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2016 年度　和歌山大学観光学部専任教員研究活動

伊藤　央二

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

予稿集 共著 Understanding Japanese conceptualizations of 
volunteering SMAANZ 2016 Book of Abstracts 80

報告書 単著
身体活動の阻害要因とその折衝方法が心理
的健康に及ぼす影響に関する日加文化比較
研究

科学研究費助成事業研究成果報告書 1－6

報告書 共著
ネパール連邦民主共和国のスポーツツーリ
ズムに関する資格制度とその制度が地域雇
用に及ぼす影響について

2015 年度笹川スポーツ研究助成研究成果報告書 73－78

報告書 共著 姫路市スポーツツーリズム推進事業調査　
報告書 国立大学法人 神戸大学 1－63

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際

Travel and Tourism
Research Association
Canada Chapter 
Conference

Tourism research in Japan: Wakayama University’s Center for 
Tourism Research

Travel and Tourism Research Asso-
ciation Canada

国際 SMAANZ Conference 
2016 Understanding Japanese conceptualizations of volunteering Sport Management Association of 

Australia and New Zealand

国内 日本生涯スポーツ学会第
18 回大会

日本，中国，カナダにおける余暇・レジャー活動の種目別
参加頻度と幸福感に関する文化比較研究 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
18 回大会

北山村観光筏下り参加者における観光地の情報収集手段と
参加動機に関する研究 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
18 回大会

野外レクリエーション活動の関与度と地域愛着に関する研
究：和歌山県東牟婁郡北山村の観光筏下りを対象として 日本生涯スポーツ学会

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 有 共著

青年の野外レクリエーションの参加動機と阻
害要因が野外レクリエーション参加に与える
影響：日本とカナダの文化的類似・相違点の
比較検討

体育学研究 61（1） 11－27

学術論文 有 共著

Cultural commonality and specificity in Japanese 
and Euro-Canadian undergraduate students’ 
leisure experiences: An exploratory study on 
control and positive affect

Leisure Sciences 38（3） 249－267

学術論文 有 共著
Mainland Chinese Canadian immigrants’ leisure 
satisfaction and subjective well-being: Results of 
a two year longitudinal study

Leisure Sciences 39（2） 174－185

学術論文 有 共著
A cross-cultural/national study of Canadian, 
Chinese, and Japanese university students’ leisure 
satisfaction and subjective well-being

Leisure Sciences 39（2） 186－204

著 　 　 　 書
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 24 章　観光
と感情） ナカニシヤ出版 174－179

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演 若手研究者、活動家、企
業人等との政策勉強会 スポーツが持つ社会的統合の可能性 文部科学省

パネリスト Publishing Research Papers 
in International Journals Panel discussion 和歌山大学国際観光学研究セン

ター 
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大井　達雄

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

研究ノート 有 共著 六本木アートナイト 2015 が及ぼす経済波及
効果の計測―観光消費額を中心として― 観光学 16 71－78

学術論文 無 単著
観光地域における観光需要の季節変動の要因
分析―ジニ係数および要因分解手法に基づく
実証研究―

日本政策金融公庫論集 33 39－59

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 第 13 回観光情報学会全
国大会

和歌山県におけるインバウンド観光客の周遊行動分析
～観光統計とビッグデータの比較～ 観光情報学会

国内 第 60 回経済統計学会全
国研究大会 人口減少社会における観光データの利活用に関する考察 経済統計学会

国内
日本オペレーションズ・
リサーチ学会関西支部シ
ンポジウム

ディスティネーションマーケティング時代のツーリズム情
報の収集と活用

日本オペレーションズ・リサーチ
学会関西支部

国内 経済統計学会関西支部
11 月例会

平成 18 年社会生活基本調査による旅行・行楽行動の要因
分析 経済統計学会関西支部

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 基盤研究（C） 空間統計学による観光市場の地域特性の把握と地理情報の高度化に関する研究 代表

新規 基盤研究（C） 新たな人口移動を契機とする農山村地域の経済およびコミュニティの変容に関する研
究 分担

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 若手研究（B）
国内外のマスターズスポーツ大会参加者のスポーツツーリスト行動に関する実
証研究

代表

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 笹川スポーツ財団 観光学部寄附金（平成 28 年度笹川スポーツ財団研究助成による） 代表

新規 国立大学法人神戸大学 スポーツツーリズム推進に係る調査業務 代表

新規 飯田市（観光課） 遠山郷観光戦略計画並びに道の駅遠山郷整備計画の策定及び道の
駅遠山郷を核とした地域活性化に関する研究 分担

パネリスト
Tourism and Travel
Research Association 
Canada Annual Conference

Animating Japan through Sport Tourism: An International 
Research Collaboration

To u r i s m  r e s e a r c h  i n  J a p a n : 
Wakayama University’s Centre for 
Tourism Research, opportunities for 
collaboration

パネリスト

観光教育研究セミナー
2016 Vol.4@和歌山大学首
都オフィス「スポーツツー
リズム～メガイベントが
日本社会を変える～」

日本におけるスポーツツーリズム研究 和歌山大学国際観光学研究セン
ター、和歌山大学観光学部

著 　 　 　 書
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 8章　観光統計） ナカニシヤ出版 56－63

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

概説書 分担執筆 持家・借家の住居費負担 日本住宅会議編『深化する居住の危機　住宅白書
2014－2016』、ドメス出版 142－145

その他
（解説） 共著 観光とビッグデータ ESTRELA，2016 年 6 月号 14－19
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その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 わかやま農業協同組合 市民農園の新たな展開方式による都市農業再生方策に関する研究 分担

著 　 　 　 書
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 13 章　観光と地域再生） ナカニシヤ出版 94－100

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 18 章　森林とレクリエーション） ナカニシヤ出版 129－135

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 棚田学会シンポジウム 学生ボランティア「棚田ふぁむ」の取り組み 棚田学会

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 基盤研究（C） 新たな人口移動を契機とする農山村地域の経済およびコミュニティの変容に関する研
究 分担

継続 基盤研究（C） 国有林野の「協働型管理」におけるツーリズム活用・創出の意義と課題 代表

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 飯田市（観光課） 遠山郷観光戦略計画並びに道の駅遠山郷整備計画の策定及び道の
駅遠山郷を核とした地域活性化に関する研究 代表

新規 和歌山県 和歌山県「企業の森」経済波及効果に関する調査 代表

継続 わかやま農業協同組合 市民農園の新たな展開方式による都市農業再生方策に関する研究 分担

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

パネリスト 和歌山県の人と自然をつ
なぐシンポジウム 人と自然のつながり 和歌山県

その他 企業の森シンポジウム in 
OSAKA 「企業の森」の経済波及効果 和歌山県

大浦　由美

尾久土　正己

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 無 共著
360 度ドーム映像の臨場感を利用した異文化学
習～ 360 バーチャルリアリティ映像による視聴
覚教育の可能性～

日本教育メディア学会研究
会論集 42 43－50

著 　 　 　 書
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 12 章　観光
と技術革新） ナカニシヤ出版 85－92

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際 The 7th IFSV DomeFest Master shots for the dome screen 国際科学映像祭実行委員会

国内 平成 28 年度 共同プロ
ジェクト研究発表会

超高精細全天映像と超高精細全天音声を使った 超臨場感空
間の再現 東北大学電気通信研究所

国内 日本天文学会 2017 年春
季年会 全天モニタ画像座標較正Webサービスの構築 日本天文学会
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招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演 ドーム映像制作ワーク
ショップ 魚眼レンズによる全天周実写撮影について 国際科学映像祭実行委員会

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 基盤研究（C） フレームレス超高解像度映像による東京オリンピックの博物館資料化 代表

新規 基盤研究（C） 全天画像用ソフトウェアの開発 分担

継続 基盤研究（B） 認知行動科学に基づく個人鑑賞タイプに合わせた全方位景観鑑賞ナビゲーション環境構築 分担

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 キヤノン株式会社 超多画素・高解像度―魚眼カメラ映像の全天球のドーム映像応用
研究 代表

新規 株式会社阪急交通社　大阪団体支店 アストロツアーの企画運用の研究 代表

新規 高等教育機関コンソーシアム和歌山 高野山における若年層観光客増加を目的とした需要分析 代表

新規 飯田市（観光課） 遠山郷観光戦略計画並びに道の駅遠山郷整備計画の策定及び道の
駅遠山郷を核とした地域活性化に関する研究 分担

芸術・建築・体育系分野等
主　催　者 大会名称等 規　　模　

一般社団法人松本映画祭プ
ロジェクト 松本映画祭プロジェクト第 9回商店街映画祭 全国

国内 平成 28 年度全国プラネ
タリウム大会・釧路 2016 全編実写ドームドラマの製作について 日本プラネタリウム協議会

国内 平成 28 年度全国プラネ
タリウム大会・釧路 2016 ドームドラマ I’m not alone 日本プラネタリウム協議会

国内 第 13 回観光情報学会全
国大会

高野山開創 1200 年祭におけるビッグデータとリアルデー
タの比較 観光情報学会

国内 ドーム映像制作ワーク
ショップ 魚眼レンズによる全天周実写撮影について 国際科学映像祭実行委員会

国内 日本天文学会 2016 年秋
季年会 全天モニタ画像の残差の評価と補正について 日本天文学会

国内
観光教育研究セミナー
2016 Vo.6「観光からみ
た宇宙」

観光と宇宙―和歌山大学観光学部の取り組み 和歌山大学国際観光学研究セン
ター、和歌山大学観光学部

学会賞等の受賞
賞の名前 内　容　等 学会名等

功績賞 リーダーを務める「全天映像ワーキンググループ」が受賞 超臨場感コミュニケーション産学
官フォーラム

小野　健吉

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 有 単著 東京都所管文化財庭園の観光を含めた活用の展
望 観光学 16 25－38

学術論文 無 単著 歴史文化遺産及び歴史文化景観に関する行政の
展開 ランドスケープ研究 80（4） 304－307

その他 無 単著 日本庭園の歴史と文化：平成 27 年度日本造園
学会受賞者業績要旨 ランドスケープ研究 80（2） 137－140
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そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

報告書 編著 『観光資源としての庭園（1）』 科学研究費補助金報告書 96

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 基盤研究（B） 歴史と現状からみた庭園の観光資源としての可能性に関する研究―欧州との比較から 代表

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演 日本造園学会全国大会 古代から近代に至る日本庭園の歴史と文化に関する研究
（平成 27 年度日本造園学会賞受賞記念講演） 日本造園学会

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際

The 27th Council for 
Australasian Tourism and
Hospitality Education 
（CAUTHE） Annual 
Conference 2017

Loss, hope and world heritage: Narratives of endings and 
beginnings along Japan’s Kumano Kodo pilgrimage trail （Adam 
Doering, Hazel Tucker, Kumi Kato）

CAUTHE

国際 Tourism Naturally Tourism and Resilience: Community in Fukushima Tourism Naturally

国際 Tourism Naturally Whale watching & Lifestyle Migrants Tourism Naturally

国際 オーストラリア学会全国
研究大会

Our whales in our waters: Australia's transition to whaling to 
whale watching オーストラリア学会

国内

瀬戸内エコフォーラム：
多様な景観と地産を「な
りわい」とする元気な
島々の活性化に向けて～ 
　地域着地型観光ＤＭＯ
による瀬戸内海エコツー
リズムの運用

オーストラリアのエコツーリズム 瀬戸内エコフォーラム

国内
世界遺産の順応的ガバナン
スとその守り手としてのサ
ステイナブル・ツーリズム

Spiritual （walking） tourism as a foundation for sustainable 
destination development  - Kumano-kodo pilgrimage, Wakayama, 
Japan

和歌山大学国際観光学研究セン
ター

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 挑戦的萌芽研究 ツーリズムによる希望の創出：クリティカル、サステナブルツーリズムの理論と実践 代表

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 田辺市 田辺市大学連携地域づくり事業費補助金 代表

新規 三井物産株式会社 精神文化にもとづく持続可能な地域づくり　―地域と世界をむす
ぶ芸術と観光 代表

継続 三井物産株式会社 環境精神文化復興による持続可能な社会の構築：福島県相馬郡飯
館村の自然信仰 代表

著 　 　 　 書
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 25 章　観光とサステナビリティ） ナカニシヤ出版 180－187

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 無 単著 Our whales in our waters: Australia’s transition to 
whaling to whale watching

オーストラリア学会
第 27 回全国研究大会講演録 2017.3 月 1－9

加藤　久美
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神田　孝治

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 有 単著
沖縄本島における墓地を対象とした観光の生産
とその変容―移動に注目したダークツーリズム
の考察

観光学評論 5巻 1号 93－110

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 共編著 ここからはじめる観光学（第 2章　観光の歴史とその
特徴／第 22 章　観光と文化） ナカニシヤ出版 9－16／

160－166
そ　　の　　他

区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

翻訳 分担訳 第 4章「グローバルズとモビリティーズ」
アンソニー・エリオット &ジョン・アーリ（遠
藤英樹監訳）『モバイル・ライブズ』、 ミネルヴァ
書房

89－112

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 観光学術学会第 5回大会 縄本島における墓地を対象とした観光の生産とその変容
―モビリティに注目したダークツーリズムの一考察 観光学術学会

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 基盤研究（B）「地域文化」の概念的整理と現象分析への展開―地理学方法論の試みとして― 分担

継続 挑戦的萌芽研究 観光に焦点をあてた歓待についての地理学的研究 代表

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 14 章　観光と地域プロデュース） ナカニシヤ出版 101－107

芸術・建築・体育系分野等
主　催　者 大会名称等 規　　模

OCHANOMIZU
CREATORS FESTIVAL お茶の水映像クリエイター祭 小規模映画祭

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 若手研究（B）「都市カーネル」を指標とした「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実践的研究 代表

木川　剛志

北村　元成

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

報告書 監修 観光地・地域ブランドの現状
―丹生都比売神社の現状・ブランド力― ― 23

報告書 監修 2016 年度竹燈夜報告書 ― 54

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 29 章　観光とデザイン） ナカニシヤ出版 209－215
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芸術・建築・体育系分野等
主　催　者 大会名称等 規　　模

和歌山市 竹燈夜広報ポスター 近畿圏 JR・南海駅貼り、リーフ
レット 4万枚

株式会社オカザキ紀芳庵 紀州ふるーつじゃんぼ焼　パッケージデザイン デザイン：長岩三咲、北村元成
現在商品化され販売中

和歌山大学観光学部 地域活性化システム論　ポスターデザイン 関係各所

クリエ 和歌山大学公開体験学習会　広報デザイン 和歌山～大阪南部、リーフレット
60000 部

丹生都比売神社、高野山 神仏二所詣で　ポスターデザイン
JR・南海各駅への駅貼りポスター
（B2 判）、南海電車内中吊り広告
（B3 判）

丹生都比売神社 花盛祭　ポスターデザイン
JR・南海各駅への駅貼りポスター
（B2 判）、南海電車内中吊り広告
（B3 判）、県内各所

有田川町 あらぎ島展望台　サインデザイン
説明サイン（600×1100mm）1基、
パノラマサイン（750×300mm）2基、
誘導サイン（200×600mm）2基

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 橋本市 シティセールスに係るブランドデザインについて 代表

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

報告書 共編著 地域ブランド形成における住民の役割に関
する研究：地域ブランド研究会報告書 和歌山地域経済研究機構 57

佐々木　壮太郎

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 飯田市（観光課） 遠山郷観光戦略計画並びに道の駅遠山郷整備計画の策定及び道の
駅遠山郷を核とした地域活性化に関する研究 分担

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 10 章　観光とブランド） ナカニシヤ出版 71－77

佐野　楓

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 有 単著
Why do they use social media to organize vacation 
trip? Explore the effect of attitude, benefit and 
incentive on tourists’ intention of using social media

Proceedings of Asia Pacific 
Tourism Association Annual 
Conference

― 239－242

学術論文 有 単著
“Investigating the role of attitudes towards social 

media marketing activities and the perceived value 
of using social media in organizing vacations”

Proceeding of 2016 Global 
Marketing Conference at Hong 
Kong

CD-ROM 1－6

学術論文 有 単著
"Does social media really enhance relationships 
with customers? Understanding the effects of 
SCRM in Japan’s tourism industry”

P r o c e e d i n g s  o f  2 0 1 6 
International Conference of 
Asian Marketing Associations

CD-ROM 1－20

学術論文 有 単著 ツーリズム 2.0 時代におけるソーシャルメディ
ア商業化に関する理論的探索 観光学 16 49－60

学術論文 有 共著
Understanding tourists’ information search behavior 
as a risk reduction strategy: The case of international 
tourists in Japan

Proceedings of International 
Marketing Trends Conference Online 1－16

その他 有 共著 Natural disasters and tourism: A review of major 
events in Japan from 1995 to 2014”

Proceeding of 2016 Asia Pacific 
Chapter Conference, Travel & 
Tourism Research Association

CD-ROM 1－5
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科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 若手研究（B）サービス業界におけるソーシャル顧客関係管理の理論と実践に関する研究 代表

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 9章　観光マーケティング） ナカニシヤ出版 64－70

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際
2016 Asia Pacific Tourism 
Association Annual
Conference

Why do they use social media to organize vacation trip? Explore 
the effect of attitude, benefit and incentive on tourists’ intention 
of using social media

Asia Pacific Tourism Association 

国際 2016 Global Marketing 
Conference

Investigating the role of attitudes towards social media marketing 
activities and the perceived value of using social media in 
organizing vacations

Global Marketing Conference

国際
2016 International 
Conference of Asian
Marketing Associations

Does social media really enhance relationships with customers? 
Understanding the effects of SCRM in Japan’s tourism industry

International Conference of Asian 
Marketing Associations

国際
International Marketing 
Trends Conference Annual 
Conference

Understanding tourists’ information search behavior as a risk 
reduction strategy: The case of international tourists in Japan

International Marketing Trends 
Conference

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演 ― 留学生のための定量的方法論―実証論文をどのように書くか 山口大学経済学部

パネリスト Publishing Research Papers 
in International Journals Panel discussion 和歌山大学国際観光学研究セン

ター 
学会賞等の受賞

賞の名前 内　容　等 学会名等
Nominee paper for Japan 
Award

“Does social media really enhance relationships with customers? 
Understanding the effects of SCRM in Japan’s tourism industry”

2016 International Conference of 
Asian Marketing Associations

澤田　知樹

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 無 単著 表面的中立政策と別異的効果
～妊娠女性への差別を例に～ 経済理論 387 63－79

研究ノート 無 単著 訴訟を通じた弱者・被害者の救済 経済理論 385 65－78

竹田　明弘

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

報告書 共編著 地域ブランド形成における住民の役割に関
する研究：地域ブランド研究会報告書 和歌山地域経済研究機構 57

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 6章　宿泊産業） ナカニシヤ出版 42－48

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 第 54 回　日本医療・病
院管理学会 期待水準からみた看護師の職務満足 日本医療・病院管理学会

国内 東海ヘルスケア研究会 看護師の職場期待からみた職務満足分析について 東海ヘルスケア研究会
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竹鼻　圭子

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

翻訳書 単著 Seeking the Missing Link to Rikyu 英宝社 158

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 27 章　観光と翻訳） ナカニシヤ出版 195－201

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 7章　観光人材） ナカニシヤ出版 49－55

竹林　明

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

報告書 共編著 地域ブランド形成における住民の役割に関
する研究：地域ブランド研究会報告書 和歌山地域経済研究機構 57

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 4章　観光と経営） ナカニシヤ出版 28－34

竹林　浩志

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 無 共著 現代の事業経営における人権問題
―国連の人権擁護プログラムを中心に― 経済理論 385 25－40

出口　竜也

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第11章　観光とコンテンツ）ナカニシヤ出版 78－84

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演 平成 28 年度　四町広域
春セミナー 農家・漁家民泊と連携した 『観光まちづくり』の在り方 浦河町

その他
平成 28 年度　浦河町観
光ワーキングチグループ
会議

ワークショップ「観光学のススメ」 浦河観光協会

その他 平成 28 年度　伊達市ま
ちづくり観光ゼミナール 地域ブランドを確立させるために NPO法人だて観光協会

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 田辺市 田辺市大学連携地域づくり事業費補助金 代表

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

その他 編著 観光からみた宇宙 和歌山大学国際観光学研究センター・
和歌山大学観光学部 81

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 20 章　ジオツーリズム） ナカニシヤ出版 144－150

中串　孝志
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学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内
Japan Geoscience Union 
Meeting 2016, May 22 － 26 
2016 at Makuhari, Chiba, Japan

データ検索から見えるジオパークの認識 Japan Geoscience Union

国内 第 13 回観光情報学会全国大
会

交通ビッグデータと Twitter検索結果が示す国内のジオ
パークの実態 観光情報学会

国内 第 2 回科学技術教養論研究
会全国大会 観光情報学的アプローチとその応用 科学技術教養論研究会

国内 天文教育普及研究会近畿支
部集会

お月見カフェイベント 
―和歌山大学観光学部での取り組み― 天文教育普及研究会近畿支部

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

パネリスト 第 4 回 小型衛星の科学
教育利用を考える会 小型衛星の「気軽な」教育利用のために 小型衛星の科学教育利用を考える

会

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 基盤研究（A）ユネスコ「歴史的都市景観に関する勧告」後の都市経営戦略確立に関する研究 分担

継続 若手研究（B）人口希薄地域における生活・生業系文化遺産を対象とした観光マネジメントに関する研究 代表

継続 基盤研究（B）観光まちづくりのための計画技術の体系化と教育開発に関する研究 分担

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 日本建築学会大会
地域主体の市駅前通り社会実験の企画と実施体制
―公民学連携による地方都市の駅前市街地再生に関す
る研究　その３―

日本建築学会

国内 日本建築学会大会
市駅前通り社会実験における「緑と憩いの広場」の具
現化と来場者の反応　―公民学連携による地方都市の
駅前市街地再生に関する研究　その４―

日本建築学会

国内 日本建築学会大会
市駅前通り社会実験に対する住民の反応　―公民学連
携による地方都市の駅前市街地再生に関する研究　そ
の５―

日本建築学会

国内 日本建築学会大会
市堀川クルーズの試行を通じた水辺活用の可能性と参
加者の反応　―公民学連携による地方都市の駅前市街
地再生に関する研究　その６―

日本建築学会

永瀬　節治

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 無 単著 五箇山における滞在型観光をめぐる計画・施策
の系譜と今日的課題

観光地域は都市計画・まち
づくりに何を期待するの
か？

2016 年度
日本建築
学会大会
（九州）都
市計画部
門 研究懇
談会資料

37－40

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 19 章　観光と景観） ナカニシヤ出版 136－143
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著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 編著 わかやまを学ぶ　紀州地域学　初歩の初歩 清文堂 81－92

専門書 分担執筆 越境と連動の日系移民教育史　複数文化体験の視座 ミネルヴァ書房 71－90

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 28 章　観光と異文化間コミュニケーション） ナカニシヤ出版 202－208

東　悦子

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 株式会社日本経済新聞社 旅館・ホテル経営人材育成プログラムの実施 代表

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁
プロシー
ディングス 単著 訪日外国人の増加と民泊問題

―旅行者のニーズと制度のマッチング―
Economic Coopreration Forum of CEO in Northeast 
Asia 102－129

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 無 単著 旅館業の法制度と民泊 地銀協月報 671 8－13

学術論文 無 単著 宿泊サービスと宿泊契約　
―宿泊契約締結の拒否の制限に着目した考察― 政策科学

24巻 4号
（通巻
68号）

81－98

その他 有 単著 The current situation and issues with
accommodation legislation in Japan

A PATHWAY FOR THE NEW 
GENERATION OF TOURISM 
RESEARCH Proceedings of 
the EATSA Conference 2016

― 217－221

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際
The Euro-Asia Tourism
Studies Association （EATSA) 
Inaugural Conference 

Current situation and issues of legislation regarding 
accommodation in Japan

EATSA -Euro-Asia Tourism Studies 
Association

国際 Singapore-Japan Tourism
Business Conference An Outline of Japanese Tourism シンガポール観光ビジネス学会

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 5章　旅行産業） ナカニシヤ出版 35－41

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演
Economic Coopreration 
Forum of CEO in Northeast 
Asia 2016

訪日外国人の増加と民泊問題
―旅行者のニーズと制度のマッチング― 浦項市

廣岡　裕一

藤田　武弘

論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁

学術論文 有 単著 変化する都市 ･農村関係と日本型グリーンツー
リズムの現代的意義（原文は韓国語）

韓国農業経済学会「2016 年
度・国際学術交流論文集」 ― 43－60

学術論文 有 共著 農山村地域への移住者の実態と受入側の課題 農業市場研究 25－4 61－67
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そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

報告書 共著 東京都練馬区農業体験農園利用者アンケー
ト調査報告書 ― 1－91

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演 韓国農業経済学会 変化する都市 ･農村関係と日本型グリーンツーリズムの現
代的意義 韓国農業経済学会

招待講演 第 28 期・全国地域リー
ダー養成塾 都市農村交流が拓く農山村再生の可能性 財団法人地域活性化センター

パネリスト 学輪 IIDA全体会議パネ
ルディスカッション 様々な「知」や「人財」が共鳴して集う地域の実現に向けて 長野県飯田市

コーディ
ネーター 農林漁家民泊研修会 インバウンド受入をめぐる今後の課題と展望 和歌山県農林水産部

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 基盤研究（C）新たな人口移動を契機とする農山村地域の経済およびコミュニティの変容に関する研究 代表

継続 基盤研究（C）ネットワーク型ビジネスモデル：農村型コミュニティビジネスの価値創出要因と課題 分担

継続 基盤研究（C）ソバを核とした 6次産業化による過疎化・高齢化地域の活性化に関する研究 分担

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 公益財団法人江頭ホスピタリティ事業
振興財団

観光学部寄附金（平成 28 年度江頭ホスピタリティ事業振興財
団助成金 ) 代表

新規 飯田市（観光課） 遠山郷観光戦略計画並びに道の駅遠山郷整備計画の策定及び道
の駅遠山郷を核とした地域活性化に関する研究 分担

継続 わかやま農業協同組合 市民農園の新たな展開方式による都市農業再生方策に関する研
究 代表

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学
（第 17 章　都市農村交流と観光） ナカニシヤ出版 122－128

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 日本農業市場学会・個別報
告

農業 ･農村の担い手確保からみた都市農村交流活動の
役割と意義 日本農業市場学会

国内 日本農業市場学会・個別報
告 農山村地域への移住者の実態と受入側の課題 日本農業市場学会

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

継続 NTTタウンページ株式会社 地域の魅力あるコンテンツの発掘 代表

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 15 章　観光とまちづく
り／第 21 章　アーバンツーリズム） ナカニシヤ出版 108－ 114／

151－ 158

堀田　祐三子

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 基盤研究（C) 観光の発展に伴う都市空間形成の変化と生活者による空間への関与に関する研究 代表
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招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

招待講演

QPA公園管理運営セミ
ナー Vol.4　公園の管理
運営における「モニタリ
ング」・「自己評価」

公園管理運営におけるマネジメントの考え方
～サービスの品質と管理の自己点検～ 公園管理運営士会九州支部

パネリスト 平成 28年度第 2回学習会 公園の管理運営におけるモニタリング・自己評価のための
事業計画フレームワーク 公園管理運営士会九州支部

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 公益財団法人メルコ学術振興財団 観光学部附寄附金（2016 年度公益財団法人メルコ学術振興財団研
究助成による ) 代表

新規 株式会社日本経済新聞社 旅館・ホテル経営人材育成プログラムの実施 分担

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 基盤研究（C） CSR活動への継続的投資を促進する管理会計システムの導入研究：銀行業を中心に 代表

継続 基盤研究（C）ネットワーク型ビジネスモデル：農村型コミュニティビジネスの価値創出要因と課題 分担

継続 挑戦的萌芽研究 パフォーマンス発揮を可能にする陸上競技会マネジメントモデルの構築：時間に着目して 分担

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際

The 27th Council for
Australasian Tourism and
Hospitality Education
（CAUTHE) Annual 
Conference 2017

“THE EARLY EMERGENCE OF JAPANESE DMOS: 
EXPLORATORY INSIGHTS FROM MIYAZAKI, JAPAN” CAUTHE

八島　雄士

山田　良治

科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

継続 基盤研究（C）高等教育機関における観光教育のあり方に関する国際比較研究 代表

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

入門書 共編著 ここからはじめる観光学（第 3章　観光学と観光教育）ナカニシヤ出版 17－26

吉田　道代

そ　　の　　他
区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁

発表論文集 分担執筆 第 27 回オーストラリア学会全国研究大会
講演録 オーストラリア学会 78

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

概説書 分担執筆 図説　日本の都市問題 古今書院 136

入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第26章　観光とジェンダー）ナカニシヤ出版 188－194
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科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担

新規 挑戦的萌芽研究 同性愛者の居住地選択と都市の変容―自治体による同性婚認定の影響を読み解く 代表

招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等

パネリスト オーストラリア学会全国
研究大会

シンポジウム I　オーストラリアにおけるツーリズムの諸
相―アイデンティティの表現と文化交流をめぐる可能性と
課題　報告３　シドニーの LGBTツーリズム―ゲイ・アン
ド・レズビアン・マルディグラに焦点を当てて

オーストラリア学会

米山　龍介

芸術・建築・体育系分野等
主催者 大 会 名 称 等 規　　模

青潮書道会 松村博峰受賞祝賀コンサート（大阪） 600 人

関西私学幼稚園協会 関西私学幼稚園協会教育研究会コンサート（和歌山） 500 人

和歌山いけばな協会 和歌山県いけばな協会コンサート（和歌山） 600 人

和歌山県 旧和歌山県議会議事堂修復記念コンサート（和歌山） 600 人

和歌山県 万葉館コンサート（和歌山） 100 人

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際

The 27th Council for
Australasian Tourism and
Hospitality Education
（CAUTHE) Annual
 Conference 2017

“Enmusubi” tourism, businesses, and regional development in 
Izumo City, Japan CAUTHE

国際

The 27th Council for
Australasian Tourism and
Hospitality Education 
（CAUTHE) Annual 
Conference 2017

Transforming the image of a former industrial area with art: The 
case of Kitakagaya, Osaka, Japan CAUTHE




