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人文学部教員研究業績一覧（2021.1.1－12.31）
Academic Achievements in 2021: Faculty of Arts
凡例：
氏名
①著書
②論文・研究ノート
③翻訳
④芸術創作
⑤書評・随筆
⑥学会・研究会等での報告
⑦その他
金井

直

①『天空のアルストピア』
（
「パラッツォ・ラビアのクレオパトラ―ジャンバッティスタ・
ティエポロの《出会い》と《饗宴》をめぐって」pp. 261‒298を分担執筆）ありな書房、352
頁［共編著］
⑤「CHISOU に寄せて」
（
『学びの共有空間としてのアート』奈良県立大学、pp. 124‒128）
［単著］
⑦１）レクチャー「彫刻の歴史

マーク・マンダースをめぐる “ なぜ ” から考える」（金沢

21世紀美術館、１月23日）
［単独］ ２）シンポジウム「安曇野の美術を語る」（安曇野市教
育委員会、オンライン、１月24日）
［共同］ ３）『象られた土、広がる庭』オンライントー
ク（愛知県立芸術大学サテライトギャラリー、２月１日）［共同］ ４）講座「イタリア、都
市と美術―ローマ・フィレンツェ・ヴェネツィアが生んだ傑作とその背景―」（豊科交流学
習センター、11月25日）
［単独］
北村明子
②「アジアにおける土地の芸能、心・技・体の伝承と現代芸術表現への創発」（『京都造形芸
術大学共同利用・共同研究拠点「アニュアルレポート」
』2019年度 vol.7、pp. 14‒15）
、
［単
著］
④１）
「Echoes of Calling」１月23日～29日、４月23日～５月16日（映像配信）、スパイラル
ホール、文化庁文化芸術振興費補助金、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル
東京、令和２年度港区文化芸術活動サポート事業助成事業、
［演出・振付・構成］ ２）
「Echoes of Calling-Encounter」 ４ 月23日 ～30日、 オ ン ラ イ ン 配 信、Áras Éanna, Galway
2020主催・助成事業、
［演出・振付・構成］ ３）「忠臣蔵2021」６月５日～６日、静岡県舞
台芸術公園
ノチ

野外劇場「有度」
、SPAC―静岡県舞台芸術センター主催、
［振付］ ４）
「クク

テクテク

マナツノ

ボウケン」
、７月12日～７月19日、KAAT 神奈川芸術劇場主催、
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［演出・振付・構成］
⑦１）TPAM エクスチェンジ・JaDaFo ダンスシンポジウム2021「コンテンポラリーダン
スを巡って」テーマ１：
「コンテンポラリーダンスの環境～ダンサー、メディア、プロデュー
サーの視点から」
、２月12日、横浜赤レンガ倉庫１号館２Ｆスペース、Japan Dance Forum
主催

２）JIA トーク2021『からだが語り得ること─コンテンポラリーダンスの現在から

─』、５月11日、zoom によるオンライン開催、JIA 関東甲信越支部 JIA トーク実行委員会
主催

３）東京芸術祭2021シンポジウム「ライブでしか伝わらないものとは何か？

～教

育、育児、ダンスの現場から～」９月26日～11月30日（オンデマンド配信）
、東京芸術祭実
行委員会主催

４）第54回全国女子体育研究大会 JAPEW SUMMER SEMINAR2021実習①

「表現・ダンスの魅力」10月３日、オンラインにて実施、（公社）日本女子体育連盟事務局主
催

５）
「 北 村 明 子 Echoes of Calling ワ ー ク シ ョ ッ プ 」11月21日・28日、 ダ ン ス ワ ー ク

ショップ、スタジオアーキタンツ01studio、公益財団法人東京都歴史文化財団

アーツカウ

ンシル東京、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団後援事業
濱崎友絵
②「セイジ・オザワ松本フェスティバルの創出をめぐって――『松本』との結節点を考え
る」
（
『信州大学人文科学論集』第９号⑴、pp. 25‒45）［共著］
⑥「
『想像／創造される』トルコ民俗音楽――その変遷と『公共性』をめぐって」、上智大学
イスラーム研究センター（NIHU 地域研究推進事業「現代中東地域研究」）研究会、８月31
日［単独］
⑦１）科学研究費補助金基盤研究C「ドイツにおけるトルコ系移民の音楽伝承メカニズム」
（課題番号：19Ｋ00130）研究代表者

２）科学研究費補助金基盤研究C「日本伝統文化の継

承者：その社会階級・社会階層と地域社会での社会関係資本に着目して」（課題番号：20Ｋ
02149）研究分担者

３）
『音楽大事典』
（平凡社）改訂版編集委員（継続） ４）日本音楽学

会第72回全国大会実行委員会副実行委員長
委員（継続） ６）セイジ・オザワ

５）東洋音楽学会機関誌『東洋音楽研究』編集

松本フェスティバル実行委員（継続） ７）一般財団法

人松本市芸術文化振興財団 評議委員（継続） ８）安曇節作詞実行委員
早坂俊廣
②「論荒木見悟的 “ 南宋功利学 ” 研究」
（呉震・申緒璐主編『中国哲学的豊富性再現―荒木
見悟与近世中国思想論集』
、上海古籍出版社、pp. 188-205、何珊珊訳）［単著］
③「聶豹「会語」資料（復古書院記他）訳注―陽明門下の会語記録を読む

其の六―」（『白

山中国学』通巻27号、pp. 25‒53）
［共著］
⑥「論王畿的 “ 天根月窟説 ”」
、2021陽明心學大会（中国浙江省紹興市）
、10月29日（論文寄
稿・ビデオ発表）
［単独］
⑦１）論文再録「論劉宗周思想的意与知――従与史孝復的争論来看」（原載『浙江社会科学』
2019年08期）、呉震編『宋明理学新視野（上・下）』（商務印書館）pp. 868‒890［単著］ ２）
予稿「婺学―場所的叙事―」
、“ 天理良心：朱子学与陽明学的対話 ” 国際学術研討会（中国江
西省上饒市、10月21日開催予定・延期）
［単著］
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三谷尚澄
⑥「Conversation の哲学試論／ K. A. アッピアのコスモポリタニズムを手がかりに」
（「FINE,
PaSTA, CAPE そして…：シンポジウム『京大応用倫理の25年』
」
、京都大学大学院文学研究
科付属応用哲学倫理学教育研究センター（CAPE）、12月25日）
⑦１）「じんぶんゆく年くる年――特別だった『信州のこの一年』を振り返る」（「人文学的
な学び合いの場を地域に創る」年度末特別企画／オンライン開催、２月９日） ２）「特別座
談会

じんぶんゆく年くる年――特別だった「信州のこの一年」を振り返る（『人文学的な

学び合いの場を地域に創る文化芸術教育資源を活用した、まちなか活性化手法の検討

2020

年度活動報告書、pp. ６‒25）
護山真也
②１）
「プラジュニャーカラグプタの苦諦論⑴―Pramāṇavārttikālaṅkara ad Pramāṇavārttika II
146cd-149 和訳研究―」
（
『信州大学人文科学論集』９⑴、pp. 47‒72）［単著］ ２）「ジュ
ニャーナシュリーミトラ著『ヨーガ行者の確定』和訳研究（上）」（『南アジア古典学』16、
pp. 247‒281）
［単著］ ３）
「ヨーガ行者の直観をめぐるジュニャーナシュリーミトラの議論
―『ヨーガ行者の確定』解題にかえて―」
（
『インド哲学仏教学研究』29、pp. 27‒45）
［単著］
４）“Prajnākaraguptaʼs Criticism of the Proof of Godʼs Existence (I): A Critical Edition and an
Annotated Translation of the Pramāṇavārttikālaṅkāra ad Pramāṇavārttika II 11‒16”,
Prajñākaragupta Studies 1, pp. 75‒108.［単著］ ５）“Prajñākaragupta,” Stewart Goetz and Charles
Taliaferro (eds.), The Encyclopedia of Philosophy of Religion. Wiley and Blackwell. DOI:
10.1002/9781119009924. eopr0307［単著］ ６）
「プラジュニャーカラグプタの真理観――四
諦と不二知をめぐって――」
（
『印度哲学仏教学研究』70-1，pp. 115-122）［単著］
⑤「書評座談会：仏教学研究と現代思想の最前線」、『未来哲学』第３号、pp. 15‒43．［共著］
⑥「プラジュニャーカラグプタの真理観―四諦と不二智をめぐって―」
（日本印度学仏教学
会第72回学術大会、大谷大学 Web 開催、９月４日）［単独］
⑦１）「仏教思想入門～苦・無常・無我の教え～」
（NHK 文化センター松本教室講師、７月
９日、８月６日、９月10日） ２）
「仏教思想入門」（NHK 文化センター松本教室講師、10
月８日、10月29日、11月12日、12月10日）
菊池

聡

②「「疑似科学」はどうやって「科学」らしさを演出しているのか」（『教職研修』９月号、
98）［単著］ ⑥１）
「なぜニセ科学を信じてしまうのか

疑似科学にだまされないための心

理学
（
「ポストトゥルースの時代における新しい情報リテラシーの学際的探求プロジェクト」、
６月４日、名古屋大学オンライン）
［単独］ ２）Development of critical thinking skills
during online learning, (25th International Conference Information Visualisation (IV2021)、
７月５日、University of Technology Sydney, Australia．オンライン）［共同］ ３）「人は
なぜニセの科学を信じてしまうのか～疑似科学受容の心理学～」（８月21日、外来小児科学
会第30回大会、同志社大学オンライン）
［単独］ ４）「サブカルチャーとしての陰謀論」（日
本応用心理学会第87回大会ワークショップ「
「陰謀論」の心理学」、８月29日、東北文教大学
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オンライン）［単独］ ５）
「新しい学習環境に臨む大学生の学習方略と批判的思考態度の関
係」
（日本教育心理学会第63回総会、８月21日、教育心理学会オンライン）［共同］ ６）「超
常信奉と時間割引および批判的思考の関連性」（日本心理学会第85回大会、９月１日、明星
大学オンライン）
［単独］ ７）
「SNS への不適切投稿トラブルと、ストレスコーピングおよ
び批判的思考態度の関連」
（日本心理学会第85回大会、９月１日、明星大学オンライン）［共
同］ ８）
「オンライン学習環境における科学技術リテラシが批判的思考態度育成に及ぼす影
響」
（日本心理学会第85回大会、９月１日、明星大学オンライン）
［共同］ ９）
「サブカル
チャーとしての陰謀論」
（日本パーソナリティ心理学会第30回大会ワークショップ「サブカ
ルチャー心理学のこれまでとこれから」
、10月26日、パーソナリティ心理学会オンライン）
［単独］ 10）
「疑似科学と陰謀論受容の心理学」（日本認知心理学会安全心理学部会

2021年

度第１回研究会、11月27日、認知心理学会オンライン）
［単独］ 11）
「社会的相互作用とし
ての「おたく」の系譜学」
（日本心理学会認定心理士の会公開シンポジウム「日本の若者と
サブカルチャー：オタクの心理学」
、12月18日、金沢大学オンライン）［単独］ 12）「大学
CSIRT における SIM3の活用」
（大学 ICT 推進協議会（AXIES） 2021年次大会、12月15日、
幕張メッセ国際会議場）
［共同］
⑦１）
「ポジティブに生きるための心理学」
（協同組合ハイコープ新春経営セミナー講師、２
月26日、オンライン）
［単独］ ２）
「わかりやすい表現を身につける情報表現の認知心理学」
（朝日村役場職員研修講師、３月２日、朝日村役場）［単独］ ３）「災害に強いまちづくり
防災減災のための心理学」
（UDC 信州第６回まちづくりセミナー講師、３月３日、オンライ
ン）
［単独］ ４）
「調べ学習と卒業論文でよりよく考える力を身につけるために」（諏訪清陵
高等学校附属中学校２年生特別授業講師、３月18日、諏訪清陵高等学校附属中学校）［単独］
５）
「なぜ疑似科学を信じるのか」
（飯山高校探求科１年生講演会講師、６月17日、長野県
立飯山高校）［単独］ ６）
「調べ学習と卒業論文でよりよく考える力を身につけるために
研究・取材・調査・論文執筆でのクリティカル・シンキング入門」（諏訪清陵高等学校附属
中学校２年生特別授業講師、６月24日、諏訪清陵高等学校附属中学校）［単独］ ７）「心の
不思議を体験しよう

心理学の不思議な世界」（放送大学特別講演会講師、７月３日、ホテ

ルブエナビスタ）
［単独］ ８）
「防災減災の心の科学

リスク社会をいかに生きるか」（信州

大学出前講座・松本市里山辺公民館、７月４日、松本市里山辺教育文化会館）［単独］ ９）
「防災減災の心理学」
（朝日村国土強靭化計画策定庁内検討会議講演会、７月８日、朝日村役
場）
［単独］ 10）
「ポジティブに生きるための心理学」（信州大学出前講座・諏訪教育会福祉
教育研修会講師、７月29日、諏訪市湯小路いきいき元気館）［単独］ 11）「人は科学が苦手
なのか」
（名古屋大学「ポストトゥルースの時代における新しい情報リテラシーの学際的探
求プロジェクト講演会・パネルディスカッション・パネリスト、10月30日、オンライン」
［単独］ 12）
「思い込みのはたらきを知る

考える力を身につけよう」
（信州大学出前講座・

下諏訪中学校 PTA 文化講演会講師、11月４日、下諏訪中学校）
［単独］ 13）
「防災減災の
ための心の科学

リスク社会をいかに生きるか」（信州大学出前講座・長野県消防防災航空

センター安全運行会議講師、11月５日、まつもと空港）
［単独］ 14）
「防災・減災のための
心理学

リスク社会をいかに生きるか」
（信濃毎日新聞・信毎地域メディア社長会、11月10

日、ホテル犀北館）［単独］ 15）
「防災減災のための心の科学

リスク社会をいかに生きる
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か」
（信州大学出前講座・丸子ボランティア連絡協議会防災講座講師、11月11日、丸子ふれ
あいステーション）
［単独］ 16）
「ポジティブに生きるための心理学」
（信州大学出前講座・
安曇野市小中学校事務研究会第二回全体研究研修会講師、12月２日、オンライン）［単独］
佐藤広英
①『たのしく学べる乳幼児のこころと発達』福村出版、264頁（第13章現代社会とメディア
を担当、207-221）
［共著］
②１）
「他者のプライバシー意識と Twitter 上での他者情報公開との関連：Twitter 上での
他者のプライバシー懸念を媒介するモデルの検証」
、
『心理学研究』92⑶、pp. 211‒216［共
著］ ２）
「高齢者の安全なネット利用に向けて：情報プライバシーとネットトラブル被害経
験との関連」、
『月刊ケアマネジメント４月号』pp. 50‒56［単著］ ３）
「プライバシーに関
する社会的トピックの整理」
、
『信州大学人文科学論集』８⑵、pp. 43‒52［共著］
⑥１）
「ユーザがプライバシーポリシーを読むための支援ツール構築に関する再検証」（情報
処理学会第41回セキュリティ心理学とトラスト研究発表会、オンライン開催、３月２日）
［共同］ ２）「電磁波に対するリスク認知の背景構造に関する一考察：ウェブアプリ版潜在
連合テストを用いた試み」
（情報コミュニケーション学会第18回全国大会、オンライン開催、
３月７日）［共同］ ３）
「LINE 利用におけるプライバシーに関するセキュリティ行動を規
定する要因の検討」
（日本教育心理学会第63回総会、オンライン開催、８月23‒30日）［共同］
４）「SNS 上の拒絶・受容状況における安心さがし行動の生起過程の検討：低自尊心者は
どのような状況で安心さがしツイートするのか」（日本社会心理学会第62回大会、オンライ
ン開催、８月26‒27日）
［共同］ ５）
「プライバシーポリシーの理解を促進する要因の検討：
情報プライバシーおよび情報セキュリティに関する知識の観点から」
（日本心理学会第85回
大会、オンライン開催、９月１‒８日）
［共同］ ６）「SNS 上の拒絶・受容状況における安
心さがし行動の生起過程の検討⑵：自己に対する慈悲への恐れの仲介効果」
（日本心理学会
第85回大会、オンライン開催、９月１‒８日）
［共同］ ７）「プライバシー意識に対する年齢
の影響」（日本心理学

会第85回大会、オンライン開催、９月１－８日）
［共同］ ８）
「SNS

上の拒絶・受容状況における安心さがし行動の生起過程の検討⑵」
（日本グループ・ダイナ
ミックス学会第67回大会、オンライン開催、９月11‒12日）［共同］ ９）「プライバシーポリ
シーの内容を確認する状況の整理」
（日本パーソナリティ心理学会第30回大会、オンライン
開催、９月25‒26日）
［共同］ 10）
「プライバシー意識の日土比較」
（日本パーソナリティ心
理学会第30回大会、オンライン開催、９月25‒26日）［共同］
⑦１）国立研究開発法人情報通信研究機構ネットワークセキュリティ研究所セキュリティ基
盤研究室・招へい専門員（2019年４月～現在） ２）日本心理学会・教育研究委員会委員
（2020年11月～2024年10月） ３）日本パーソナリティ心理学会・学会誌編集委員会常任委員
（2018年９月～現在） ４）WebLab 研究会メディア・情報・コミュニケーション研究編集委
員（2016年４月～現在） ５）
「潜在連合テストによるスマートフォン依存リスク検出の試
み」科学研究費補助金基盤研究C21K02961研究代表者

６）一般社団法人日本自動車連盟

長野支部との共同研究「長野県をフィールドとした着地型観光プランの作成と情報発信」
（2016年10月～現在） ７）
「情報メディアの心理学」（令和３年度教員免許状更新講習、信州
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大学、８月５日） ８）
「人間中心のデジタル化とトラスト：フィジカル空間とサイバー空間
が融合していく世界に向けて」
（シンポジスト）（未来工学研究所創立50周年記念連続シンポ
ジウム、オンライン開催、８月26日）
茅野恒秀
②１）「放射性廃棄物問題の全容と課題：国民的議論の出発点の再定位に向けて」
（『環境と
公害』50⑶：57‒62）
［単著］ ２）
「
〈核〉を失った原子力のゆくえ」（『現代思想』49⑶：
96‒106）
［単著］
⑥１）「放射性廃棄物問題の全容と課題：国民的議論の出発点の再定位に向けて」（２月26
日、日本環境会議「環境と公害セミナー」オンライン）
［単独］ ２）
「日本社会の「適応」
可能性を問う諸視点」
（７月11日、環境３学会合同シンポジウム「気候変動適応策：わが国
で直面する課題を克服するための研究の最前線」オンライン）
［単独］ ３）「再生可能エネ
ルギー事業が地域経済・社会に与える効果の社会学的測定：長野県中信地域の網羅的調査を
通じて」
（11月４日、アサヒグループ学術振興財団2020年度学術研究助成研究報告会、東京・
オンライン併用）
［単独］ ４）
「グリーンインフラの環境社会学的分析視角：環境制御シス
テム論の視点から」
（12月４日、第64回環境社会学会大会シンポジウム「グリーン化する社
会の環境社会学：グリーンインフラとどう向き合うか？」オンライン）［単独］
⑦１）講演「エネルギー自立地域の確立に向けて」（２月15日、長野県テクノ財団伊那テク
ノバレー地域センターリサイクルシステム研究会「伊那谷自然エネルギー地産地消セミ
ナー」、伊那技術形成センター） ２）講演「日本の高レベル放射性廃棄物のゆくえ」（３月
14日、映画『地球で最も安全な場所を探して』上映後トークショー、シアターイメージ
フォーラム・オンライン） ３）講演「原子力発電の現状と立地地域の未来を考える」（３月
28日、「第２回東海村 “ 自分ごと化 ” 会議」
、東海村産業・情報プラザ） ４）講演「エネル
ギー自立地域をどうつくるか：信州の脱炭素未来ビジョン」（４月24日、自立する美しい村
研究会、オンライン） ５）講演「土地問題としてのメガソーラー問題：霧ヶ峰の教訓に学
ぶ」（５月15日、日本熊森協会「第２回くまもりオンラインシンポジウム：自然エネルギー
のために豊かな自然を壊していいのか」
、オンライン） ６）講演「事故由来放射性物質への
政策的対処の経過と問題点」
（５月24日、原子力市民委員会ウェビナー「事故後の放射能汚
染にきちんと対処できたのか？」
、オンライン） ７）講演「地域から取り組むゼロカーボ
ン：市民主体の視点から」
（６月３日、地域と暮らしのゼロカーボン勉強会、白馬ノルウェー
ビレッジ） ８）講演「エネルギー自立とサステイナブルな近未来社会」（６月29日、のりく
ら高原ゼロカーボンフォーラム、ふれあいパーク乗鞍） ９）講演「長野県の脱炭素未来ビ
ジョン：県ゼロカーボン戦略の解説と今後の課題」
（７月20日、岩手県立大学・NPO 法人環
境パートナーシップいわて「岩手県内市町村の2050年カーボンニュートラル実現に向けた
ロードマップ策定」研究会、いわて県民情報交流センター・オンライン） 10）講演「気候
変動と脱炭素の近未来ビジョン：世界～長野県の動向解説と市町村の課題」（７月28日、高
森町再エネ導入戦略等検討委員会、高森町役場） 11）講演「核燃料サイクル施設と立地地
域の将来を考える」
（８月２日、原子力市民委員会ウェビナー「核燃料サイクルはどうすれ
ばよいか？」
、オンライン） 12）講演「気候変動と脱炭素の近未来ビジョン：世界の動向解
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説と市町村の課題」
（８月４日、箕輪町地球温暖化対策特別委員会、箕輪町役場） 13）講演
「長野県ゼロカーボン戦略と市町村の温暖化対策との関係」（８月７日、ゼロエミッションを
実現する会、オンライン） 14）講演「長野県の脱炭素未来ビジョン：県ゼロカーボン戦略
の解説と今後の課題」
（８月８日、学習会「長野県の脱炭素未来ビジョン」から学ぶ、松山
市民会館・オンライン） 15）鼎談「2050ゼロカーボン実現に向けて」（８月20日、信州環境
フェア、長野市芸術館・オンライン） 16）講演「地域資源をフル活用した持続可能な社会
を目指して」（８月25日、信州そるがむで地域を元気にする会キックオフシンポジウム、信
州大学長野（工学）キャンパス） 17）講演「再エネ事業の社会的受容問題：地域で何が起
こっているのか」
（８月30日、内閣府再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスク
フォース準備会合、オンライン） 18）講演「脱炭素型地域社会の要請と長野県におけるゼ
ロカーボン」（９月21日、地域再エネ事業の持続性向上のための地域中核人材育成事業第１
回ワークショップ、伊那市 allla） 19）講演「核燃料サイクルをめぐる社会的・政治的問題」
（９月24日、原子力資料情報室ウェビナー「核燃料サイクル、今こそ取り組むべき課題」、オ
ンライン） 20）講演「地域主導による再生可能エネルギーの推進」（９月25日、美麻地域の
エネルギーを考える会「官民協働による里山・地域材の利活用」、美麻公民館） 21）講演
「野心的な市区町村の温暖化対策実行計画の作り方」（９月27日、東京都杉並区議会勉強会、
杉並区役所・オンライン） 22）講演「山林開発型太陽光発電の現状と課題」（10月７日、
Climate Action Network Japan「自然エネルギーの持続可能性を考える連続ウェビナー」、
オンライン） 23）講演「核燃マネーに依存しない地域の未来を考える」
（10月18日、
「六ヶ
所再処理工場」に反対し放射能汚染を阻止する全国ネットワーク、オンライン） 24）講演
「脱炭素型の地域計画をどうつくるか」
（10月19日、東京都多摩市議会生活環境常任委員会、
多摩市役所） 25）講演「自然エネルギーと地域社会：対立から構造転換へ」（11月９日、梨
の木ピースアカデミー「誰ひとり取り残さない環境論 Part3」、オンライン） 26）講演「事
故後の原子力行政・廃棄物行政における課題」
（11月28日、原子力災害考証館 furusato「2045
年のふるさとを守れるか？中間貯蔵と最終処分を考える」、Link る大熊） 27）講演「地域
エネルギー政策の中に森林をどう位置づけるか？」（11月29日、高森町再エネ導入戦略等検
討委員会、高森町福祉センター） 28）講演「気候変動とゼロカーボン社会の要請：世界の
動向解説と市町村の課題」
（11月30日、飯島町地球温暖化勉強会、飯島町文化館）
前田

豊

② Vulnerability to life events: introduction of the vulnerability score and application to
labor market demotion in Japan. (SN Social Sciences 1, 233. https://doi.org/10.1007/s43545021-00238-y)［共著］
⑥１）「中国の廃品回収業参入に関する探索的検討」（第63回環境社会学会大会、６月13日、
オンライン）
［共同］ ２）
「水害リスクの可視化が及ぼす地価への影響」（第64回環境社会学
会大会、12月４日、オンライン）
［共同］
⑦１）松本市公民館運営審議会委員
監事

２）
『数理社会学辞典』編集委員

３）数理社会学会
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水原俊博
①「情報社会化の進行と消費」
、
『新消費社会論』有斐閣、270頁、pp. 156‒177［共著］
②「消費社会の情報化と社会の持続可能生――新しい生活様式を中心に」『経済社会学会年
報』43、pp. ５‒14［単著］
⑥「収集データの整理と概要について」
、7.31、震災映像アーカイブ研究会、Zoom 開催［単
独］
⑦１）経済社会学会常務理事

２）経済社会学会第57回全国大会プログラム委員

社会学会第58回全国大会プログラム委員長

４）安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及

び協働のまちづくり推進行動計画策定・評価委員
６）放送文化基金
今井

３）経済

震災映像アーカイブ研究会

５）公益財団法人八十二文化財団理事
研究協力者

章

⑥１）
「仮現運動に関連する脳活動の検討」生体医工学シンポジウム2021（9.18、富山大学、
オンライン開催）
［共同］ ２）
「フリッカー刺激による時間知覚の変動―定常性視覚誘発電
位（SSVEP）による検討」日本基礎心理学会第40回大会（12.3‒５、大阪大学、オンライン
開催）［共同］ ３）
「仮現運動における脳活動の検討」日本生体医工学会関東支部若手研究
者発表会2021（12.11、東京農工大学、オンライン開催）［共同］
⑦１）愛知淑徳大学集中授業講師「視覚生理学演習」
（８月18‒21日、愛知淑徳大学長久手
キャンパス）［共同］ ２）
「リゾートワーケーションの心理・感情・生理的効果の予備検証
と事業化研究」
（2021年９月30日～2022年３月31日、株式会社東急不動産Ｒ＆Ｄセンター、
東急リゾーツ＆ステイ株式会社との共同研究）［共同］ ３）「リゾートワーケーションの心
理・感情・生理的効果の実証実験」
（11月８‒９日、東急リゾートホテルアネックス）［共同］
岡本卓也
⑥１）「歩くことの社会心理学⑴」
（日本社会心理学会第62回大会、帝京大学（ポスター発
表）
、８月26日［単独］ ２）
「歩くことの社会心理学⑵」（日本心理学会第85回大会、明星大
学（ オ ン ラ イ ン ）
、９月１日）
［ 単 独 ］ ３）The satisfaction of travel and the spending
times of experiences on travel. (32nd International Congress of Psychology, Prague, Virtual,
Poster presentation, Jul 20.)［単独］
⑦１）「「道」の魅力の解明：歩く旅の心理的機能と地域資源としての「道」」科学研究費補
助金基盤研究B20H04433研究代表者

２）
「COVID‒19に対する都市レジリエンスと心理レ

ジリエンスの時空間分析」挑戦的研究（萌芽）21K18765研究分担者

３）
「患者と家族と医

療従事者のライフデザインを実現するスマート在宅治療システム拠点」JST 共創の場形成支
援プログラム（地域共創分野・育成型）分担研究者
５）日本コミュニティ心理学会理事

４）日本心理学会教育研究委員会委員

６）日本コミュニティ心理学会研究委員会委員

白井真理子
②１）“The Role of Bodily Expression in Memory Representations of Sadness” (Journal of
Nonverbal Behavior 45, 367‒387)［ 共 著 ］

２）“Color features continuously represent
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negative and positive aspects of sadness” (The journal of General Psychology 1‒24)［共著］
⑥１）
「悲しみの身体表出と泣き表出語の関連」（日本心理学会第85回大会、９月１日‒８日、
明星大学（オンライン）
）
［共同］ ２）
「自己過失場面における泣きは共感とサポート行動を
引き出すか？―性別を考慮した検討―」
（日本心理学会第85回大会、９月１日‒８日、明星大
学（オンライン）
）［共同］ ３）
「悲しみの種類が注意焦点の範囲に及ぼす影響」（日本感情
心理学会第29回大会、10月30日、学習院女子大学（オンライン））［単独］ ４）「心理学者は
「情動」をいつから使い始めたのか？―J-STAGE を対象とした予備的検討―」
（日本感情心
理学会第29回大会、10月31日、学習院女子大学（オンライン））［共同］
⑦１）
「リゾートワーケーションの心理・感情・生理的効果の予備検証と事業化研究」（2021
年９月30日～2022年３月31日、株式会社東急不動産Ｒ＆Ｄセンター、東急リゾーツ＆ステイ
株式会社との共同研究）
［共同］ ２）
「リゾートワーケーションの心理・感情・生理的効果
の実証実験」
（11月８‒９日、東急リゾートホテルアネックス）［共同］
髙瀬弘樹
②１）
「弓道における熟達」
（信州大学人文科学論集、８⑵、53‒65．）［共著］
⑦１）公益社団法人才能教育研究会との共同研究「プロのヴァイオリニストの演奏は、アマ
チュアと何が違うのか？―プレリミナリー・スタディ―」
（2018年９月１日～2022年８月31
日）
松本

昇

①「トラウマ記憶のメカニズム」田中晶子・安田裕子・上宮愛（編著）『児童虐待における
司法面接と子ども支援

ともに歩むネットワーク構築を目指して』
、北大路書房280頁、pp.

141-163
②

１）Response inhibition deficits are positively associated with trait rumination, but

attentional inhibition deficits are not: Aggressive behaviors and interpersonal stressors as
mediators. Psychological Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/
s00426-021-01582-7［共著］ ２）Childhood trauma affects autobiographical memory deficits
through basal cortisol and prefrontal-extrastriate functional connectivity.
Psychoneuroendocrinology, 127, 105172.［共著］３）Repeated retrieval of generalized
memories can impair specific autobiographical recall: a retrieval induced forgetting
account. Journal of Experimental Psychology: General. 150⑼, 1825-1836 Advance online
publication. http://dx.doi.org/10.1037/xge0001028［共著］ ４）
「オンラインアセスメントの
発展と普及へ向けて」
、
『認知療法 NEWS』第78号２頁、pp. 4-5

５）「能動的注意制御機能

と自伝的記憶の概括化との関連性の検討」
『早稲田大学臨床心理学研究』21⑴、pp. 3-8［共
著］ ６）
「トラウマティックなライフイベントについての出来事中心性尺度日本語版の作
成 」『 心 理 学 研 究 』
、93 ⑴． オ ン ラ イ ン 早 期 公 開、12/25 https://doi.org/10.4992/
jjpsy.93.20204［単著］
⑥１）「抑制機能の２下位分類と反すうの関連：反応抑制と注意の抑制の比較」日本心理学
会第85回大会（明星大学、オンライン、9/1-8）［共同］ ２）「能動的注意制御機能と自伝的
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記憶の概括化との関連性の検討―オンライン調査による研究―」日本認知・行動療法学会第
47回大会（千葉大学、オンライン、10/10-11/25）
［共同］ ３）
「反復的思考と侵入の生起・
維持要因と介入 “ 制御困難な思考や記憶を理解する：基礎研究から産業・労働分野における
諸問題 ”」（話題提供者）日本認知・行動療法学会第47回大会（千葉大学、オンライン、
10/10-11/25）
［単独］ ４）
「記憶と臨床研究のこれから “ 記憶心理学―心理科学と心理臨床
の接点 ”」（企画代表者・話題提供者）日本心理学会第85回大会（明星大学、オンライン、
9/1-8［ 単 独 ］

５）Dysfunctional schema, interoception, and involuntary and direct

retrieval of autobiographical memories. CON AMORE Meal Meeting, Aarhus University
(Aarhus University Online、9/14）
［単独］ ６）Autobiographical memory specificity and
mnemonic discrimi-nation. Autobiographical Memory and Psychopathology Meeting
（University of Hongkong and Deakin University Online、8/27）
［共同］
大串潤児
①吉田裕編『戦争と軍隊の政治社会史』大月書店（７月）、384頁、「序章」（９～20頁）・「第
５章

軍隊と紙芝居」
（138～168頁）分担執筆［共著］

②１）
「
「地方」と文化運動―翼賛と現実」弘中智子・清水智世編『さまよえる絵筆―東京・
京都

戦時下の前衛画家たち』みすず書房（２月）
、155～158頁［単著］ ２）
「戦後山形村

を生きた青年たち―個性ある地域社会史」
『郷土』第157号（３月21日）、山形村史談会、１
～17頁［単著］
、３）
「歴史のなかの日本学術会議問題」①～④、
『平和の種』第90号（１月
16日）
、６～10頁；第91号（３月14日）
、36～41頁；第92号（５月16日）、16～21頁；第93号
（７月18日）
、29～33頁［単著］ ４）
「国策紙芝居―長野県御代田町・栃木県小山市調査」神
奈川大学非文字資料研究センター『News‒Letter』No. 46（９月）、11～14頁［単著］、５）
「
「たましいの自由」と戦争―家永三郎『太平洋戦争』の問い」『歴史評論』第860号（12月）、
15～24頁［単著］
。
⑤１）
「書評

石田雅春『戦後日本の教科書問題』（吉川弘文館、2019年）」『歴史評論』第

853号（５月）
、94～98頁［単著］ ２）
「書評

大門正克編『新生活運動と日本の戦後』
（日

本経済評論社、2012年）
」
『歴史と経済』第253号（10月）、68～70頁［単著］ ３）「新刊紹介
田中隆文『災害展示論』
（古今書院、2021年）」『信大史学』第46号（11月）、59～62頁［単
著］ ４）
「書評

桂木惠『軍事郵便は語る―戦場で綴られた日露戦争とその時代』（信濃毎

日新聞社、2021年）
」
『歴史地理教育』第933号（12月）、76～77頁［単著］
⑥「地域現代史と女性史・ジェンダー史―私の経験と研究から」総合女性史学会、３月21
日、オンライン開催）
［単独］
⑦１）国立歴史民俗博物館展示リニューアル委員会・委員
員

２）飯田市歴史研究所顧問研究

３）神奈川大学常民文化研究所非文字資料研究センター客員研究員

非常勤講師（2018.4～） ５）長野市立博物館運営協議会委員
科会共同研究者

４）長野県立大学

６）長野県教育研究集会分

７）
「兵士になるということ―戦争を考える兵士の視点／記憶の視点」
・

「
〝ゴジラ〟が現れる―核の記憶と戦争の記憶、大衆文化のなかの戦争」９月15日、静岡県立
島田高等学校（zoom）
［単独］ ８）
「
〝呉さん〟とは誰か？―等身大の上原良司へ」12月２
日、穂高西中学校［単独］ ９）対談「ドキュメンタリー映画の現代史「満洲開拓とシベリ
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ア抑留」
」
（山本常夫監督と、12月４日、満蒙開拓平和記念館；同上、12月11日、佐久穂町茂
来館；久保田桂子監督と、12月５日、満蒙開拓平和記念館）
［共同］ 10）
「朝鮮戦争を考え
る―地域から／戦争経験から」12月25日、神奈川県高等学校教科研究会社会科分会歴史分科
会「日本史セミナー」神奈川県立横浜翠嵐高校［単独］
豊岡康史
②１）「嘉慶四（1799）年八月上諭前半の訳注及び考察：清朝嘉慶維新研究序説」
（
『信州大
学人文科学論集』８⑵、67‒80）
［共著］ ２）
「嘉慶四（1799）年八月上諭の訳注および考察
⑵清朝嘉慶維新研究序説」
（
『環日本海研究年報』26、69‒91）［共著］
⑤１）「書籍紹介：菊池秀明『太平天国
12、29‒42）
［単著］ ２）
「書評

皇帝なき中国の挫折』」
（『中国史史料研究会会報』

岩井茂樹著『朝貢・海禁・互市：近世東アジアの貿易と秩

序』
」
（
『東洋史研究』80‒１、177‒189）
［単著］
⑥「一般教養における世界史概論の試み：
「モノの世界史」
」
（新潟大学人文学部 WS「大学
におけるアジア史教育の授業デザインと実践報告」＠ ZOOM、３月11日）
⑦ １） 科 学 研 究 費 補 助 金「 清 朝 中 期 漢 地 政 策 の 変 容 と そ の 社 会 経 済 的 背 景 の 再 検 討
（1736‒1854）
」
（若手研究、18Ｋ12522、2018‒2021年）研究代表者

２）『まんが世界の歴史』

（KADOKAWA、２月）11巻（224p）第１章・12巻（224p）第４章監修
山本英二
②１）
「信州資料ネットの設立と活動」
（群馬歴史資料継承ネットワーク編『群馬の歴史資料
を未来へ―歴史資料ネットワーク事始め―』群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員
会、pp. 79‒82、３月）
［単著］ ２）
「2019年台風19号豪雨災害と信州資料ネット」（日本歴
史学協会『日本歴史学協会年報』第36号、pp. 14‒21、３月）［単著］ ３）
「捨て子」
（松尾
美恵子・藤實久美子編『大名の江戸暮らし事典』柊風舎、791P、pp. 600‒603、８月）［単著］
⑤「新刊紹介

揖斐高編約『江戸漢詩選』上・下」（『信大史学』第46号、pp. 55-58、11月）

⑦１）2020年度後期講座講師・第４～５回「災害から学ぶ日本史」（名古屋市・栄中日文化
センター、２月19日、３月19日）
［単独］ ２）2021年度後期講座講師・第１～３回「古記録
から読み解く日本史」
（名古屋市・栄中日文化センター、10月15日、11月19日、12月17日）
［単独］ ３）徳川林政史研究所特任研究員
議員

６）信州資料ネット代表

４）関東近世史研究会評議員

５）国史学会評

７）人間文化研究機構・国文学研究資料館共同研究員

８）人間文化研究機構・国立歴史民俗博物館運営会議委員
磯部美穂
② “Similarities and Differences in Correction Operations. Quantitative and Qualitative
Analysis based on a Learner Corpus”、
『信州大学人文科学論集』第８号（第２冊）、81‒99、
［共著］
③コラム「接頭辞―in」
、
『アクセス独和辞典』第４版、826．［単著］
⑦１）編集補佐『アクセス独和辞典』第４版、４月、三修社、1979頁

２）多文化交流サロ

ン司会「Regensburg ― eine Stadt erinnert sich（レーゲンスブルク―街は記憶している）」
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講師クリスティーナ・ビンダー（レーゲンスブルク大学）、７月９日、オンライン。
伊藤加奈子
②「冷蔵庫はいつ開いたのか？―動作の省略と場所表現についての日中対照―」（『信州大学
人文科学論集』第８号（第２冊）
、101‒127）
［単著］
氏岡真士
①『続書を中心とした『水滸伝』の研究』
（科研報告書別冊、全96頁）［単著］
②１）
「原刊本《水滸後傳》管窺」
（
『信州大学人文科学論集』第８号（第２冊）、129‒142）
［単著］ ２）「
『杜騙新書』の国立国会図書館蔵抄本について」（『信州大学総合人間科学研
究』第15号、146‒171）
［共著］ ３）
「
『杜騙新書』における包公」（『信州大学人文科学論集』
第９号（第１冊）
、73‒88）
［単著］
葛西敬之
①畠山寛、吉中俊貴、岡本和子編著『ドイツ文学の道しるべ：ニーベルンゲンから多和田葉
子まで』ミネルヴァ書房、257頁（担当範囲：
「ゴットフリート・ケラー」
「ローベルト・
ヴァルザー」
「ギュンター・グラス」46-47頁、94-95頁、120-121頁）［共著］
⑥「ローベルト・ヴァルザーの表現主義との距離」
、スイス文学会研究発表会、Zoom ミー
ティング、12月19日［単独］
⑦日本学術振興会科学研究費補助金（若手研究）「ローベルト・ヴァルザーにおける「現実」
と「虚構」の位置価」
（課題番号：21Ｋ12961）研究代表者
鎌田隆行
①１）Balzac. Multiples genèses, Presses Universitaires de Vincennes, 480p.［単著］ ２）
Andrea Del Lungo et Takayuki Kamada (dir.), The Balzac Review/Revue Balzac, n°4, «lʼédition/
Publishing», Classiques Garnier, 301p.［ 共 編 著 ］ ３）Éric Bordas, Pierre Glaudes et
Nicole Mozet (dir.), Dictionnaire Balzac, Classiques Garnier, 2021, 1558p.［共著、分担執筆
箇 所：«Album historique et anecdotique» (p. 54‒55), «Attribution» (p. 105‒109), «Avanttexte» (p. 118‒120), «Béchet, Louise-Marie-Julienne, dite Mme Charles» (p. 151‒152), «Bois
de Boulogne» (p. 178), «Canel, Urbain» (p. 208), «Catalogue Delloye» (p. 218‒219), «Catalogue
des ouvrages que contiendra La Comédie humaine» (p. 219‒222), «Chapitre» (p. 237‒240),
«Charivari (Le)» (p. 241), «Charpentier, Gervais» (p. 242), «Comédiens sans le savoir (Les)»
(p. 280‒281), «Daumier, Honoré Victorin» (p. 344‒345), «Dédicaces (dédicataires)» (p.
349‒351), «Desnoyers, Louis» (p. 371), «Didot, Firmin» (p. 384), «Dutacq, Armand» (p. 417),
«Écriture (graphie)» (p. 425), «Éditions» (p. 425‒428), «Épreuves corrigées» (p. 461‒462),
«Faux départ» (p. 519‒520), «Feuilleton» (p. 534‒537), «Feuilleton des journaux politiques» (p.
537), «Fragment» (p. 559), «Furne, Charles» (p. 564), «Furne corrigé» (p. 564‒566),
«Gaudissart II» (p. 572‒574), «Gazette des tribunaux (La)» (p. 576), «Génétique» (p. 577‒579),
«Girardin, Delphine de» (p. 584), «Girardin, Émile de» (p. 585‒586), «Gloire des sots (La)» (p.
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587‒589), «Gosselin, Charles» (p. 593), «Gozlan, Léon» (p. 593‒594), «Granville, Jean-Jacques»
(p. 597), «Japon» (p. 670‒674), «Ladvocat, Pierre-François» (p. 694), «Lecou, Victor» (p. 704),
«Levavasseur, Alphonse» (p. 723‒724), «Lovenjoul, Charles-Victor-Maximilien-Albert, de
Spoelberch de, vicomte» (p. 750‒751), «Manuscrit» (p. 779‒780), «Mode (La)» (p. 847),
«Monnier,Henry» (p. 863‒864), «Monographie de la presse parisienne» (p. 864‒866),
«Monographie du rentier» (p. 866‒867), «Œuvres complètes» (p. 920‒924), «Œuvres de lʼabbé
Savonati» (p. 925‒927), «Œuvres diverses» (p. 927‒930), «Papier» (p. 951), «Parisiens en
province (Les)» (p. 956‒957), «Paysans (Les)» (p. 972‒974), «Pensées, sujets, fragmens» (p.
984‒986), «Petits Bourgeois (Les)» (p. 1001‒1002), «Physiologie de la toilette» (p. 1008‒1009),
«Physiologie du cigare» (p. 1010), «Physiologie gastronomique» (p. 1013), «Pierrot, Roger» (p.
1019), «Poèmes» (p. 1024‒1025), «Préoriginale» (p. 1045‒1046), «Presse» (p. 1047‒1050),
«Publication» (p. 1077‒1079), «Rabou, Charles» (p. 1087), «Réemploi» (p. 1107‒1109),
«Rénovateur (Le)» (p. 1115), «Rentier» (p. 1115), «Saché» (p. 1167), «Siècle (Le)» (p. 1214),
«Souverain, Hippolyte» (p. 1229), «Sucre» (p. 1249‒1250), «Typographe (typographie)» (p.
1306), «Variantes» (p. 1340‒1342), «Voleur (Le)» (p. 1369‒1370)］ ４）松澤和宏・小倉孝誠
編『フローベール

文学と〈現代性〉の行方』、水声社、2021、399p.［共著、分担執筆箇

所：
「フローベールからバルザックへ――ジャーナリズムの問題を中心に」、p. 229‒243］
⑥１）「ミクロレクチュールとマクロレクチュール―柏木隆雄『バルザック詳説』
（水声社、
2020）を読む―」
、合同バルザック研究会、Zoom ミーティング、５月15日［単独］ ２）
«Les interventions de Charles Rabou dans Les Petits Bourgeois»、国際研究集会 «Balzac
en collaboration»、Zoom ミーティング、６月10日［単独］ ３）「シャルル・ラブーによる
『プチ・ブルジョワ』続編」
、関西バルザック研究会、近畿大学／ Zoom ミーティング（ハイ
ブリッド開催）
、12月25日［単独］
⑦１）科学研究費補助金基盤研究C「バルザックにおける共作の生成論的研究」（研究課題
番号18Ｋ00474）研究代表者

２）Groupe International de Recherches Balzaciennes（国際

バ ル ザ ッ ク 研 究 会 ） 執 行 部 メ ン バ ー（2008年 ３ 月 ～） ３） パ リ 第 ８ 大 学 出 版 会 叢 書
«Manuscrits modernes» アドヴァイザリーボード委員（2014年５月～） ４）パリ・ディド
ロ大学ジャック・セバシェール研究センター客員研究員（2015年12月～） ５）クラシック・
ガルニエ社 «Revue Balzac» 編集委員（2016年11月～） ６）シャンソン研究会参与（2011
年４月～） ７）日本フランス語フランス文学会中部支部幹事（2020年４月～）
渋谷

豊

②「吉江喬松のグルノーブル」
『信州大学人文科学論集』８⑵、p. 143‒162［単著］
⑦１）
「選評」
『文藝譜（長野県文芸コンクール入賞作品集）』第10輯、p. 34‒35［単独］ ２）
「紀伊國屋書店 Kinoppy ＆光文社古典新訳文庫読書会＃70」講師、８月26日（紀伊国屋書店
新宿本店：オンライン） ３）科学研究費補助金基盤研究C「近代文学における地球の表象
―吉江喬松を中心に」
（課題番号20Ｋ00518）研究代表者

４）科学研究費補助金基盤研究C

「世界戦争とナショナル・アイデンティティ―アジア太平洋戦争期の他者体験と文学言説」
（課題番号20Ｋ00323）研究分担者
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寛

③翻訳

１）フランソワ・リサラグ（著）
「壺絵は語る」
、葛西康徳／ヴァネッサ・カッ

ツ ァ ー ト（ 編 ）
『 古 典 の 挑 戦： 古 代 ギ リ シ ア・ ロ ー マ 研 究 ナ ビ 』570頁、 知 泉 書 館、p.
243‒258．
［単著］ ２）マクシム・ピエール（著）「なぜ、古代ギリシア・ローマ演劇を日本
で研究しなければならないのか？」
、葛西康徳／ヴァネッサ・カッツァート（編）『古典の挑
戦：古代ギリシア・ローマ研究ナビ』570頁、知泉書館、p. 310‒328．［単著］
⑥「アプレイウス『変身物語』とプラトンのテキスト」、ギリシア哲学セミナー、９月５日
（オンライン開催）
［単独］
⑦１）日仏ギリシア・ローマ学会 WEB セミナー2021（第１回）を日仏ギリシア・ローマ学
会事務局長として開催，３月６日

２）日仏ギリシア・ローマ学会 WEB セミナー2021（第

２回）を日仏ギリシア・ローマ学会事務局長として開催、４月17日
吉田正明
②１）
「ガストン・クテとその時代」
、『人文科学論集』第８号（第２冊）
、pp. 163-185、３
月［単著］ ２）
「フランスの子ども歌の誕生」
、
『シャンソン・フランセーズ研究』第13号
（シャンソン研究会発行）
、pp. 71‒102、10月［単著］
⑥「フランスにおける子どもの歌の誕生」
、第35回シャンソン研究会、Zoom ミーティング
による研究発表、６月26日［単独］
⑦１）シャンソン研究会代表（６月26日、Zoom ミーティングによる第35回シャンソン研究
会を主催） ２）長野日仏協会会長
杉野健太郎
⑥「Ｆ・スコット・フィッツジェラルドとスポーツ――The Great Gatsby を中心として」、
学会シンポジウム「英米文学とスポーツ」
（サウンディングズ英語英米文学会第73回研究発
表会）
、５月15日、オンライン［単独］
⑦１）書評「ソール・ベロー協会編『ソール・ベローともう一人の作家』」、『中部アメリカ
文学』第24号、日本アメリカ文学会中部支部、３月、pp. 23‒26［単著、国内］ ２）記事
「日本映画学会創立15周年にあたって」
「加藤幹郎先生略年譜」、
『日本映画学会会報』第62
号、３月25日、p. ３、pp. ９‒13［単著］ ３）司会・発表者、学会シンポジウム「英米文学
とスポーツ」サウンディングズ英語英米文学会第73回研究発表会、５月15日、オンライン
［共同、招待］ ４）発表要旨「Ｆ・スコット・フィッツジェラルドとスポーツ――The
Great Gatsby を中心として」
、
『Soundings Newsletter』、No. 73、８月、pp. 11‒12［単独］
５）記事「波多野哲朗先生略年譜」
、
『日本映画学会会報』第63号、７月、pp. ３‒４［共同］
６）学会発表記録

シンポジウム「英米文学とスポーツ」司会・発表者（「Ｆ・スコット・

フィッツジェラルドとスポーツ――The Great Gatsby を中心として」）、『Soundings』、第47
号、12月、pp. １‒10［単独］ ７）学会発表記録

ワークショップ「“Absolution” を読む」

基調発表「“Absolution” と The Great Gatsby」、『フィッツジェラルド研究』第４号、３月、
pp. 11‒27［単独］ ８）学会役員：日本映画学会会長／日本スコット・フィッツジェラルド
協会会長／日本英文学会中部支部理事／サウンディングス英語英米文学会評議員
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趙

泰昊

② ʻThe Performativity of Racial-Religious Identity: The Representation of Saracens in
Middle English Romancesʼ (Études Médiévales Anglaises, Vol. 95)、７‒40［単著］
⑤「中世の異教徒の表現に新たな見地を得る」（『週刊読書人』５月21日号、第93回日本英文
学会全国大会特集「私の研究テーマを紹介します」）
⑥「中英語ロマンスにおける他者の同化とアイデンティティの証明ーサラセンの改宗譚を中
心に」
（日本英文学会第93回全国大会、５月23日、オンライン）［単独］
⑦１）科学研究費補助金（若手研究）「中英語ロマンス文学における宗教の表象研究：
Saracen の表象を中心に」
（課題番号：20Ｋ12960）研究代表者
交流サロン「危機と韓国人」司会、１月22日、オンライン

２）2020年度第７回多文化

３）セミナー「なぜ中世を研究

するのか：中世イングランドにおける人種の表象について」
（人文学部リベラルアーツセミ
ナー研修／教育、２月10日、信州大学） ４）2021年度第２回多文化交流サロン「Oxford
Architecture through the Ages」司会、５月28日、オンライン

５）慶應義塾大学、明治

大学非常勤講師
速水香織
②１）「『信府松本十景句集』翻刻と解題」
（
『信州大学附属図書館研究』10号、pp. 151‒166）
［共著］ ２）「松本深志神社蔵奉納連歌

翻刻と解題」（『信州大学人文科学論集』８‒２号、

pp. 205‒226）
［単著］
⑥１）研究発表「古典と地域を結ぶ ICT 活用教育の可能性――楽しみながら学ぶ「木曽路
双六」・「ことわざ絵合わせ」――」
（第７回日本語の歴史的典籍国際研究集会、11月11日）
［共同］ ２）日本出版学会賞記念講演「元禄期の江戸出版文化――書肆活動の様相と文芸へ
の係わり」
（日本出版学会2021年度秋季研究発表会、12月４日）［単独］
⑦１）くわな市民大学文化課講座「
『十訓抄』を読む」（桑名市パブリックセンター、全７
回、５‒12月） ２）日本近世文学会編集委員（～2021年５月） ３）日本学術振興会科学研
究費補助金基盤研究C課題番号21Ｋ00303「近世中後期における出版メディアの文化史的研
究――菊屋七郎兵衛を中心とする」研究代表者

４）日本学術振興会科学研究費補助金

基

盤研究B課題番号20Ｈ04433「
「道」の魅力の解明：歩く旅の心理的機能と地域資源としての
「道」」研究分担者
研究代表者

５）受託研究「古典籍画像に基づく ITC 活用教育プログラムの開発」

６）文部科学省令和２年度「次世代のライフプランニング教育推進事業」『教

養教育（教職科目を含む）におけるライフプランニング教育プログラム開発成果報告書』
（国立大学法人信州大学、３月15日発行、
［責任編集］小山茂喜、pp. 61‒68） ７）日本出版
学会賞奨励賞受賞（５月）
山田健三
②１）「葛原勾当日記の印判印字システム：印影および現存印判調査結果を中心として」
（
『信州大学人文科学論集』８⑵、pp. 187-204）
、
［単著］ ２）
「仮名がうごくということ：
仮名システムとしての仮名遣の原理」
（
『ことばの研究』13、長野県ことばの会会誌 pp.
1-17）
、
［単著］
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⑦１）人文学部リベラルアーツ研修／教育「コトバノミカタ」（２月10日） ２）市民タイム
ズ記事「
「城西＝じょうせい」正式名称」
（３月21日）取材協力

３）信大日本語学夏季セミ

ナー主宰（９月３日～５日、公開セミナー） ４）人文学部 FD「人文学部の歴史」（９月28
日） ５）令和２～６年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究C（一般）、課題番号
20Ｋ00643）
渡邉匡一
④松高人名録（その三）展（３月６日～５月９日、旧制高等学校記念館）［制作・監修］
⑤「奥州の学僧

純瑜が記した書物―寺院の「蔵書」から考える―」
、
『日本文学』70‒４、

pp. 44‒49［単著］
⑦１）仏教文学会委員（平成22年４月～令和４年３月） ２）説話文学会委員（令和元年10
月～令和４年９月） ３）科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）「真言宗寺院における中・近世期
の学問展開に関する基礎的研究（課題領域番号：17Ｋ02412）研究代表者（～2021.3.31）

