niacin deficiency in quinolinic acid
phosphoribosyltransferase（QPRT）knockout
mice. Terakata M, Fukuwatari T, Sano M, Nakao
N, Sasaki R, Fukuoka SI, and Shibata K. J Nutr
（2012）142（12）, 2148-53.
・Fate of dietary tryptophan in young Japanese
women. Hiratsuka C, Fukuwatari T, and Shibata
K. Int J Trypotphan Res（2012）5, 33-47.
学術雑誌，専門雑誌に掲載された総説・資料など：
３報
・摂取 B 群ビタミン量と体内および尿中ビタミン量
との関係．柴田 克己，佐野 光枝，福渡 努．ビタ
ミン（2012）86（5・6）, 303-8.
・Urinary water-soluble vitamins as nutritional
biomarker to estimate their intakes. Fukuwatari
T , a n d S h i b a t a K . B i o m a r k e r（ 2 0 1 2 ） d o i :
10.5772/37616. Rijeka, Croatia. InTech.
・The metabolites in the tryptophan degradation
pathway might be useful to determine the
tolerable upper intake level of tryptophan intake
in rats. Shibata K, and Fukuwatari T. J Nutr

■南和広（みなみかずひろ）運動生理学
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■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）乳児栄養、栄養教育

■佐野光枝（さのみつえ）分子栄養学

◆年間活動

◆年間活動

本年度は、
「授乳期女性の食生活の実態」と「母

長期在外研修でフランス国立農学研究所（INRA）

親のライフスタイルとストレス―夜間授乳のあり方

栄養生理学研究室（Phan）に研究留学。この研究室

について―」をテーマに研究を行いました。ご協力

は、強度の妊娠悪阻によって低タンパク栄養状態に

いただきましたお母様とお子様、助産院の先生方に
感謝いたします。
また、2012 年６月より乳房文化研究会の運営委
員を拝命しました。7 月には和歌山において研究成
果を講演させていただき、母乳哺育にたずさわる専
門職の皆様と交流させていただきました。専門分野
の異なる先生方と交流する機会に恵まれ、とても刺
激を受けた 1 年となりました。
母子栄養関連の最新トピックスとして、妊娠期・
授乳期の母ラットが高脂肪食の場合、仔ラットの肥
満や糖尿病発症のリスクが高いことが報告されまし
た。母子の食事調査を実施し、実際のお母様たち
の食事を知った上で、ヒトでのよい食事（健康の維
持・増進だけでなく、心も満たされるような食事）
の提案をしてゆきたいと考えています。
◆著書・論文
・EBN 事例からみた栄養経済学，廣瀬潤子，栄養
ケア・マネジメント論（福井富穂編），（化学同人）
2012
・母乳哺育により母ラットの摂取タンパク質特異的
に仔ラットの Th2 応答が抑制される，木津久美
子 , 廣瀬潤子 , 本庄勉 , 成田宏史，日本栄養・食糧
学会誌，65（1）,13-19，2012
・乾燥技術の違いによる食品中の有用成分の変化，
山口明子 , 西麗 , 廣瀬潤子 , 浦部貴美子 , 灘本知憲，
日本食品保蔵科学会，38（3），169-176，2012
・大 豆たん白素材における不快フレーバー改善調
理法および保存方法の検討，廣瀬潤子 , 浦部貴美
子，大豆たん白研究，14,111-115，2012
◆学会発表
・ふなずし飯の免疫賦活作用，高田沙緒里、廣瀬潤
子、佐竹遥奈、森紀之、入江俊一、竹原宗範、浦
部貴美子、灘本知憲，第 59 回日本食品科学工学会
（2012 年 5 月）
・免疫賦活能をもつ野草の探索，佐竹遥奈、野崎真
佑子、浦部貴美子、廣瀬潤子、灘本知憲，第 59 回
日本食品科学工学会（2012 年 5 月）
・授乳中の月経が乳汁成分と乳児の哺乳行動に与え
る影響について，大谷恵、桃井千尋、長尾早枝
子、廣瀬潤子，第 27 回日本母乳哺育学会・学術集
会（2012 年 9 月）
・母乳栄養指導時に配慮すべき要因，廣瀬潤子、下
村有希、山口友貴絵，第 59 回日本栄養改善学会大
会（2012 年 9 月）

なることによって起こると考えられる低体重児の出
産とその後の発育への影響について、低タンパク質
食摂取妊娠ラットをモデルとして研究を行ってい
る。私はここで、胎盤を介した母体から胎児へのト
リプトファンとその代謝産物の輸送に関する研究を
行っており、現在も進行中である。
◆論文
HP を見てください。
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■森

紀之（もりのりゆき）

◆年間活動
主に「ふなずしの機能性に関する研究」
，
「食品成
分摂取による冷え性の改善に関する研究」
，
「わさび
の辛味成分摂取によるエネルギー代謝調節機構の研
究」などのテーマについて研究活動を行いました。
今年度は国際学会への参加など昨年度よりも幅広い
活動を精力的に行う事が出来ました．着任三年目と
いうことで出来ること出来ないことがいろいろと分
かり，なかなか考えさせられる部分も増えてきまし
たが，今後も研究活動を引き続き行い，新たな発見
に向けて日々精進していきたいと思います．
◆論文
“Intragastric administration of allyl isothiocyanate
reduces hyperglycemia in IPGTT by enhancing
blood glucose consumption in mice”J Nutr Sci
Vitaminol 2013 in press
◆学会発表
「Allyl isothiocyanate の投与による糖質代謝亢進
の作用機序の解明」日本農芸化学会2012年度大会．
2012 年 3 月
“Effects of Funazushi, a Traditional Japanese
Fermented Sushi, on the Blood Pressure of
Spontaneously Hypertensive Rats” 2012 IFT
Annual Meeting & Food Expo. 2012, June
「わさびの辛味成分 allyl isothiocyanate 投与による
インスリン分泌亢進の作用機序の検討」第27回 日
本香辛料研究会．2012 年 10 月

━━━━━━━━━
◦人間関係学科
■吉田一郎（よしだいちろう） 教育学
教育活動としては、通常のゼミや講義以外に、教
職課程履修者の個別相談にのることが多かった。具
体的には、栄養教諭志望者養護教諭志望者、理科教
諭志望者等である。
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これらの志望者の教職専門科目の受験準備の仕方
や、面接指導や小論文指導などを行った。主として
３回生が多かったが、一人４回生がおり、二次試験
まで行ったが残念ながら合格とはならなかった。
なお、この機会に教員養成をめぐる政策動向につ
いてふれておきたい。ご承知のように 2012 年８月
に中教審は教員の資質向上策を答申した。その内容
は標準的な「一般免許状」を大学院修士レベル化と
するものであり、今後本学もそれにどう対応するか
が問われよう。
そのような情勢にあっても、2012 年度本学の教
員採用試験合格者は 21 名（現役７名、既卒者 14 名）
にのぼっている。これは十分評価に値するものと
思っている。
なお、教員の労働問題として非正規雇用（臨時講
師や時間講師）が約３割になっていること、採用試
験の合格者の比率もおおむね現役１：臨時講師等３
程度の割合になっている現状についても皆さんに考
えて頂きたいことである。
研究では、生活指導におけるいじめの問題や体罰
の問題について研究を深めた。その成果は滋賀県民
主教育研究所の紀要に発表する予定で現在執筆にか
かっているところである。
■大橋松行（おおはしまつゆき） 政治社会学、教育社
会学
１．論文・研究ノート
・
「県立高校再編問題の展開―長浜市の第一次提言
を中心に―」『人間文化』第 32 号、2012 年 10 月
２．新聞等掲載記事（評論、コメント等）
・
「湖国探研⑭」『京都新聞』（地域・総合、2012 年 4
月 23 日）
・
「湖北の高校を守るつどい」『中日新聞』
（2012 年 7
月16日）、『週刊 滋賀民報』
（2012年7月22日）、『近
江毎夕新聞』（PR 版、2012 年 7 月 25 日）
・
「衆院総選挙滋賀４区 29 日に公開討論会」『滋賀
報知新聞』（2012 年 11 月 27 日）
・
「衆院総選挙滋賀４区 きょう『公開討論会』」『滋
賀報知新聞』（2012 年 11 月 29 日）
・
「第 46 回衆議院議員選挙公開討論会・滋賀第 4 選
挙区」『朝日新聞』（2012 年 11 月 30 日）
・
「衆議院議員選挙の滋賀４区 公示前から舌戦ス
タート」『滋賀報知新聞』（2012 年 12 月 4 日）
・
「見極める しが衆院選 12･16」『中日新聞』（2012
年 12 月 15 日）
・
「滋賀県議会 知事と国政政党の役職の兼職解消決
議を可決」『京都新聞』（2012 年 12 月 27 日）
・
「東近江市長選挙公開討論会」『京都新聞』
（地域・
総 合、2013 年 1 月 25 日 ）、『 中 日 新 聞 』（2013 年 1
月 30 日）、『朝日新聞』（2013 年 2 月 2 日）

・
「湖国の政治文化語る

湖灯塾」『京都新聞』（地

域・総合、2013 年２月 16 日）
・
「高島・東近江・米原の市長選」
『朝日新聞』
（2013
年２月 23 日）
３．講演活動
・平成 24 年度後期 滋賀県レイカディア大学必修講
座講演（米原校）
（演題：「分権時代の地方議会を
考える」
、2012 年 8 月 23 日、於：滋賀県文化産業
交流会館）
・第 163 回京都新聞湖灯塾講演会講演（演題：「滋賀
県の政治文化と選挙―第 46 回衆議院総選挙を中心
に―」
、2013 年 2 月 23 日、於：京都新聞湖灯ホール）
４．テレビ出演・放映
・
『きらりん滋賀 NEWS CATCH』
（報道特集イン
タ ビ ュ ー、 び わ 湖 放 送、2012 年 5 月 15 日、17:55
～ 18:14）
・
『きらりん滋賀 NEWS CATCH』
（放映：
「衆議
院選挙公開討論会・滋賀第４選挙区」、びわ湖放
送、2012 年 11 月 30 日、17:55 ～ 18:14）
・
『池上彰の総選挙ライブ＆ 2012 総選挙 LIVE 滋
賀県民の選択』（コメンテーター、びわ湖放送、
2012 年 12 月 16 日、20:50 ～ 24:24）
５．自治体史
・東 近江市史（能登川の歴史）：第 4 章第 1 節「戦
後の自治と行財政改革」、第 2 節「発展する能登
川」
、第 6 節「将来への展望」を執筆。
・日野町史：第 4 章第 2 節「日野町の成立」
、第 3 節
「日野町の政治・行政」
、第 5 節「日野町の現在と
展望」を執筆。
６．学会活動
・学会誌専門委員（関西社会学会）
・関西教育学会第64回大会の自由研究発表で司会を
務めた（
「高等教育３」
、2012 年 11 月 10 日、於：奈
良女子大学）
。
・人文地理学会政治地理研究部会第 3 回研究会で依
頼報告（報告題：
「国政選挙と地方選挙に見る滋賀
県の政治文化」
、コメンテーター：高木彰彦〔九州
大学教授〕
、2012 年 11 月 17 日、於：立命館大学衣
笠キャンパス）
。報告内容の要旨は『人文地理』第
65巻第１号（2013年）に掲載されている（pp.76-77）
。
７．社会活動等（現職のみ）
・滋賀県明るい選挙推進協議会副会長（滋賀県選挙
管理委員会）
・滋賀県社会教育委員会連絡協議会理事（滋賀県教
育委員会）
・東近江市行政改革推進委員会委員長（東近江市企
画部）
・彦根市行政評価委員会委員長（彦根市企画振興部）
・長浜市長浜城歴史博物館協議会会長（長浜市教育
委員会）
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・長浜市地域福祉計画策定委員会委員長（長浜市健
康福祉部）
・長浜の未来を拓く教育検討委員会副委員長（長浜
市企画部）
・長浜市社会教育委員会議副委員長（長浜市教育委
員会）
・長浜市総合計画審議会委員（長浜市企画部）
・長浜市定住自立圏共生ビジョン懇談会委員（長浜
市企画部）
・近江八幡市社会教育委員・公民館運営審議会委員
（委員長、近江八幡市教育委員会）
・近江八幡市青少年問題協議会委員（近江八幡市教
育委員会）
・公益財団法人滋賀県市町村振興協会理事
・東近江市史（能登川の歴史）編集委員会委員（近現
代部会長：東近江市教育委員会）
・日野町史執筆委員（近現代部会：日野町教育委員会）
８．その他
・長浜市地域福祉計画策定委員会委員長として藤井
勇治長浜市長に「長浜市地域福祉計画提言書」を
提出した（2012 年 7 月 20 日、於：長浜市役所）
・第 46 回衆議院議員総選挙公開討論会（滋賀第４選
挙区）でコーディネーターを務めた（主催：社団法
人 近江八幡青年会議所、公益社団法人 東近江青
年会議所、公益社団法人 水口青年会議所、2012
年 11 月 29 日、於：てんびんの里学習センター）
・第 46 回衆議院議員総選挙公開討論会（滋賀第３選
挙区）でコーディネーターを務めた（主催：社団法
人 草津青年会議所、社団法人 野洲青年会議所、
公益社団法人 守山青年会議所、公益社団法人 栗
東青年会議所、2012 年 12 月 1 日、於：守山商工会
議所）
・東近江市長選挙公開討論会でコーディネーターを
務めた（主催：公益社団法人 東近江青年会議所、
2013 年 1 月 31 日、於：八日市商工会議所）
■竹下秀子（たけしたひでこ）発達心理学
日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）
『
「絵本共有」の基礎・実践統合研究―子ども・子
育て多文化共生環境づくりとの連携』の初年度と
して、「多文化な子ども」の健やかな発達を見守
り、よりよい子育て環境について考えるための研
究体制の構築をめざしました。今年度公刊したチ
ンパ ン ジ ー と 人 間 の 胎 児 の 脳 成 長 を 比 較 す る 論
文（Tomoko Sakai, Satoshi Hirata とともに責任著
者．Fetal brain development in chimpanzees
versus humans. Current biology: CB（impact
factor: 10.99）. 22（18）: R791-2. DOI:10.1016/
j.cub.2012.06.062）は EurekAlert! でも紹介されるな
ど、国内外のメディアでとりあげられました。６月
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には米国で開催された国際赤ちゃん学会（ICIS）の
公募シンポジウムで前年度までの科研費研究として
実施してきた胎児研究の成果を発表しました。他
方、2010 年度に実施した「多文化な子ども」の保
育にかんする実態調査の報告である３編が「人間文
化」に掲載されました（平野知見、鈴木祥子との共
著）。教育活動では、「発達進化ゼミ」の名のもと
に、人間関係学科准教授の上野有理さんとの共同指
導してきた４回生が、乳幼児期を対象とした実験や
行動観察を実施して卒業論文にまとめました。同じ
く３回生は、この領域にかかわる基礎的学習をおこ
ないました。卒論、ゼミ指導も含め、私たちの研
究・教育活動の多面にわたって協力くださっている
子育ち応援ラボ「うみかぜ」赤ちゃん研究員のみな
さま、市内保育園関係者、本学学生および教職員の
みなさまに深く感謝いたします。社会貢献・地域貢
献としては、日本発達心理学会の関西地区懇話会幹
事、日本臨床発達心理士会京都・滋賀・奈良支部副
支部長、日本動物心理学会では「動物心理学研究」
編集委員、日本子ども学会では理事、日本赤ちゃん
学会では常任理事、日本乳幼児医学・心理学会評議
員を継続しました。日本動物心理学会第 72 回大会
（関西学院大学）でのチュートリアル講演の他、彦
根市子どもセンター主催の『子育てサポーター養成
講座』や日本赤ちゃん学会・産経新聞社共催の『保
育および育児支援のための「新・赤ちゃん学」入門
講座』、神戸親和女子大学主催の『保育専門職のた
めの赤ちゃん学講座』などの講師も務めました。
■細馬宏通（ほそまひろみち）コミュニケーション論
今年から、一気に研究テーマとフィールドが増
え、忙しくなった。オノマトペ生成時に身体動作は
どのように同期しているか。じゃんけんを行うと
きに、音声を用いないろう者の方々はいかにタイミ
ングを調整しているか。平田オリザ＋青年団の演
劇稽古場面で、作・演出家と俳優とはどのような相
互行為によって演劇を作りあげていくか。長野県野
沢に伝わる道祖神祭りの準備活動において、木材を
扱う協働作業はどのように行われ、どんな方法で伝
承されているか、など。さらに、卒論生たちと、売
店でのお釣りの受け渡し行動、トランプゲームにお
けるルールの生成、討論における反論の構成のされ
方、「あっち向いてほい」遊びでの声と身体の同期
方法、喫煙行動における会話と喫煙との関係につい
ても研究を進めている。
昨年から雑誌『訪問看護と介護』で連載「介護す
ることば・介護するからだ」を始めた。介護場面の
考察は尽きることがなく、すでに20回を越えている。
社会言語科学会の学会誌『社会言語科学』に「身
体解釈法 —グループホームのカンファレンスにお
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ける介護職員間のマルチモーダルな相互行為—」が

会年報』４号（特集・市民社会再考）
、2012 年６月

掲載された。介護職員同士の身体動作がいかに介護

・丸山真央「震災特別部会『東日本大震災とコミュ

行動を巧妙に伝え、お互いの知識を更新しているか

ニティ』報告」
『コミュニティ政策』10 号、2012

について論じた。
■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学
＜活動報告＞
１年間の活動を、①研究、②教育、③地域貢献
にわけて述べる。①研究活動では、科研研究「反
社会的傾向をもつ生徒の「学校へのつながり」を
強める環境づくりに関する実践的研究」（課題番号
24730708）が採択され、研究活動をはじめるととも
に、１年間のまとめとして学会発表をおこなった。
また、京都大学のやまだようこ教授を代表者とす
る科研「多文化横断ナラティヴ・フィールドワー
クによる臨床支援と対話教育法の開発」（課題番号
20252009）は最終年度を迎え、その成果として出版
された『多文化横断ナラティヴ：臨床支援と多声教
育』
（やまだようこ編、レイヴン書房）において１
章を担当した。②教育活動としては、５名の卒業論
文に関わった。テーマは職場環境とメンタルヘル
ス、非行少年の立ち直り、腐女子の語りなど多岐に
わたった。また、２名の修士論文を指導した。摂食
障害、強迫性障害をテーマとしたものであった。最
後に、③の地域貢献としては、臨床心理士として、
小・中学校の教育相談に関わったほか（研究活動と
も兼ねる）
、滋賀県警察少年サポートセンターにお
いて、県内の補導職員を対象とした研修会の講師を
務めた。
■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学、政
治社会学
◆研究活動
【論文】
・Masao Maruyama,“Local Regime after the Great
East Japan Earthquake: For a Study on the
politics of Post-Disaster Reconstruction,”Disaster,
Infrastructure and Society, vol.3, December 2012
・丸山真央・岡本洋一「都心回帰」時代の大都市中
心部の地域住民組織――大阪市北区済美地区の事
例」『評論社会科学』104 号、2013 年 3 月
【その他の報告書等】
・丸山真央「対象地域と調査の概要」「町並みをめ
ぐる相克」同志社大学社会学部社会学科編『「都
心回帰」時代の大都市中心部におけるコミュニ
ティ形成の現状と課題──大阪市北区済美地区に
おける質問紙調査の分析』同志社大学、2013 年 3
月
【総説・解説等】
・丸山真央・後藤澄江「特集に寄せて」
『東海社会学

年7月
【学会発表等】
・丸山真央・山本唯人・岩舘豊「東日本大震災にお
ける地方都市の「復興」の政治と市民活動――岩
手県大船渡市を中心に」東海社会学会第５回大
会、震災特別部会、愛知大学、2012 年７月
・丸山真央「「限界」化する山村の現状と対策（1）
――研究の課題と方法」日本社会学会第 85 回大
会、札幌学院大学、2012 年 11 月
◆教育活動
ゼミには３回生３人が所属した。４回生ゼミは中
村好孝助教と共同で行った。
■篠原岳司（しのはらたけし）教育行政学、教育経営学
教職員の皆様にご支援をいただきながらも、なか
なか新米の域を抜けきれない着任２年目である。
１．研究
今年度より新たに科学研究費補助金（若手 B）
「教
育ガバナンスにおける『学習する組織』の創造と持
続的発展に関する実証的研究」の研究課題に取り
組んでいる。主な業績は次の通り。図書２本（篠原
岳司「第５章 学校経営計画の立案」篠原清昭編
著『学校改善マネジメント』ミネルヴァ書房、2012
年、５月刊行。篠原岳司「『頂点への競争』の展
開 ブッシュ政権の遺産とオバマ政権の教育政策」
北野・吉良・大桃編著『アメリカ教育改革の最前線』
学術出版会、2012 年 10 月）
。他、学会発表２本、雑
誌記事２本。
２．教育
今年度も吉田一郎教授と共に４回生ゼミ（学生２
名）、３回生ゼミ（学生３名）を担当、本学で初の卒
論指導も経験している。また、吉田一郎教授、木村
裕助教と大学院ゼミ（院生２名）も担当した。環琵
琶湖文化論実習では１回生８名と共に滋賀県の防災
対策の現状と防災教育の先進的な取り組みを調査し
た。その他の講義でも、グループ学習や課題に工夫
をこらし、学生の学習効果を高める授業方法を模索
中である。
３．学外活動
・
「滋賀県いじめ対策研究チーム」委員（2012 年 10
月〜継続中）
。
・福 井大学公開講座「学び合うコミュニティを培
う コミュニティ学習支援者の力量形成サイクル
2012-2013」講師。
・未来政治塾、第９回「教育」
、講師。
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■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究：その他（翻訳）】
デヴィッド・ハーヴェイ『反乱する都市』作品社
（森田成也・大屋定晴・新井大輔との共訳）。
【社会活動】
彦根市障害者福祉推進会議会長
彦根市障害者福祉推進会議専門委員会委員
彦根市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会
会長
■木村裕（きむらゆたか）教育方法学
今年度の主な活動内容は以下のとおりである。
【研究】
昨年度より、学術研究助成基金助成金（若手研究
（B））
「日豪比較を通した開発教育における教育評価
の方法論の構築と教育評価実践の探究」の助成を受
けて、オーストラリアの開発教育・グローバル教育
のカリキュラム編成や授業づくりに関する研究を継
続している。
著書・論文
・木村裕「第３章 カリキュラム」「第５章 教育
改革の展望 第４節 カリキュラムと教育方法」
佐藤博志（編）
・照屋翔大・川口有美子・木村裕・
高橋望『教育学の探究－教師の専門的思索のため
に』川島書店〔2013 年３月刊行予定〕
・木村裕「オーストラリアの後期中等教育段階にお
けるグローバル教育実践の可能性－南オーストラ
リア州の SACE との関わりに焦点をあてて」『人
間文化』Vol.32、2012 年、pp.36-45
・木村裕「オーストラリアのグローバル教育におけ
る教育評価実践の方策と課題─南オーストラリア
州の高等学校での実践の分析を通して」『教育方
法学研究』第 38 巻〔掲載決定済、2013 年３月発
行予定〕
発表
・木村裕「オーストラリアのグローバル教育実践に
おける教育評価の役割－後期中等教育修了試験と
の関わりに焦点をあてて」オセアニア教育学会
ECR プロジェクト第 3 回研究会、四国学院大学、
2012 年７月
・シンポジウム「環境教育をラディカルに問い直す」
（登壇者：井上有一、今村光章、林美帆、五十嵐
有美子、木村裕、細川弘明、宮崎康子、辻敦子、
岡部美香）京都精華大学、2012 年７月
・オセアニア教育学会第16回大会ラウンドテーブル
「オセアニアの教育研究を通して見る日本の現状
と論点」
（登壇者：石毛久美子、奥田久春、木村
裕、高橋望）玉川大学、2012 年 12 月
【教育】
本年度のゼミは、４回生５名、３回生４名であっ
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た。４回生は、各自が興味を持ったテーマ（「美術
教育」「教育における対話の役割」「作文教育」「問
題解決学習」
「Child Life Specialist の役割」
）で論文
執筆に取り組んだ。昨年度に引き続いて、今年度
も、吉田先生・篠原先生と合同でのゼミも何度か行
い、ゼミ間、および３・４回生間の交流も意識した
取り組みを進めた。
【社会活動】
・彦 根市立城南小学校での彦根市学校事務職員研
修 会 に 講 師 と し て 参 加 し、 平 成 24 年 度 彦 根 市
教 育 行 政 方 針 に 示 さ れ た「ESD（Education for
Sustainable Development ／持続可能な開発のた
めの教育）
」に関するワークショップのファシリ
テーターを務めた（2012 年８月２日）
。

━━◦国際コミュニケーション学科
■呉

凌非（ご りょうひ）言語学
2012 年は「世界の末日」の年だと噂されていま
した。しかし、私にとってむしろ「新紀元」だと言
えます。長年所属していた「国際教育センター」に
別れを告げ、「国際コミュニケーション」学科の一
員としてスタートを切ることができました。大学人
としては、学生に囲まれて研究教育を行うのが本来
の姿なので、新学科に加わったことはやりがいが
あって、わくわく感さえ感じました。実際始ってみ
ると、結構大変でした。一年を次のようにまとめて
みました。
教育活動
全学と学科の中国語教育を担当するほかに、初め
て人間探求学と環琵琶湖文化論実習の授業をほかの
教員と共同で担当しました。とても良い体験でした。
研究活動
紀要論文：「如何针对日本大学生的课堂注意力提高
汉语教学效果」滋賀県立大学 国際教育センター研
究紀要 第 16 号 2011 年 12 月
著書：
「ジョイフル中国語」初級編 郁文堂 2012.4
国際学会発表： 「日本大学生的课堂注意力特征及
有针对性的汉语教学」The 10th BCLTS
International Symposium on Learning Chinese as
a Foreign Language in Higher Education ，12th
July 2012 University of Central Lancashire, UK
学内貢献
国際コミュニケーション学科のために寄付金を１
件集めました。
社会貢献
講演「中国語の語彙形成及び日中ことばの交流」
2012 年 12 月１日㈯ 甲賀市 図書情報館
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■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学・モンゴ

（内、非常勤１コマ）を担当したほか、環琵琶湖実

ル研究

習の班長を務めた。ゼミ生は、４回生以上（５回

【研究】

生、６回生含む）６名、三回生４名。院生１名。学

本年度は、2011 年末に出版した拙著『増殖する

生の留学を推進し、モンゴルへ４名、イギリスへ長

シャーマン―モンゴル・ブリヤートのシャーマニズ

期１名（院生）
、短期３名の学生を送り出した。ま

ムとエスニシティ』
（春風社、全 580 ページ）が科研
の翻訳出版助成（研究成果促進費）に採択された。
The Roots Seekers ： Ｓ hamanism and Ｅ thnicities
among Mongol-Buryats として出版に向けて、ロサン

た、今年もモンゴル国立大学から３名の留学生を受
け入れた。

ジェルス在住の翻訳家 E. ハートマン氏と協力して
鋭意翻訳中である。同時にモンゴル語版への翻訳も
進行中。どちらも来年春に出版予定。
調査に関しては、棚瀬慈郎教授を代表とする本学

８月、理事長と共に中国青海省の西寧へ赴き、青
海民族大学との交換留学協定を締結することができ
た。青海民族大学には、チベット族、モンゴル族な
どの少数民族出身者が多く通学している。留学協定
の中でも少数民族出身者を優先的に推薦することが
明記されている。枠自体は毎年２名であるが、県大
からの留学志望者がどれだけいるかは未知数であ
り、危惧の念をいだいている。
留学協定締結後、青海省のチベットエリアを回
り、さらにモンゴルのウラーンバートルへ行った。
14 年ぶりのウラーンバートルは変化が大きく、残
念ながら町自体は随分汚くなっていた。ウラーン
バートルではチベット仏教のリバイバル現象につい
て調査をおこなった。それに基づいて「ウラーン
バートル市内におけるチベット仏教の現状」という
論文を書いた（「チベット文化研究会報」第 36 巻 1
号）。また現在、旅とチベットをテーマとした著書
を準備中である。

の特別研究（重点領域研究）
「内陸アジアにおける地
下資源開発による環境と社会の変容に関する研究―
モンゴル高原を中心として」のメンバーとして環境
科学部の永淵教授、岡野教授、学科の同僚であるブ
レンサイン准教授らとともにモンゴル科学アカデ
ミー歴史学研究所および地球環境学研究所の協力を
もとに調査を行った。金の埋蔵量が世界最大級とよ
ばれるオユートルゴイ鉱山や、同じく石炭埋蔵量が
世界最大級と言われるタワントルゴイ鉱山の見学
や周辺地域の遊牧民の聞き取り調査を行った。モ
ンゴルの目覚ましい経済発展（昨年は GDP 成長率
17 ％、世界一位）の裏舞台で起こる環境破壊や社会
変容を目の当たりにし、あらためて時代の変化に驚
く調査旅行だった。
科学研究費補助金基盤研究（Ａ）
『モンゴル・中央
アジアにおける社会主義的近代化と記憶に関する研
究』
（研究代表者：小長谷有紀）の調査は、研究分
担者として継続中。
学会発表に関しては、６月 23 日に広島大学で催
された第 46 会日本文化人類学会研究大会におい
て、
「感染するシャーマン―現代モンゴルにおける
シャーマニズムの急激な活性化に関する一考察」と
いう題で発表を行った。また、アメリカ文化人類
学会で 11 月発表予定であったが、出発の前々日に
おたふく風邪（この年で！）にかかって急きょ中止
に。特別研究で得た調査結果を、３月にケンブリッ
ジ大学で中間発表する予定。調査と翻訳作業に忙殺
されて論文のアウトプットはなし。
【教育】
本年度は、新学科「国際コミュニケーション学
科」が開設されたことが、最も大きなニュースであ
ろう。開設までいろいろ苦労はあったが、オープン
キャンパスでの盛況ぶりと喜んで勉強している新入
生の顔を見ていると少し報われた気分になる。ただ
し新学科への完全移行は３年後であり、旧学科の科
目を同時に担当することになり、とにかく忙しかっ
た。前期 14 コマ（内、非常勤２コマ）、後期８コマ

■棚瀬慈郎（たなせじろう）チベット学、文化人類学

■山本

薫（やまもとかおる）英文学
研究活動
著書
単著『「自己」の向こうへ―コンラッド中・短編小
説を読む』 大学教育出版（2012/10/30）
研究論文
1）
“Strange

Fraternity in The Rover,” L’Epoque
Conradienne vol. 38 （Université de Limoge,
forthcoming）
2）
“Hospitality

in ‘The Secret Sharer,’”Wine
in Old and New Bottles: Critical Paradigms for
Joseph Conrad （Columbia University Press,
forthcoming）
書評
「George Z. Gasyna, Polish, Hybrid, and Otherwise:
Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold
Gombrowicz. Continuum, 2011. 288pp.」
（
『コンラッ
ド研究』第 4 号、近刊予定）
学会発表
‘Toward a Possible Partage of Memory:“History”
and“Solidarity”in Joseph Conrad’
（September,
2012, Interdisciplinary Conference“Solidarity,
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Memory and Identity”in Gdansk, Poland）
競争的資金
科学研究費補助金

2012 年

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ） 言語学・中国語歴
史文法

基盤研究（C）
「『共同

2012 年４月、人間文化学部・国際コミュニケー

性なき共同体』の可能性：ジョウゼフ・コンラッド

ション学科へ配置換えとなって、新学科がスタート

後期作品の再考」

した。卒業生を世に出すまであと 3 年、難問山積で

■外狩章夫（とがりあきお）イギリス文学
昨年３月にあわただしくオーストラリアとニュー
ジーランドに出張したあとも新学科の新入生を迎え
る準備で忙しかったのですが、全く不本意ながら５
月以降２回入院しなければなりませんでした。途中
で授業等を交替してくださった先生方には感謝に堪
えません。
研究面ではここ数年、20 世紀イギリス小説の先
駆者といわれるコンラッド（Joseph Conrad, 18571924）の後期作品を集中的に読んでいます。2011
年度にも彼の後期の中編小説を取り上げ、「‘The
Planter of Malata’試論――Renouard の自殺」と
題して『国際教育センター研究紀要』第16号（37-50
頁）に発表させてもらいました。彼は 53 歳のとき、
『西欧人の眼には』という長編小説を完成したあと
大病で倒れていますが、病後の第１作として「幸運
の微笑み（‘A Smile of Fortune’）」という中編小説
を書いています（1910 年執筆。この作品が後期コン
ラッドの始まりとされています）。今年度は、たま
たまこの小説に取り組むことにしていたのですが、
図らずも自分が大病を迎えることになってしまいま
した。病院でもこの作品を読んでいたので因縁を感
じています。またかなり以前に、本文に注釈を付し
て大学の講読用テキストとして出さないかというお
誘いを、ある出版社からいただいたことがあった作
品です。残念ながらこの企画は実現しませんでした
が、今回再読してみると、ひねりの利いたタイトル
の裏側にひそむものがなかなか捕らえにくい作品で
あると感じています。が、近いうちにモノにしたい
と思っています。
教育面では、まずリーディング用テキストの選択
に手間をかけてみました。新学科の１年生に、黙読
しつつも読むリズムを感じながらジャンルの異なる
英文を読むトレーニングを積んでもらい、多様な英
文に対応できる力を養ってほしい、という思いがあ
ります。またオムニバス方式の「ヨーロッパ地域文
化論」という講義では、探検家でもあった小説家コ
ンラッドを念頭において、1880 年代のヨーロッパ
帝国主義時代における彼の立ち位置を探る展開に
なっています。今年度は教育も研究も病のせいで進
展しえなかったので、来年度にむけて今から意気込
んでいる次第です。幸運の女神がほほ笑んでくれた
らいいのですが……。

36

●人間文化

ある。
〇研究 [ 論文 ]
・
「聊斎俚曲に見る方言語彙について」（『滋賀県立
大学国際教育センター研究紀要』16 号，pp.107120，2011 年 12 月）
『国際教育センター研究紀要』は、前年度の研究

業績を掲載していた。その慣例に倣い本誌に掲載
させていただく。
・
「
《金瓶梅詞話》の呉語 ‐ 53-57回を中心に ‐」
（
『中
国語研究』第 54 号，pp.46-60，中国近世語学会，
白帝社，2012 年 10 月）
〇教育
・全学共通の外国語教育のほかに、専門科目も担うこ
とになった。今年度は「人間探求学」以外は専門の
語学科目を担当した。前任校（外国語学部）で17年
間専門語学を担当したが、今回初めて理想的なクラ
スサイズ（十数名）で授業を行うことができた。
・仄聞するところでは、「人間探求学」は前学長の
「発案」で始まり、本学の「目玉」科目になって
いるというが、初めて関わってみると、何とも
「扱い難い」科目であるというのが率直な感想で
ある。
〇社会活動
・一般財団法人・日本中国語検定協会評議員
■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学
昨年国際コミュニケーション学科が新設されて、
それに膨大な時間と労力を費やしたため、今年度
はあまり研究らしい研究ができませんでしたが、
2005 年頃から編纂に携わってきた『メディア学小
辞典』がまもなく完成を迎えます。またかつて学会
誌に投稿した論文 „Der pronominale Genitiv des im
Nibelungenlied“
（
『ニーベルンゲンの歌における代
名詞の２格 des について』
）も目下のところ校正中
でうまくいけば年度内には公刊される予定です。
2005 年度からずっと続けてきたドイツ語の勉強会
は今年度の前期までは辛うじて開くことができまし
たが、後期は仕事がさらに増えたことで学生と自分
のスケジュールが合わず、参加希望者がいたにもか
かわらず残念ながら開くことができませんでした。
ドイツ語をさらに勉強したい学生には今後は国際コ
ミュニケーション学科提供の科目を履修してもらう
ことになりそうです。学会の役員の仕事をたくさん
引き受けることになり、大変な一年ではありました
が、それなりに色々と新しいことも体験でき人脈も
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広がってよかったと思います。
◆論文

浄土真宗における妙好人とよばれる山口県六連島
のお軽同行に関しての論文依頼を受け執筆中である。

・吉村淳一「『ニーベルンゲンの歌』における人称

2012 年８月 31 日～９月２日、ドイツ、デュッセル

代名詞２格 es と指示代名詞２格 des の指示対象

ドルフ市にある恵光ハウス・日本文化センターで
の The 16th European Shin Conference で“Shinran

について」，滋賀県立大学国際教育センター研究
紀要，第 16 号，滋賀県立大学国際教育センター，
2011 年 12 月 25 日，77-92
◆社会貢献
・日本独文学会 文献データベース委員会委員
・日本独文学会京都支部 庶務委員（2012年４月～）
・阪神ドイツ文学会 渉外幹事（2012 年４月～）
・大阪市立大学ドイツ文学会 編集委員（2012 年４
月～）
・京都ドイツ語学研究会 広報・渉外委員（2012 年
５月まで）
■石田法雄（いしだほうゆう）宗教学・英語
国際コミュニケーション学科開設にあたり、暗中
模索の１年であった。開設準備段階で残された課題
に対しての対処、学生の留学先のさらなる確保等、
学生を迎えながら体制を整えていかなければならな
いという目まぐるしい１年であった。スタート時の
学生達は一期生として意気揚々としており、県立大
学創設の初年度を思い出すものであった。
【教育活動】
新学科の学生は入学１年目の前期において、英語
集中のカリキュラムが組まれている。新学科の特
徴・売りの一つである。４年間における学生の教育
にどのような効果があるのかを検証するには暫く時
間がかかると思われるが、様子をみての今後の検討
事項になるであろう。
学 科 で 担 当 す る 科 目 以 外 に は、 本 学 で 行 わ れ
て い る ミ シ ガ ン 州 立 大 学 連 合（JCMU）に 提 供 し
て い る 科 目（Japanese Culture and Civilization—
Buddhism in Theory and Practice）がある。フィー
ルドワークとして、週末等に京都市西本願寺、彦根
市清凉寺、彦根市仏壇店、西明寺、金剛臨寺を訪
れ、国宝を鑑賞したり、坐禅をしたり、アートクラ
フトを見学したり、また日本建築に触れたりする。
JCMU の学生達は課外の研修を好むが、最近の学
生達の興味・関心の変化は著しい。日本の文化等を
知るようになったきっかけは、アニメを代表するサ
ブ・カルチャーが多い。また、日本のサブ・カル
チャーが広く世界で知られ求められているというこ
とは、留学生を通じて痛感するものである。
【研究活動】
道 元 の『 正 法 眼 蔵 』 の 翻 訳 を 引 き 続 き 行 っ て
い る。 Shinran and Dôgen—Flowers Yet Fall as
People Lament と題して著書出版作業に取り組ん
でいる。

and Dôgen Depart and Meet”と題した論文発表を
行った。
【地域貢献】
長浜市教育委員会教育指導課「長浜市国際化に
対応する教育推進協議会」委員長（2007 年 07 月～
2009 年 07 月）に引き続き、滋賀県教育委員会学校
教育課「 帰国・外国人児童生徒受入促進事業運営
連絡協議会」委員長（2009 年 04 月 ～）及び、シンポ
ジューム講師。
彦根市教育委員会指定管理者候補者選定委員会委
員（2010 年 04 月 ～）
。
びわこ放送番組審議会委員（2012 年 4 月～）
。
多賀町役場産業環境課、多賀町緑化推進会緑の少
年団指導員。
築地本願寺英語法座講師。
国際仏教文化協会評議員。
■長島律子（ながしまりつこ）フランス文学、キリス
ト教思想
【教育】
国際コミュニケーション学科においては、教育
の大きな柱として留学の推奨を謳ってきたが、一
昨年から交渉してきたフランスのリール政治学院
（Sciences Po Lille）との交換協定締結が国際化推進
室の協力も得てようやくのことに完了し、来年度１
名の学生（全学協定のため、地域文化学科からも１
名）の学生を送り出す運びとなった。学生の履修計
画に支障をきたさないぎりぎりの期限になんとか間
に合ったことに、胸をなで下ろしている。リールか
ら本学への留学希望者もあるようだ。他に、フラン
スへの認定留学を希望する学生も２名いる。
【研究】
国際教育センター紀要の最終号に「ベルナノスと
20 世紀フランスにおけるキリスト教」（滋賀県立
大学国際教育センター紀要 16 号 2011， 93-105
頁）を執筆した。これまではベルナノスを中心に、
カトリックの影響を強く受けた作家を個別に扱って
きたが、今後は、作家研究に加え、1930 年代から
フランスの神学・キリスト教思想界全体に兆した変
化に目をにむけ、ローマ・カトリック教会と東方教
会との接触という観点からその変遷過程を明らかに
していきたい。上記論文は、その端緒となるもの。
■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
地域文化学科から国際コミュニケーション学科に
人間文化● 37

人●間●文●化●通●信
異動し、地域文化学科の2 〜 4回生と国際コミュニ

フロ・ユーラシア内陸乾燥地文明とその現代的動態

ケーション学科新入１回生の両方の教育に関わり、

の研究」の研究分担者としての研究も四年目とな

大変でした。また、今年度より国際交流委員会の８

り、中国やモンゴル国を対象にした海外研究調査を

号委員に任命され、こちらも新学科開設の関連で留

重ねてきた。2013 年２月 23 日− 24 日には名古屋大
学で「多様化するモンゴル」という科研シンポジウ

学の受入・派遣態勢の整備のために忙しい１年でした。
【教育活動】
国際コミュニケーション学科開設に伴い、新たに
朝鮮語ⅠとⅡも担当することになったり、他の担当
科目も講義内容を変えたり組み替えたりで忙しかっ
たです。特に朝鮮語は、初習者に教えるのは始めて
で試行錯誤の１年でしたが、学生の意欲も高く、少
人数で楽しくできたと思います。
【研究活動】
久しぶりに韓国へ研究目的で行きました。戦時中
に何らかの形で滋賀県内に強制動員された方で、今
も韓国でご存命の方にインタビューをする機会があ
り、３名の方にインタビューをしてきました。成果
については本誌に原稿を投稿する予定です。
京大人文研の「戦時期朝鮮社会の諸相」研究会に
加えていただき、参加しました。
科学研究費に応募して不採択だった教員がもらえ
る研究費の支援を大学から受け、再度応募しました。
【地域活動】
近江楽座のプロジェクト「バンデイラ・ジ・オウ
ロ」の指導教員を継続しました。ずっと念願だっ
た、近隣の中学校での外国人生徒の学習支援活動が
新しく上手くスタートして、とても嬉しいです。
東近江市史調査執筆委員（2006 年９月〜）。綾羽
高校研修会講師（８月 20 日）。
■ボルジギン・ブレンサイン 現代中国研究、社会
史 モンゴル・満洲地域史
年間活動
今年度は、科研費「現代中国の民族識別期におけ
る旗人の動向に関する研究」（基金化された基盤研
究 C）の二年目となり、海外調査を重ねた。12 月８
日には共同国際シンポジウム「中国の政治改革と
少数民族の権利―いわゆるふ“第二次民族政策”をめ
ぐってー」を開催した。この国際シンポジウムは滋賀
県立大学に国際コミュニケーション学科が新設され
たことに合わせて行われた学科主催の最初の国際シ
ンポジウムであり、世界的に広く知られている研究
者たちが本学に集い、国際的に注目する課題を議論で
きたことは、新しい国際コミュニケーション学科の
発足を象徴とする本学の国際化に向かった姿勢と努
力をアピールしたものと考える。そしてこのシンポ
ジウムでは、中国の少数民族問題を扱う上記科研費
の研究内容を充分踏まえて議論することができた。
今年は、平成 21 年度からスタートした名古屋大
学の大型科研（基盤研究 S）
「牧畜文化解析によるア
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ムを組織した。そのなかでも「内モンゴル東部にお
ける定住と農耕化の足跡」というセッションは大型
科研の分担者としての成果をまとめたものとなり、
その成果は年度末に当科研の研究叢書の一つとして
出版する予定である。
９月にはモンゴル国ウランバートルで国際シンポ
ジウム「清朝とモンゴル人」に参加し、「八旗のモ
ンゴル人はどこに行ったのか：遼東地方に居住した
バルガ人を例として」と題する研究発表を行った。
これは上記の私が代表を務める科研「基盤研究 C」
の研究成果発表にあたる。12 月には中国内モンゴ
ル自治区のフフホト市で開かれた「中国第三回蒙古
学国際学術研討会」に参加し、「近現代における資
源開発とモンゴル人の自然資源に関する考え方につ
いて」と題する研究発表を行った。また、2012 年
１月 13 日にフフホトで発表した「国境を跨る民族
帝王の現代的意味―モンゴル国におけるクビライの
評価をめぐる論争」と題する論文は「第九回草原文
化百家論壇」の二等賞を受賞した（2013 年１月）
。
教育活動については、9 月に滋賀県立大学重点領
域研究「内陸アジア地下資源開発による環境と社会
の変容に関する研究―モンゴル高原を中心としての
調査」というプロジェクトの調査団にゼミ所属の大
学院博士後期課程在籍の学生三名を率いてモンゴル
国と中国内モンゴル自治区を調査した。三名の大学
院生による調査報告書は『人間文化』の今期に掲載
された。８月にはゼミの三回生を内モンゴル民族大
学（内モンゴル通遼市）に短期留学生として送り出
した。そして８月には大田理事長をはじめとする本
学の一行の内モンゴル民族大学訪問に同行して、滋
賀県立大学と内モンゴル民族大学との大学間交流協
定の締結に参加した。2012 年度に行った招待講演
などは以下に示す通りである。
招待講演
①「自分を如何に研究すべきかーモンゴル地域にお
けるフイルドワークの心得」2012 年９月 10 日、
内モンゴル民族大学科技処、2012 年 12 月 17 日に
は内モンゴル大学民族学社会学学院でも同テーマ
で招待講演を行った。
②「 黄金の仔馬は何処へ行ったのか」2012 年９月
11 日、内モンゴル民族大学モンゴル学院
③「九世パンチャンと近現代内モンゴル社会」2012
年９月 15 日、内モンゴル師範大学旅遊学院・国
際モンゴル学研究センター
④「現代モンゴル社会を如何に理解すべきか」2012
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年 12 月 22 日、赤峰学院

スター）の付属英語学校を訪問、授業を見学し、寮
長案内のもと寮の内部を見て回った。結果的にリー

■小栗裕子（おぐりゆうこ）英語教育・第二言語習得論

ズ大学が提携校に決まったが、授業形態等も実際に

2012 年は、この数年を費やした研究が実を結ん

確認したことにより、将来留学をする学生に対して

だ年であった。それは、編集委員として 2009 年よ

具体的な説明ができるのではないかと思っている。

り携わってきた高等学校用教科書が３月に刊行さ
れたことである（正式には 2013 年４月より使用）。
“BIG DIPPER − English Expression Ⅰ ”（ 文 部 科
学省検定済教科書、全 120 ページ）数研出版で、著
作者は小栗を含め 10 名で構成されている。新指導
要領との関連性や高等学校での英語学習の問題点な
ど、教科書を編集する過程で多くのことを学ぶこと
ができた。来年度より担当する「教科教育法」でも
この数年間の編集執筆経験が役立つと考えている。
科学研究費補助金基盤研究（C）の報告として、
「リスニング授業におけるライティング力育成—指
導法の検証｣『滋賀県立大学国際教育センター研究
紀 要 』16 号，pp.13-22，2011 年 12 月 ）に 次 い で、
2012 年８月４日に第 38 回全国英語教育学会愛知研
究大会（愛知学院大学）にて「リスニング授業にお
けるライティング力育成の有効性」と題する発表を
行った。来年度の研究大会ではこの研究の総括をす
る予定である。
教育では、2012 年３月に新学科の提携校を求め
て、英国の３大学（グラスゴー、リーズ、マンチェ

日）の講師（英語）や ｢平成 24 年度滋賀県初任者お
よび10年経験者研修実施協議会｣ の委員を務めた。
前者では、教育現場の実情を踏まえ、2012 年 10 月
31 日発行の『人間文化』32 号に「グローバル時代
の英語教育：その評価基準を考える」
（pp.46-51）を
書いた。後者は、教員研修の実施上の諸課題、なら
び次年度以降における実施について検討をする協議
会であり、そこに出席することの重責を痛感した。
また、所属している大学英語教育学会（JACET）
学 会 で は、 こ こ ６ 年 ほ ど 学 会 が 年 ２ 回 発 行 す る
JACET Journal（約 2,850 部発行）の編集委員および
査読を担当している。そして、2012 年３月発行の
“JACET Kansai Journal”No.14（全 119 ページ、約
650 部発行）では、前号に引き続き編集委員長を務
めた。14 号は支部設立 40 周年記念号として従来の
研究論文に加え、歴代支部長の記事や支部紀要の歩
み（小栗担当）などの特集も組んでおり、大変では
あったが、無事発行できたことでほっとしている。

社会活動では、竜王中学校授業研究会（６月７
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■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌であって、原則として年２回発行する（10 月末、３月末）
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２．本誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構成される。
３．本誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とからなる。
４．投稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得満期退学者、
学部教員の依頼を受けた者および編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措置は、編集委員会の決定による。
６．依頼原稿については、別途編集委員会で決定する。
【投稿規定】
１．本誌に発表する論文等は、いずれも他に未発表のものに限る。ただし、学会・研究会等で口頭で発表
したものについては、その限りではない。
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10 月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末および 12 月末までに、編集委員に伝えるものとする。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人間文化学研究科院生は、指導教員を通じて投稿意思を編集委員に伝え、
投稿するものとする。その際、
投稿原稿に必ず指導教員等のコメントを付すものとする（1,000 字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論文・研究ノート：24,000 字以内（図表等を含む）
。
・翻訳：20,000 字以内（図表等を含む）。
・資料・講演記録：8,000 字以内（図表等を含む）。
・エッセイ：4,000 字以内。
・人間文化通信・その他：その都度、編集委員会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40 字× 40 行）と電子媒体で提出する。
［付記］
・この規定は 2012 年度より実施する。
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