
＜論文＞ 

著者名                 論文標題                              

津止正敏 
介護の社会化と介護者支援を考える－介護保険 10 年

目の検証－ 

雑誌名 
レフェリー

有無 
巻    発行年 ページ  

『福祉社会研究』 無 11 2011 3－21 

著者名                 論文標題                              

津止正敏 介護で孤立しないネットワークづくり 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『オトコの介護を生きる

あなたへ』 
無 - 2010 104－112 

著者名                 論文標題                              

津止正敏 
男性介護者 100 万人の時代－ケア包摂型コミュニティを

展望する－ 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

介護新聞(連載 1～6) 無 594～599 2011 全回 p.7 

著者名                 論文標題                              

津止正敏 男性介護者 100 万人時代 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『部落解放』 無 630 2010 70－73 

著者名                 論文標題                              

秋葉武 
「韓国の介護保険制度と市民社会(NPO・NGO、労働組

合)(上)」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『いのちとくらし研究所 

所報』 
無 31 2010 15-19 

著者名                 論文標題                              

秋葉武 
「韓国の介護保険制度と市民社会(NPO・NGO、労働組

合)(下)」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『いのちとくらし研究所 

所報』 
無 32 2010 31-34 



著者名                 論文標題                              

秋葉武 
「地域づくりに参加する韓国の生協――「ソンミサン・マ

ウル」における協同組合民主主義の継承――」 

雑誌名 
レフェリー

有無 
巻    発行年 ページ  

『協同組合経営研究誌 

にじ』 
無 632 2010 68-80 

著者名                 論文標題                              

秋葉武 「韓国の社会的企業――現状と言説の多様性――」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『協同の発見』 無 222 2010 23-31 

著者名                 論文標題                              

Nakagawa, Yoshiharu 
A Multidimensional View of Holistic Education: From 

Eastern Perspectives 

雑誌名 
レフェリー

有無 
巻    発行年 ページ  

Creating New Human 

Support Services 

(Graduate School of 

Science for Human 

Services) 

無 - 2011 87-98 

著者名                 論文標題                              

崎山治男、 「心を求める社会」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『社会学評論』 有 61－4 2011 440-454 

著者名                 論文標題                              

不破麻紀子, 筒井淳

也 
家事分担に対する不公平感の国際比較分析 

雑誌名 

 

レフェリー

有無 
巻 発行年 ページ  

家族社会学研究 有 22(1) 2010 52-63 

著者名                 論文標題                              

村本邦子 レジリエンスモデルによる支援者支援 

雑誌名 

 

レフェリー

有無 
巻    

発行年 

 
ページ  

現代のエスプリ 無 524 2010 107-116 



著者名                 論文標題                              

村本邦子 書評『子どもと家族の法と臨床』 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

精神療法 無 36/6 2010 113-114 

著者名                 論文標題                              

村本邦子 
自己効力感を失っている大人たち～子育てに行き詰っ

ている母親 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

児童心理 無 922 2010 98-102 

著者名                 論文標題                              

村本邦子 女たちの二十年 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

女性ライフサイクル研

究 
無 20 2010 9-12 

著者名                 論文標題                              

廣井亮一 家族臨床における法的介入 

雑誌名 レフェリー 巻    
発行年 

 
ページ  

家族心理学年報 有 28 2010 147－159 

著者名                 論文標題                              

廣井亮一 「問題を抱える家族」へのアプローチ」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

更生保護 無 2010 年 7 月号 2010 10-15 

著者名                 論文標題                              

Naoko Okamoto 

The possibilities of the “Projective Drama Therapy” 

from the Perspective of Image Projection 

 

雑誌名 
レフェリー

有無 
巻    発行年 ページ  

Creating New Human 

Support Service 
無 - 2011 127－134 



著者名                 論文標題                              

松田亮三 社会格差・健康格差と医療保険（論説） 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『埼玉の国保』  無 241 2011 2-5 

著者名                 論文標題                              

Matsuda, Ryozo 
Life-style choices and falls. Balwyn North, Trans Pacific 

Press. 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

Health Inequalities in 

Japan: An Empirical 

Study of Older 

People(Katsunori 

Kondo ed.) 

無 - .2010 37-50 

著者名                 論文標題                              

松田亮三 
「2006 年医療改革における医療の責任と財源調達の変

化」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『保健医療社会学論

集』 
有 Vol.21, No.1 2010 1-8 

著者名                 論文標題                              

斎藤真緒 
「介護者支援の論理とダイナミズム－ケアとジェンダー

の新たな射程」 

雑誌名 
レフェリー

有無 
巻    発行年 ページ  

『立命館産業社会論

集』 
有 46（1） 2010 155-171 

著者名                 論文標題                              

斎藤真緒 
「男性介護者調査研究から見えてきたこと－家族介護支

援とのかかわりを中心に」 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『認知症ケア最前線』 無 24 2010 36-41 



著者名                 論文標題                              

斎藤真緒 
「イギリスの家族介護者支援の取り組み」（立命館大学

人間科学研究所） 

雑誌名                 
レフェリー

有無 
巻    発行年     ページ     

『家族介護者支援を考

える－日本と英・豪・米

の比較研究』 

無 1 2011 5-15 

著者名                 論文標題                              

斎藤真緒 「男性介護者から考えるジェンダーの今日的課題」 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

『月刊女性＆運動』 無 2011 年 2 月号 2011 25 

著者名                 論文標題                              

中村 正 

社会臨床の視界（３）社会臨床という思考のレッス

ン－メビウスの輪のようにねじれてつながる関係性

を理解する－ 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

対人援助学マガジン

（デジタル） 
無 3 2010 9-25 

著者名                 論文標題                              

中村 正 
社会臨床の視界（２）「あいだ」への関心－加害者臨

床－ 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

対人援助学マガジン

（デジタル） 
無 2 2010 7-16 

著者名                 論文標題                              

中村 正 
加害者臨床のめざすこと－ＤＶ・虐待に焦点を当て

た脱暴力への支援をとおして 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

季刊刑事弁護 無 64 2010 57-60 



著者名                 論文標題                              

中村 正 社会臨床の視界（１）歴史のなかの臨床課題 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

対人援助学マガジン

（デジタル） 
無 1 2010 1-3 

著者名                 論文標題                              

中村 正 
親密な関係性における虐待・暴力と加害者臨床論－

虐待的パーソナリティ論の検討をとおして－ 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

立命館産業社会論集 有 46/1 2010 139-153 

 

＜図書＞ 

著者名 出版者 

津止正敏(編) 立命館大学人間科学研究所 

書名 発行年 総ページ数 

家族介護者支援を考える－日本と英･豪･米の比較研究

－ 
2011 104 

著者名 出版者 

Nakagawa, Yoshiharu (20 章執

筆) Engebretson et al. eds. 
Springer 

書名 発行年 総ページ数 

International Handbook of Inter-religious Education  

(Chap 20 Oriental Philosophy and Interreligious 

Education: Inspired by Toshihiko Izutsu's Reconstruction 

of "Oriental Philosophy") 

2010 
14

（325-339） 

著者名 出版者 

筒井淳也 世界思想社 

書名 発行年 総ページ数 

「情報管理のコミュニケーション：ゴッフマン」、伊藤公雄

編『コミュニケーション社会学入門』 
2010 23（65-88） 

著者名 出版者 

Junya Tsutsui Renvall Institute Publications 

書名 発行年 総ページ数 

Asymmetric Mixture: Determinants of Attitudes toward 

Intermarriage in Japan, in Makiko Iwatake (ed.) Gender, 

Mobility and Citizenship in Asia. 

2010 
20

（273-293） 



著者名 出版者 

筒井淳也 勁草書房 

書名 発行年 総ページ数 

第6章「結婚についての意識のズレと誤解」筒井淳也、佐

藤博樹・永井暁子・三輪哲編著『結婚の壁』 
2010 

18

（110-128） 

著者名 出版者 

廣井亮一、中川利彦（共編著） 金剛出版 

書名 発行年 総ページ数 

子どもと家族の法と臨床 2010 263 

著者名 出版者 

中村 正・竹内常一・生活指導

学会著 
エイデル研究所 

書名 発行年 総ページ数 

生活指導事典－生活指導・対人援助に関わる人のため

に 
2010 318 

 

＜学会発表＞ 

発表者名 発表標題 

津止正敏 つながりの構築とセーフティネットのあり方 

学会名 開催地 発表年月 

第 49 回社会福祉夏期大学 兵庫県神戸市 2010 年 8 月 

発表者名 発表標題 

津止正敏 「買物難民」について考える 

学会名 開催地 発表年月 

ボランティア･市民活動研究交流会 2010 滋賀県草津市 2010 年 12 月 

発表者名 発表標題 

秋葉武 「韓国の社会的企業の現状と課題」  

学会名 開催地 発表年月 

日本協同組合学会 
佐賀県（佐賀大

学） 
2010 年 10 月 

発表者名 発表標題 

松島京 戦略的研究基盤形成支援事業 

学会名 開催地 発表年月 

対人援助学会 第 2 回大会 
京都市（立命館

大学） 
2010 年 10 月 



発表者名 発表標題 

Nakagawa, Yoshiharu 
Two aspects of Japanese spirituality: On the 

other-power and the self-power 

学会名 開催地 発表年月 

The 10th International Conference of Children’

s Spirituality 

Hong  Kong, 

China 
2010.7 

発表者名 発表標題 

Asai, Yukiko, Masaaki 

Mizuochi, Junya Tsutsui 
Relationship of Couples’ Housework in 17 Countries 

学会名 開催地 発表年月 

2010 Annual Meeting of Population Association 

of America 
Dallas, USA 2010.4 

発表者名 発表標題 

Junya Tsutsui 
The Transitional Phase of Mate Selection in East 

Asian Countries 

学会名 開催地 発表年月 

XVII ISA World Congress of Sociology 
Gothenburg, 

Sweden 
2010.7 

発表者名 発表標題 

Asai, Yukiko, Masaaki 

Mizuochi, Junya Tsutsui 

What Makes Wives Do More Housework in Some 

Countries and Less in Others? Complementary 

Relationships in Couples' Housework 

学会名 開催地 発表年月 

European Population Conference Vienna, Austria 2010.9 

発表者名 発表標題 

Junya Tsutsui 

Changes in Agenda in Work-Life Issues in Japan: 

toward an effective solution to the problems of East 

Asian welfare system 

学会名 開催地 発表年月 

The 1st Annual Conference of The International 

Association for Asia Pacific Studies 
大分県別府市 2010.11 

発表者名 発表標題 

村本邦子 
戦時性暴力/日常の性暴力～南京ワークショップの

報告 

学会名 開催地 発表年月 

シンポジウム「バックラッシュ時代の平和構築

とジェンダー～女性国際戦犯法廷 10 年を迎

えて」 

京都市（立命館大

学） 
2010 年 12 月 

発表者名 発表標題 

渡辺佳代・村本邦子・安田裕

子 

DV 家庭に育った子ども支援の展開～派遣プログラ

ムの実施 



学会名 開催地 発表年月 

対人援助学会第２回大会 
京都市（立命館大

学） 
2010 年 11 月 

発表者名 発表標題 

村本邦子 

法曹養成教育における法と心理の協同 ―立命館大

学法科大学院・リーガル・クリニックⅡ（女性と人権）と

同大学院応用人間科学研究科「司法臨床」科目の連

携 

学会名 開催地 発表年月 

法と心理学会第 11 回大会 
京都市（立命館大

学） 
2010 年 10 月 

発表者名 発表標題 

村本邦子 

「司法臨床」の可能性― 司法と心理臨床の協働をめ

ぐって治療的司法の観点から―カナダの問題解決型

裁判所 

学会名 開催地 発表年月 

法と心理学会第 11 回大会 
京都市（立命館大

学） 
2010 年 10 月 

発表者名 発表標題 

MURAMOTO, Kuniko Remembering Nanjing to Heal the Wounds of History 

学会名 開催地 発表年月 

International Conference for Educators on the 

History of WWII in Asia 
Toronto University 2010 年 10 月 

発表者名 発表標題 

村本邦子 
臨床教育による『社会の医師』としての法曹の養成～

臨床心理の立場から 

学会名 開催地 発表年月 

臨床法学教育学会第三回年次大会 
東 京 都 （ 一 橋 大

学） 
2010 年 4 月 

発表者名 発表標題 

廣井亮一 家族支援における法と臨床 

学会名 開催地 発表年月 

第 27 回日本家族研究・家族療法学会 福島市 2010 年 6 月 

発表者名 発表標題 

廣井亮一 
司法臨床領域での訓練システム－家裁調査官養成

課程から見えること－ 

学会名 開催地 発表年月 

第 29 回日本心理臨床学会 仙台市 2010 年 9 月 



発表者名 発表標題 

廣井亮一 
司法臨床の概念－我が国の家庭裁判所を踏まえて

－ 

学会名 開催地 発表年月 

第 11 回法と心理学会 京都市 2010 年 10 月 

発表者名 発表標題 

中村 正 対人援助における身体と生活 

学会名 開催地 発表年月 

日本対人援助学会第２回大会 
京都市（立命館

大学） 
2010 年 11 月 

発表者名 発表標題 

中村 正 司法臨床の可能性－加害者治療の観点から 

学会名 開催地 発表年月 

法と心理学会第 11 回大会 
京都市（立命館

大学） 
2010 年 11 月 

 


