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(平成23年4月1日～平成24年3月31日発表)

【法学部政治行政学科】
氏

名

今 村

江

都 南 雄

藤

俊

種

別

菱

駿

ト

ル
公人社自治総研ブックレット

学術論文

「日本行政学会と私の行政学研究－60周年記念シンポジウムに寄せて－」

日本行政学会編

その他学術論文

「公共性の再定義とガバナンス論－日本における状況を中心に－」

延世大学社会科学研究所/韓国公共社会学会/高麗大学社会学科SSK事業団 韓国国際学術セミ
ナー「アジア太平洋地域におけるガバナンスと公共性」 平成23年10月28日

その他学術論文

「「新しい公共」の行方－地域の視点から－」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp33-56

その他学術論文

「日本における政府間関係の変容と課題『東アジアにおけるローカル・ガバナンスの現状と行方』」

山梨学院大学、北京大学主催国際シンポジウム「東アジアにおけるロ－ガル・ガバナンスの現
状と行方」報告論集 平成23年11月12日

その他学術論文

「ガバナンスと市民・行政・政治－問われる「新しい公共」－」

山梨学院大学大学院社会科学研究科『研究年報 社会科学研究』第32号pp1-24

評論・解説

「地方議会の改革と活性化」

『地方議会人』第41巻12号

評論・解説

「震災国会で「地域主権関連３法」が成立（巻頭コラム）」

『自治総研』第37巻6月号(通巻392号)

評論・解説

「地方自治法改正が自治体議会に問いかけるもの」

生活社

評論・解説

「「習い、性と成る」こと（巻頭言）」

『季刊行政管理研究』第135号

評論・解説

「渡辺京二の作品を読む（巻頭コラム）」

『自治総研』第37巻11月号(通巻397号)

その他（書評）

「野口雅弘著『官僚制批判の論理と心理－デモクラシーの友と敵－』」

『季刊行政管理研究』第137号

その他

「経歴・業績目録」

中央大学法学会『法学新報』第118巻3･4号（今村都南雄先生退職記念論文集）

口頭発表

「地方のイニシアティブによる再生への期待」

日本公益学会

著書（共著）

『自治体政策法務』

有斐閣

その他学術論文

「地域政治における首長主導型民主主義の精神史的地位」

中央大学法学会『法学新報』第118巻3・4号

平成23年9月30日

その他学術論文

「地方政府形態と地方選挙制度 : 比較地方選挙制度論序説」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp57-100

平成23年11月10日

その他

「連載「『自治体議会学』のススメ」25回～35回

ぎょうせい『ガバナンス』

「連載新たな議会に適合的な選挙制度を考える」第1回～4回

イマジン出版『実践自治 Beacon Authority』2011年夏号、秋号、冬号、2012年春号

その他

「新しい地方議会の登場」（講演録）

第一法規『議員NAVI』Vol.29

平成24年1月10日

その他

「地方自治制度改革の現状——第30次地方制度調査会の議論を中心に——」

第一法規『議員NAVI』Vol.30

平成24年3月10日

その他

「論点・統一地方選挙

『毎日新聞』平成23年5月13日

その他

「スピードの政治は首長の専売特許ではない」「議会と大学の戦略的連携の意
義」「どの二元代表制を選択するか」

『自治日報』平成23年6月17日、11月25日、平成24年1月27日

学術論文

「The Prospects for a Strategic Partnership between Japan and Vietnam」

『AJISS Commentary』 Number 124, published by The Japanese Institutes of Strategic Studies

その他学術論文

「Emergence of Greater Mekong Subregion : Its Impact on ASEAN Regional Integration」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp460-444

情報不足、民主主義欠く」

田

平成24年3月

年報行政研究46『行政研究のネクスト・ステージ』 平成23年5月10日

平成23年11月10日

平成24年2月20日

平成23年5月1日
平成23年6月

廣瀨克哉・自治体議会改革フォーラム編『議会改革白書2011年版』

平成23年7月30日

平成23年9月25日
平成23年11月

平成23年3月
平成23年9月30日

平成23年10月1日

平成23年5月30日

平成23年4月～平成24年3月
平成23年6月～平成24年3月

平成23年6月16日

平成23年11月10日

その他（書評）

「Oliver Hensengerth, Regionalism in China-Vietnam Relations:
Institution-Building in the Greater Mekong Subregion, London and New

The 9th Japan-ASEAN Dialogue: The Future of ASEAN Integration and Japan’s Role, cosponsored by the Global Forum of Japan, ASEAN Institutes of Strategic and
International Studies, and the Japan Forum on International Relations 平成24年3月14日
『The Developing Economies』 Volume 49, Issue 3, published by the Institute of
Developing Economies 平成23年9月

口頭発表

「大メコン圏開発と東南アジア･中国関係」

日本国際政治学会2011年度研究大会部会14「南へ向かう中国」

学術論文

「キャンパスのなかの戦争遺跡－戦争遺跡研究の現状と課題」

三田史学会『史学』80巻2・3号

「ASEAN-Japan Cooperation for Peace and Stability of East Asia」]

調査・報告（共著） 『酒折連歌の路道整備と文化遺産調査』
種

発行所・年月日・掲載誌等

『ゼロからの自治―大潟村の軌跡と村長・宮田正馗』

昭 その他

武

イ

著書（共著）

小 笠 原 高 雪 その他学術論文

十

タ

茂 その他学術論文

「授業報告

映画シナリオを使った社会言語的仕掛けの学習」

山梨学院大学考古学研究会

平成23年11月13日

平成23年6月

平成23年4月

山梨学院大学『法学論集』第68号pp101-115

平成23年11月10日
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【法学部政治行政学科】
氏

外

名

川

伸

種

別

タ

イ

ト

ル

学術論文（共著）

「政令指定都市のガバナンスに関する若干の考察」

『日本都市学会年報』Vol.44

その他学術論文

「自治制度における「総合性」・「一般性」の緩和と特定目的の政府（上）」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp117-142

その他学術論文

「自治体教育行政制度：再論」

山梨学院大学大学院『研究年報

「教育委員会の行政統制と新たな教育行政制度」

山梨学院生涯学習センター『大学改革と生涯学習』第16号

その他学術論文

「自治制度における「総合性」・「一般性」の緩和と特定目的の政府（下）」

山梨学院大学『法学論集』第69号

口頭報告（共同）

「動的相互依存モデルの世界遺産事業への適用：修正「伊藤モデル」の提示」

2011年度日本都市学会

平成23年11月6日

口頭報告（共同）

「道州制に対する代替案としての自治制度の提唱」

2011年度日本都市学会

平成23年11月6日

「１９世紀における公衆浴場政策の日英米比較」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp143-160

一 その他学術論文

中

井

道

夫 その他学術論文

永

井

健

夫

その他(研究ノート) 「生涯学習振興イベントの在り方をめぐって―『お祭り』からの脱却―」
その他(研究ノート)
著書
原

百

原

原

日

丸

山

山

年 その他学術論文

禎

嗣

禎

高

嗣

昭

山

正

内

幸

本

夫

次

平成23年5月31日
平成23年11月10日

社会科学研究』第32号

平成24年2月15日
平成24年3月

平成24年3月

平成23年11月10日

山梨学院大学『法学論集』第68号pp.431-441

平成23年11月10日

「消費社会における成人の学習の意義に関する研究ノート―McGregorによる『消
山梨学院生涯学習センター『大学改革と生涯学習』第16号
費者シティズンシップ』の提起について―」
『ナショナリズム論－社会構成主義的再考』
有信堂高文社 平成23年9月21日

平成24年3月

「新疆における中国ナショナリズムの展開」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp189-206

口頭発表

「ナショナリズムの社会構成主義的解釈」

国家論研究会

著書（共著）

『日本法制史

慶應義塾大学出版会

その他学術論文

「東京市鉄管詐欺事件にまつわるもう一つの詐欺事件について」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp161-187

評論・解説

「横顔

法務省大臣官房司法法制部「歴史の壺」25号

平成23年6月

評論・解説

「描かれた法

法務省大臣官房司法法制部「歴史の壺」26号

平成23年９月

評論・解説

「横顔

法務省大臣官房司法法制部「歴史の壺」27号

平成23年12月

評論・解説

「描かれた法

法務省大臣官房司法法制部「歴史の壺」28号

平成24年3月

その他学術論文

「防犯灯の設置管理と町内会・自治会――自治体行政との公共サービスの『協働』に関する事例研究」

中央大学『法学新報』第118巻3・4号

その他学術論文

「基礎自治体における町内会・自治会との包括的委託制度の特性――『連合体』としての組織スラックの視角から」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp207-240

評論・解説

「自治体コミュニティ政策の流儀」

公職研『月刊地方自治職員研修』9月号

口頭発表

「日本の地方政府における住民参加」

山梨学院大学国際シンポジウム『東アジアにおけるローカル・ガバナンスの現状と行方』

著書（共著）

『政治概念の歴史的展開

晃洋書房

その他学術論文

「環境的シティズンシップのタイポロジー」

調査・報告

「環境保護の主体形成の場を求めて――環境的シティズンシップとしての食料主権」 日本学術振興会、科研基盤研究（Ｂ）研究成果報告書

その他（書評）

「緑の脱国民的展開は国家に向かうのか――ロビン・エッカースレイ『緑の国家――民主主意と主権の再考』を読む」

政治思想学会会報

「強姦による憲法上の権利の侵害内容～強姦被害者の声を聞きながら～」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp281-306

著書（共著）

『ガバナンス論の現在』

勁草書房

学術論文

「 ヨーロッパと東アジアのリージョナル・ガバナンスの枠組み:公共圏の構築という課題とその可能性」

日本公益学会『公益学研究』Vol.12pp23-50

学術論文

「フクシマ以後の公益：クリーン・エネルギーのメイン・ストリームとサブ・システムとしての再生可能エネルギーというストーリー」

日本公益学会『公益学研究』第11巻第1号pp1-13

学術論文

「Reform of Prliament and its Discontent with Good Governance:Theoretical Basis and the Relationship between Government and Parliament in Japan」

Hougakushinpo,Journal of Chuo University Juris- prudence Vol.118,pp29-72

学術論文

「自治体行政とNPO」

公職研『地方自治職員研修』第198号pp1-6

その他学術論文

「ジョンロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（上）」

山梨学院大学『法学論集』第68号pp45-70

その他学術論文

「グローバル・ガバナンスの変容とマルティレベル・ガバナンス（上）」

山梨学院大学大学院『社会科学研究』第15号pp59-103

その他学術論文

「ジョンロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）」

山梨学院大学『法学論集』第69号

雄 その他学術論文

啓

発行所・年月日・掲載誌等

―中世・近世・近代―』

第11代大審院長横田国臣」
二宮陸雄『幕府天文方書物奉行高橋景保一件』」

早すぎた注釈書―村田保」
松本清張『無宿人別帳』」

第四巻』

平成23年11月10日

平成23年12月18日
平成24年3月
平成23年11月10日

平成23年9月
平成23年11月10日

平成23年9月
平成23年11月12日

平成23年6月30日

山梨学院大学『法学論集』第68号pp241-279

第32号

平成23年11月10日
平成24年3月20日

平成23年7月20日
平成23年11月1０日

平成23年8月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年10月

平成23年11月
平成23年12月
平成24年2月

平成24年3月
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【法学部政治行政学科】
氏

名

山

本

竹

種

別

イ

ト

ル

「ヨーロッパと東アジアのリージョナル・ガバナンスの枠組み：公共圏の構築という課題とその可能性」

日本比較政治学会（於：北海道大学）

口頭発表

「新しい公共の概念とガバナンスの新たなアクター」

日本政治学会（於：岡山大学）

口頭発表

「日本における三位一体改革にともなう地方分権化と税源移譲」

山梨学院大学、北京大学主催国際シンポジウム「東アジアにおけるロ－ガル・ガバナンスの現状と行方」平成23年11月12日

その他（コーディネーター）

「大震災後のローカル・ガバナンスの行方」

ローカル・ガバナンス学会研究会

その他（コーディネーター）

「東アジアとヨーロッパのリージョナリズムと公共空間」

日本比較政治学会

その他（パネリスト） 「大震災後のローカル・ガバナンスの行方」

ローカル・ガバナンス学会研究会

髙

瑞

平成23年7月14日
平成23年7月30日

その他（コーディネーター）

「ローカル・ガバナンスと公益

その他（コメンテーター）

「21世紀の政策科学 災害とまちづくり：公共政策の視点から」

法政大学大学院政策科学研究科2011年度政策科学シンポジウム

その他（コーディネーター）

「協働における行政の役割」

日本協働政策学会

学術論文

「ボランタリー・アクションの未来 : 障害者福祉政策における社会起業家の視点から」 『ボランティア学研究』Vol.10

学術論文

「NPOのアドボカシー機能の「小さな制度」化とその課題--精神医療分野のNPOの事例分析をもとに」

『ノンプロフィット・レビュー 』11(1)

学術論文

「枠組み外しの旅－宿命論的呪縛から真の＜明晰＞に向かって－」

『東洋文化』92号

寛 その他学術論文

日本公益学会

平成23年6月12日

平成23年6月18日

国際アジア共同体学会

震災復興に果たす地方政府と市民の役割」

平成23年6月18日

平成23年10月8日

その他（パネリスト） 「フクシマ後のアジア安全保証政策と開発協力政策を考える」

平成23年10月1日
平成23年11月20日

平成23年12月4日
pp15-38

平成23年5月
pp33-43

平成23年6月

平成24年3月

「福祉現場の構造に関する現象学的考察 : 「U理論」と「魂の脱植民地化」概念を手がかりに」 山梨学院大学『法学論集』第68号pp363-389

評論・解説

「ニーズ積み上げ型か、予算上限型か?--協議調整モデルやパーソナルアシスタンス制度導入時の課題」

『季刊福祉労働』 (131) pp157-163

評論・解説

「相談支援は何を目的にした方法論なのか？」

『さぽーと』(653)

口頭発表

「支援現場に求められるメゾレベルの帰納論的方法論」

福祉社会学会第９回大会

著書（共著）

『対人関係の心理学：社会心理学でのぞく心の仕組み』

技術評論社

学術論文（共著）

「家族介護と公的介護に対する選好度の規定要因および関係性について」

『実験社会心理学研究』 51号 pp11-20

その他学術論文（共著） 「父親との政治的会話と子の内的政治的有効性感覚の関連」

大

発行所・年月日・掲載誌等

口頭発表

啓

端

タ

pp16-17

平成23年11月10日

平成23年7月

平成23年6月

平成23年6月11日

平成23年4月25日
平成23年9月1日

山梨学院大学『法学論集』 第68号 pp391-411

平成23年11月10日

「視点取得・被視点取得と父子関係の良好さの因果関係」

日本グループ・ダイナミックス学会第58回大会

平成23年8月23日

口頭発表（共同）

「有名判断における回想性と熟知性 (2)」

日本心理学会第75回大会

口頭発表（共同）

「若者の親との同一視と非正規労働者に対する態度の関連 (2)」

日本社会心理学会第52回大会

口頭発表（共同）

「The Process by which the Quality of the Parent’s Marital Relationship Correlates with the Quality of Father-Child Relationship」

The 13th Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology

郁 口頭発表（共同）

平成23年9月15日
平成23年9月18日
平成24年1月28日
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