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[教授]

教員名 種別 研究業績

翻訳（単）
フランツ・グリルパルツァー『ハプスブルク家の兄弟争い』翻訳と解題、 開智国際大
学『紀要』、第15号、 pp.290-223、 2016.2.15.

講座
「原文で読むドイツ文学：クライスト『チリの地震』とその森鷗外訳『地震』講読」開
智国際大学公開講座、千葉(柏)、 2016.9.27、10.4･11･18.(全4回)

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記142」、『古楽情報誌　アントレ』、276号、p.7、2016.2.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記143」、『古楽情報誌　アントレ』、277号、p.8、2016.3.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記144」、『古楽情報誌　アントレ』、278号、p.8、2016.4.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記145」、『古楽情報誌　アントレ』、279号、p.10、2016.5.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記146」、『古楽情報誌　アントレ』、280号、p.14、2016.6.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記147」、『古楽情報誌　アントレ』、281号、p.7、2016.8.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記148」、『古楽情報誌　アントレ』、282号、p.12、2016.9.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記149」、『古楽情報誌　アントレ』、283号、p.14、2016.10.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記150」、『古楽情報誌　アントレ』、284号、p.12、2016.11.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記151」，『古楽情報誌　アントレ』，285号，p.7，2016.12.

講座
「モーツァルト『魔笛』の投げかける光と闇」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、
2016.10.31,11.7･14･21･28.（全5回）

著書（単）
『吹奏楽指導法合同練習体感型サウンドトレーニングDVD』、ジャパンライム株式会
社、全3巻、2016.3.7.

報告・資料
小学校における効果的な管打楽器指導法についての考察－音楽授業と連携しシステム化
された効率的管打楽器教育方法、開智国際大学『紀要』、第15号、pp.95-126、
2016.2.15.

講演
「日本吹奏楽指導者クリニック特別講座　楽しいコンサートのための演出と構成」講
師、日本バンドクリニック委員会、浜松アクトシティー大ホール、静岡県、2016.5.21.

講演
「平成２８年度全国看護師交流集会特別講座　チームを導くマネージメント術」講師、
全国看護師協会、幕張メッセイベントホール、千葉県、2016.6.9.

講演
「十余二工業団地連絡協議会実務者研修会　チームを導くマネージメント術」講師、十
余二工業団地連絡協議会、工業団地、千葉県、2016.9.21.

講演
小中学校音楽教師のための効果的な吹奏楽指導法～初等教育音楽におけるアクティブ
ラーニングと講義型授業の教育方法～、開智国際大学公開講座、千葉(柏)、
2016.10.15.

報告・資料（単）
「『秘書教育』の今までとこれから」、日本国際秘書学会　『研究年報』、第23号、
pp61-65、2016.5.1.

依頼原稿
「追悼文　杉田麗子さんを偲んで」、津田塾大学同窓会、『津田塾たより』、第67巻
第2号、p46、2016.12.25

大学体験講座
「対人コミュニケーションにおける非言語メッセージの役割」、ヨシダ日本語学院、東
京都、2016.11.14

石田修一

北垣日出子
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教員名 種別 研究業績

学会発表（単)
「役員構成の多様化と業績の関係」、日本経営倫理学会 CSR研究部会、大手町ビル７Ｆ
大会議室、東京都、2016.11.8.

資格取得
「CFP(R)（上級ファイナンシャルプランナー）」資格更新、日本ファイナンシャル・プ
ランナーズ協会、2016.3.6.

著書（共）
『保健医療サービス－社会福祉士シリーズ17（第3版）』、福祉臨床シリーズ編集委員
会編、責任編集：佐久間淳、幡山久美子、分担執筆「第6章各専門職の役割と機能分担
～5．臨床心理士」著、弘文堂、pp127-132、2016.2.28

講演
「認知行動療法を用いたストレス・マネジメント（高校生向けの体験授業）」、中山学
園高等学校、千葉県、2016.6.10.

論文（単）
「岡本かの子『東海道五十三次』と津島佑子『厨子王』―〈歌枕〉的性格を視座に」、
開智国際大学『紀要』、 第15号、  pp.291-307、 2016.2.

講座
「夏目漱石『夢十夜』の光と闇」、  開智国際大学公開講座、 千葉（柏）、
2016.10.13.

講座
「『竹取物語』の光と王権と噂」、  開智国際大学公開講座、 千葉（柏）、
2016.11.10.

柴原宜幸 学会発表（共)
“Factors related to attitudes toward nurturing the next generation in
Japanese college students”, Poster presentation, 31st International Congress
of Psychology, Yokohama, Kanagawa-ken, July, 25, 2016.

科研費による報告（単） 『科学研究費助成事業　研究成果報告書（課題番号：24590814）』、6頁、2016.6.14.

報告・資料（単）
「生涯学習における次世代育成に関する心理教育の試み」、開智国際大学『紀要』、第
15号、pp137-142、2016.2.15.

報告・資料（単）
「初等中等教育におけるアクティブ・ラーニングの関連要因に関する一考察」、開智国
際大学『紀要』、第15号、pp.143-154、2016.2.15.

学会発表（単)
「子育て支援に参加する中高年者の世代性」、ポスター、日本発達心理学会第27回大
会、北海道大学、北海道（札幌市）、2016.4.30.

学会発表（共)
“Factors related to attitudes toward nurturing the next generation in
Japanese college students”, Poster presentation, 31st International Congress
of Psychology, Yokohama, Kanagawa-ken, July, 25, 2016.

講座
「市民大学生涯学習講座まなび屋　人間の心の発達：乳幼児〜中高年まで」、NPO法人
パートナーとうかつ、日本生命柏支店セミナールーム、千葉県（柏市）、2016.10.25.

講演
「教育を支える心理学的視点：豊かなアクティブ・ラーニングをめざして（開智望小学
校教員研修会）」、開智望小学校、茨城県、2016.8.25.

講習会
「JNCAST Feeding講習会」、乳幼児保健学会、東京医科歯科大学、東京都（文京区）、
2016.8.17.

著書（共）
『主観性科学化する質的研究法入門—TAEを中心として』、末武康弘、諸富祥彦、村里忠
之、「TAEの理論と実際」「TAEステップによる内省プロセス可視化の試み」著、金子書
房、337ページ、2016.6.23.

学会発表（単)
「初年次教育におけるシティズンシップ教育の可能性と限界―教育的公共圏『さくぶ
ん.org』の試み―」発表、初年次教育学会第９回大会、四国大学、徳島県、2016.9.11.

学会発表（共)
「TAEによる日本語教師の振り返り−10年目の節目に」清水順子/ポスター、日本語教育
学会春季大会、目白大学、東京都、2016.5.21.

学会発表（共)
「学生の経験を言語化し、学びを深めるライティング指導―TAE（Thinking At the
Edge）をベースにした『経験をことば化する方法』―」、成田秀夫・山本啓一、初年次
教育学会第９回大会、四国大学、徳島県、2016.9.10.

講演会等(単）
「経験を『ことば化』して思考力・自己効力感を高める文章表現活動」、日本語表現デ
ザイン塾公開研究会、京都大学、京都府、2016.3.19.

佐々木さよ

佐久間祐子

小池裕子

得丸智子
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教員名 種別 研究業績

講演
「 TAE（Thinking At the Edge）ワークショップ〜経験と言語の辺縁を横断する手法を
体験する〜」、日本語表現デザイン塾・北陸大学共催、金沢歌劇座、石川県、
2016.12.3.

講座 「30字作文できらきらライフ」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、2016.9.26,10.3.

講習会
「TAE風（ふう）気まぐれ日記」、日本フォーカシング協会年次大会、いわき産業創造
館、福島県、2016.9.19.

研究ノート（単）
「国語科教育法―実践的指導力の育成に向けてー」、開智国際大学『紀要』、第15号、
pp.75-93、2016.2.15

講演
出張授業「日本語のおもしろさ」、ダイナミックビジネスカレッジ、ダイナミックビジ
ネスカレッジ、東京、2016.6.24

講演
講演「芭蕉の名句『古池や蛙飛びこむ水の音』―『蛙』の数は何匹か―」、ＮＰＯ法人
パートナーとうかつ、日本生命ビル、千葉、2016.8.23

講座 講座「和歌に詠まれた『光と闇』」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、2016.11.22

林リレイ 論文（共）
「病院経営のHRM（人的資源管理）上の特殊性についての一考察」、『大東文化大学紀
要』、第54号、pp.251-268、2016.3.

論文（単）
« Haïkaï, japonisme : le Japon vu par les surréalistes  », Masculin/Féminin –
Surréalisme au Japon  (Mélusine , XXXVI), pp. 213-227, 2016.2.

学会発表（単)
« Breton critique d'art » 口頭発表, André Breton, 50 ans après (Colloque de
Cerisy-la-Salle), Cerisy-la-Salle (France), 2016.8.11～8.18.

講座
「テロ以後のフランス ： その闇と光」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉
(柏）、2016.11.29.

論文（単）
「グローバル社会志向型企業の経営戦略に関する一考察―構造モデルの構築－」、『東
京女学館大学紀要』、13号、pp.113-123、2016.3.23.

学会発表（単)
「３つの三角形モデルの相互関係について」、第24回全国大会発表、情報文化学会、東
京大学・山上会館、東京、2016.11.5.

講演会等(単）
「地図情報とビジネス」、柏市立図書館・柏市内大学図書館合同企画講演会、開智国際
大学、千葉(柏）、2016.10.22.

論文（単）
「『ひめはじめ』考－暦と日本の食文化との関わり－」、『日本史攷究』、第四十号、
pp.67-86、2016.12.3.

監修（単）
「今月の七十二候」、『NHKラジオ深夜便』、7月号～1月号、NHKサービスセンター、各
１ページ、2016.7.1.～2017.1.1.

講演会等(単）
「中世社会における呪詛と角三本の鬼」、NPOほうじんパートナーとうかつ、日本生命
ビル、千葉県、2016.7.26.

講演会等(単）
「鴨川の五条中島と豊臣秀吉」、柏市教育委員会、開智国際大学、千葉(柏）、
2016.8.1.

講演会等(単）
「『陸奥国中尊寺領骨寺村会図』の世界」、柏市立図書館・柏市内大学図書館合同企画
講演会、開智国際大学、千葉(柏)、2016.10.23.

講座 「豊臣秀吉の光と闇」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、2016.12.22.

学会シンポジュウム JR東日本安全シンポジウム、東京都、2016.11.

学会シンポジュウム 経営行動科学学会、明治大学駿河台キャンパス、東京都、2016.11.5・6.

宮入小夜子

服部一枝
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教員名 種別 研究業績

講演
九州・アジア経営塾(KAIL碧樹館プログラム)リーダー研修、電気ビル共創館、福岡県、
2016.1.10.

講演
農林水産省課長級「ビジョン・マネジメント研修」、農水省研修所、東京都、
2016.11.8.

著書（編著）
『教師のためのコーチング術』、八尾坂修・片山紀子・原田かおる、「スクールリー
ダーのコーチング」、ぎょうせい、130pp、2016.5.10．

論文（単）
「これからの教員養成研修システムの改革」、『教育展望』、62（2）、 pp.22-27、
2016.3.1.

論文（単）
「アメリカの第一次・第二次大戦下における臨時免許状の特質と影響」、『教育経営学
研究紀要 (八尾坂修教授退職記念号) 』、18号、 pp.1-16、2016.1.23.

論文（単）
「地域創生における学校と地域とのあり方を探る」、『九州教育経営学会研究紀要』、
22号、 pp.1-6、2016.6.25.

論文（単）

「Teaching Ability and School Culture Power in the Support of School
Development Capabilities」、 Teacher Education Reseach : Journal of the
Center for Teacher Education Research Tamagawa University 、 Vol.2、 March
2016.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第1回)教
育行政と学校経営の立ち位置とは」、『Synapse : 教員を育て磨く専門誌』、50号、
pp.27-31、2016.4.20.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第2回)学
校組織運営・校務効率化への支援」、『Synapse : 教員を育て磨く専門誌 』、51号、
pp.34-39、2016.6.25.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第3回)教
育委員会・地域との連携による学校教育活動支援 : 部活動・放課後子供教室に焦点を
当てて」、 『Synapse : 教員を育て磨く専門誌 』、52号、 pp.35-41、 2016.8.25.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第4回)地
域力強化と教育活動支援 : 土曜学習と地域未来塾に焦点を当てて」、『Synapse : 教
員を育て磨く専門誌 』、53号、 pp.46-51、 2016.10.28.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第5回)学
校インターンシップの役割と期待 : 幻の教員試補構想と今日の学校インターンシッ
プ」、『Synapse : 教員を育て磨く専門誌 』、54号、 pp.46-51、 2016.12.25.

論文（単）
「教師の資質・能力の向上策をどう考えるか」、 『学校の評価・自己点検マニュアル
(追録16号)』、ぎょうせい、 pp.339.8-339.14、 2016.12.25

書評
「市川昭午『教職研修の理論と実際』」、『日本教育行政学会年報』、42号、 pp.270-
274、 2016.10.7.

書評
「多田孝志編『教育の今とこれからを読み解く57の視点』」、『教育展望』、7,8月合
併号、 p.51、 2016.8.1

エッセイ 「（教科書謝礼） 厳格なルール必要」、読売新聞朝刊、39面、2016.1.1.

エッセイ 「（教科書謝礼）安易な教員多かった 」、読売新聞夕刊、3面、2016.1.22.

エッセイ
「（大分県教員採用取り消し訴訟）口利き解明―違法な採用の結論」、朝日新聞朝刊、
10版、2016.1.15.

エッセイ 「（教科書謝礼） 安易な道 社内に蔓延」、産経新聞朝刊、14版、 2016.1.23.

宮入小夜子

八尾坂修
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エッセイ 「（教科書謝礼） 会社のトップがルールを守る」、毎日新聞朝刊、14版、2016.1.23.

エッセイ 「（教科書謝礼） 教員と業者なれ合い」、北海道新聞、16版、2016.2.21.

エッセイ 「（教科書採択）国立中、理由公表1割」、産経新聞朝刊、15版、2016.4.3.

エッセイ 「中学校教科書 半数に「震災」」、 読売新聞夕刊、 13版、 2016.4.8.

エッセイ 「（教科書採択） 大修館 問題集無償提供」、読売新聞朝刊、13版、2016.6.11.

エッセイ 「国立大学再編の動き―文系いらない？」、西日本新聞朝刊、19版、2016.11.1.

学会講演（単）
「これまでの教育・研究活動からの示唆」、 九州教育経営学会、 九州大学、 福岡
県、 2016.1.23.

受賞 「地方教育行政功労者表彰」、 文部科学大臣（文部科学省）、 2016.10.14.

翻訳（単）
ウィリアム・ベイツ、『パントマイム　ハーレクィン・マンゴー』、文学同人誌『飛
翔』（錦秋号、39号）、ｐｐ.211ー238、2016.10.30.

翻訳（共）
デイヴィッド・パンター、『恐怖の文学　その社会的・心理的考察　1765年から1872年
までの英米ゴシック文学の歴史』、石月正伸、小宮照雄、鈴木孝、高島真理子、谷岡
朗、分担をせずに全員で全訳、松柏社、2016.6.10.

講座
「シェイクスピアのファースト・フォリオ版全集の魅力」、開智国際大学公開講座、千
葉(柏）、2016.9.20.

教員名 種別 研究業績

論文（共）

“A Note on Japan's Contemporary Trade Policy, ” Proceedings of the
International Conference on “Evolution of International Trading System:
Prospects and Challanges,”  Saint Petesburg State University, 20-22 October
2016, pp. 34-41.

論文（共）
“Anti-dumping Duties in Japan: Practice of Application,” Mezhdunarodnaja
torgovl'ya i torgovaja politika [International Trade and Trade Policy ], 2016,
№ 1, pp. 33-45. (In Russian)

報告・資料（単）

“Motives of Japanese Banks on the Russian Market, ”  Materials of the III
International Scientific Conference on “Sustainable Development: Society and
Economy,” Saint Petersburg State University, 20-23 April, 2016, pp. 426-427.
(In Russian)

報告・資料（単）
 「日本の銀行のロシア進出とその背景」、2015年度開智国際大学「公開講座」報
告、pp.33-43、2016.2.

報告・資料（共）
 “International 　Exchange with Sochoow University,” Kaichi International
University Bulletin ,  No.15, pp. 203-207，2016.

報告・資料（共）
 “Promoting Global Communication through English”、 2015年度開智国際大学
「公開講座」報告、pp.57-62、2016.2.

エッセイ 「教育−日本から見えてきたこと−」、『Ja-Net』、79号、3 ページ、2016.10.

[准教授]

八尾坂修

安田比呂志

Victor
Gorshkov
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教員名 種別 研究業績

学会発表（単)
 “Energy Resources and Sustainability in Russia: Where is Russia headed?”
International Symposium“Energy Resources and Sustainability in Russia,”
ラウンド・テーブルパネリストとして報告、京都大学思修館、京都市、2016.10.22.

学会発表（単)

 “Recent Developments in Russia’s Financial Sector: The Case of Russia, ”
International Conference on “EU Economic Stagnation and Political
Insecurity: Lessons for Asia,”  Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto
University, Kyoto City, Japan, 09.03.2016.

学会発表（単)

 “Path-Dependency in Russia's Financial Sector, ” 国際コンファレンス「移行経
済における制度多様性と経路依存性」、ラウンドテーブル「Perspectives of the
Path-Dependency　Approach」にて報告、京都大学経済研究所、京都市、2016.2.23-
24.

学会発表（共)

 “International Events as a Motivating Factor in Facilitating Intercultural
communication, ”  Global Issues SIG Forum, 42nd Annual International
Conference on Language Teaching and Learning , JALT 2016, Nagoya City,
Japan, 25-27 November 2016.

学会発表（共)

“A Note on Japan's Contemporary Trade Policy,”  International Conference
on “Evolution of International Trading System: Prospects and
Challenges,” Saint-Petesburg State University, Saint Petesburg, Russia, 20-22
October 2016.

研究会シンポジュウム

“Russia’s Financial Sector and Sanctions of the West, ” Joint Research
Seminar of the Society for the Comparative Economic Studies and the
Society on Macroeconomics and Economic Systems [第164回マクロ経済学・経済シ
ステム研究会－比較経済体制研究会と共催－], Kyoto Institute of Economics
Research, Kyoto University, Kyoto City, Japan, 28.05.2016.

資格取得

 International TEFL and TESOL Training，Certificate in TESOL , grade A (120-
hour TESOL on-line course. Course components: Classroom Management, Teaching
Skills, Language Awareness, Phonology, Lesson Observation, Course material
analysis), 01.2016.

資格取得
International TEFL and TESOL Training，Certificate in Teaching Business
English (CTBE) (50-hour TBE course), 02.2016.

講座修了証明書
GACCO JAPAN MOOC, on-line course on “Interactive Teaching,” Certificate of
Completion , 3. 2016.

講座修了証明書
GACCO JAPAN MOOC　「グロバリゼーション下の日本経済と日本企業」 オンライン講
座、修了証明書、 1. 2016.

ワークショップ実施
特定非営利活動法人「けいはんな文化学術協会」主催の第9回けいはんな国際中学生
キャンプにて「グローバル・エネルギー問題」をテーマとしたワックショップを実施、
関西文化学術研究都市、2016.4.

ワークショップ実施
特定非営利活動法人「けいはんな文化学術協会」主催の第10回けいはんな国際中学生
キャンプにて「グローバル食糧問題」をテーマとしたワックショップを実施、関西文化
学術研究都市、2016.8.

大学体験講義
『経済学・経営学の視点からグローバル化を考える』(Globalization and
Business)， 開智国際大学体験講義、千葉（柏）、2016.6.14.

大学体験講義 『英語を使って復活祭について学ぼう』、開智国際大学体験講義、柏市、2016.4.14.

論文（単）
「孟浩然「臨洞庭上張丞相」詩─従来の解釈について─」、『大東文化大学漢学会誌』
第55号、pp.27-48、2016.3.10

報告・資料（単）
「唐に渡った阿倍仲麻呂―阿倍仲麻呂は唐で何をしていたのか？―」、2015年度開智国
際大学「公開講座」報告、pp77-79、2016.2.

Victor
Gorshkov

三枝秀子
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教員名 種別 研究業績

三枝秀子 講座
「生と死の狭間に如何に生きるか－陶淵明の光と闇－」、開智国際大学公開講座、開智
国際大学、千葉（柏）、2016.12.15.

報告・資料（単）
「本学学生の身体組成に関する一考察」、開智国際大学『紀要』、第15号、pp.127-
135、2016.2.

報告・資料（共）
「ランナーに対するSCAT適用」、井筒紫乃、中村　浩志、『ランニング研究』、第28巻
第2号、59～64頁、2016年2月

学会発表（共)
「ランナーに対するSCAT適用」、井筒紫乃・中村　浩志、第28回ランニング学会、環太
平洋大学、岡山県、2016.3.13.

講座
「若さと健康をサポートします！～ミニテニス～」、開智国際大学公開講座、開智国際
大学体育館、千葉(柏）、2016.10/25・11/1・8・15・22・29（全6回）

講座 「事例研究」、精神分析的心理臨床セミナー、AP西新宿会議室、東京、2016.7.14.

講座 「統合失調症」、精神分析的心理臨床セミナー、AP西新宿会議室、東京、2016.11.24.

論文（共）
 “Learning authentic and polite English through late notes，” The Language
Teacher， Nov./Dec. 2016， 40(6)， 20-21.

監修（共）
“Focus on the Learner”, JALT2015 Postconference Publication, member of the
Editorial Advisory Board, Tokyo: JALT, August 2016.

報告・資料（共）
 “International exchange with Sochoow University,”Victor Gorshkov、 Kaichi
International University Bulletin , 2016, No.15, pp. 203-207.

報告・資料（共）
 “Promoting Global Communication through English,” 2015年度開智国際大学「公
開講座」報告、pp．57-62、2016.6.

学会発表（単)

“Learning authentic and polite English through ‘late’ notes.” Conference
on Action Research in Language Learning and Practical Activities for the
Everyday EFL Classroom at Hue University of Foreign Languages, Hue, Vietnam.
THT, JALT, 7 August 2016.

学会発表（共)

“International events as a motivating factor in facilitating intercultural
communication, ” Joint Poster Presentation at Global Issues SIG Forum, 42nd
Annual International Conference on Language Teaching and Learning, JALT 2016,
Nagoya City, Japan, 25-27 November 2016.

［講師］

教員名 種別 研究業績

菊島正浩 講座 「光と色の心理学」、 開智国際大学公開講座、 千葉（柏）、 2016.12.20.

研究ノート（単）
「マレーシアにおけるインド舞踊をめぐるナショナリティとエスニシティ」、『マレー
シア研究』、第5号、pp.55-72、2016.6.

学会発表（単)
「インド系移民の表象と アイデンティティ マレーシアにおけるメディアと芸能」、南
アジア学会、神戸市外国語大学、兵庫県、2016.9.25.

研究会発表(単）
「メディアの創造力ーマレーシアのインド舞踊をとりまくメッセージ」、科研「インド
における新しいメディア状況と芸能のグローバル化」、京都大学、　京都府、
2016.10.22.

古賀万由里

高橋早苗

鳥越淳一

Elizabeth
Lange
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講座
「インド社会の光と陰」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、　千葉（柏）、
2016.10.17.

受賞
環太平洋学術研究助成費、「南インドの芸能的儀礼の民族誌―生成する儀礼と神話」、
大平正芳記念財団、2016.6.10.

論文（単）
「スタニスワフ・レムにおけるロボットの身体―短編『テルミヌス』を中心に」、開智
国際大学『紀要』、第15号、pp.5-17、2016.2.15.

学会発表（単)
「文化遺産は社会主義の夢を見るか？――ポーランドのティヒ市における社会主義体制
の遺物をめぐって」、第89回日本社会学会大会、九州大学、福岡県、 2016.10.8.

講座
「社会主義体制の『光と闇』： ポーランド、ノヴァ・フータの過去と現在」、開智国
際大学公開講座、千葉（柏）、2016.12.14.

翻訳（単）

菅野覚明、『日本の元徳 The Cardinal Virtues of Japan（講義　原稿の英訳）』、文
部科学省後援による国庫補助事業の第28回国際武道文化セミナー(28th International
Seminar of Budo Culture)、セミナー報告書、公益財団法人日本武道館、pp.30-33、
2016.7.

研究ノート（単）
「Bujutsu Jargon - Part 9」、学術専門誌『Kendo World』、Vol 8.2、文化舎イン
ターナショナル、pp.48-49、2016.6.

学会発表（共)

「International Events as a Motivating Factor in Facilitating Intercultural
Communication」、全国語学教育学会 第42回年次国際大会 グローバル問題と言語教育
研究部会（JALT 2016 - Global Issues in Language Education Special Interest
Group)、愛知県産業労働センター、愛知県、2016.11.26.

講演会等(共）

「日本の元徳 The Cardinal Virtues of Japan（菅野覚明先生の講義の日英通訳）」、
文部科学省後援による国庫補助事業の第28回国際武道文化セミナー(28th
International Seminar of Budo Culture)、日本武道館研修センター、千葉県、
2016.3.4.

講座
「オーストラリアを知ろう！」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉（柏）、
2016.9.26.

資格取得 「日本漢字能力検定５級」、日本漢字能力検定協会、2016.9.13.

学会発表（共)
「Intervention of using strengths for sense of authenticity」（共発表）、XI.
European Conference on Social and Behavioral Science, Roma, Italy.2016.9.3.

学会発表（共)
「心理的敏感さと就職活動関連要因との関連」（共発表）、日本キャリア教育学会第38
回大会、札幌大谷大学、北海道（札幌）、2016.10.16.

学会発表（共)
「4年制大学における心理学的強みを活用する介入プログラムの3年間の取り組み」（共
発表）、日本キャリア教育学会第38回大会、札幌大谷大学、北海道（札幌）、
2016.10.16.

菅原　祥

高橋　誠

Bruce
Flanagan

古賀万由里


