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2017 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

プロシー
ディングス 共著

Hong Kong Chinese workers’ ideal affect 
and actual affect during leisure, and their 
correspondence: A follow-up to Mannell et al. 
(2014）

CCLR15 Book of Proceedings 136－138

プロシー
ディングス 共著

Discrepancies between Japanese undergraduate 
students’ ideal affect and actual affect in 
leisure/non-leisure and social contexts

CCLR15 Book of Proceedings 179－181

プロシー
ディングス 共著

Are leisure constraints models reflective or 
formative?: A confirmatory tetrad analysis of 
LTPA constraints

CCLR15 Book of Proceedings 199－200

プロシー
ディングス 共著

Balancing striving and enjoyment through 
leisure towards ikigai or a life worth living: A 
structural equation modeling test of a grounded 
theory

CCLR15 Book of Proceedings 201－202

報告書 共著

スポーツ活動が日本人青年後期の生きがい
に及ぼす影響についての理論化研究：構造
方程式モデリングによるグラウンデッド・
セオリーのさらなる検証

2016 年度笹川スポーツ研究助成研究成果報告書 204－213

報告書 共著
日本におけるスポーツボランティアの概念
化に関する質的研究：スポーツボランティ
ア文化の構築に向けて

2016 年度笹川スポーツ研究助成研究成果報告書 40－48

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
Relationships among self-construal, control, 
and positive affect in Japanese undergraduate 
students’ leisure experience

World Leisure Journal 60（1） 14－28

学術論文 有 共著
Cardiometabolic risk factors in type 2 diabetes 
with high fat and low muscle mass: At baseline 
and in response to exercise

Obesity 25（5） 881－891

研究ノート 有 共著 Sustainable sport tourism in Japan Tourism Planning and 
Development 18（1） 96－101

研究ノート 有 共著 国内スポーツツーリズム研究の系統的レ
ビュー 体育学研究 62（1） 773－787

研究ノート 有 共著
日本におけるスポーツコミッションの設立プ
ロセスの検討：さいたま市，新潟市，福岡市
の事例報告

イベント学研究 2（1） 13－18

その他 有 共著
中山間地域における持続可能なスポーツツー
リズムの発展：吉野川のアウトドアスポーツ
を事例に

生涯スポーツ学研究 14（2） 41－52

その他 無 共著
国際学会レポート：The 5th Asian Forum for 
the Next Generation of the Social Sciences of 
Sport

観光学 17 53－55
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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）
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

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際
The 2018 The Academy of 
Leisure Sciences Research 
Institute

Does serious leisure make our lives worthier?: An empirical study 
of serious leisure and ikigai The Academy of Leisure Sciences

国際
The 15th Canadian 
Congress on Leisure 
Research

Discrepancies between Japanese undergraduate students' ideal 
affect and actual affect in leisure/non-leisure and social contexts

Canadian Association for Leisure 
Studies

国際
The 15th Canadian
Congress on Leisure
Research

Are leisure constraints models reflective or formative?: A 
confirmatory tetrad analysis of LTPA constraints

Canadian Association for Leisure 
Studies

国際
The 15th Canadian 
Congress on Leisure
Research

Hong Kong Chinese workers' ideal affect and actual affect during 
leisure, and their correspondence: A follow-up to Mannell et al 
(2014)

Canadian Association for Leisure 
Studies

国際
The 15th Canadian 
Congress on Leisure
Research

Balancing striving and enjoyment through leisure towards ikigai 
or a life worth living: A structural equation modeling test of a 
grounded theory

Canadian Association for Leisure 
Studies

国際
The 6th Asian Forum for 
the Next Generation of the 
Social Sciences of Sport

Constraints and constraint negotiation when participating in 
domestic and international masters games

Asian Forum for the Next Generation 
of the Social Sciences of Sport

国際
The 6th Asian Forum for 
the Next Generation of the 
Social Sciences of Sport

Does sports club membership make our lives worthier through 
social capital?

Asian Forum for the Next Generation 
of the Social Sciences of Sport

国際
The 6th Asian Forum for 
the Next Generation of the 
Social Sciences of Sport

Need satisfaction of Kumano-Kodo walkers Asian Forum for the Next Generation 
of the Social Sciences of Sport

国内 日本生涯スポーツ学会第
19 回大会 レジャー活動中の感情における即時報告と回顧報告の比較 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
19 回大会 熊野古道を歩くツーリストの欲求充足度合いに関する研究 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
19 回大会

サイクルスポーツイベント参加者の満足度と再参加意欲に
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
19 回大会 熊野古道を歩くツーリストの感情の変化についての研究 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
19 回大会

スポーツボランティアの再概念化に向けた質的研究：文化
的自己観を用いて 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
19 回大会

紀州口熊野マラソンにおけるハーフマラソンランナーとフ
ルマラソンランナーの特性：地域愛着に着目して 日本生涯スポーツ学会

国内 日本生涯スポーツ学会第
19 回大会 紀美野ふれあいマラソンによる地域活性可能性 日本生涯スポーツ学会

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 新たな観光価値創造への
アプローチ ワールドマスターズゲームズとスポーツツーリズム 地方シンクタンク協議

基調講演 浪切サロン スポーツツーリズムと関西ワールドマスターズゲームズ 和歌山大学岸和田サテライト

学会賞等の受賞
賞の名前 内　容　等 学会名等

若手研究発表賞 2017 「レジャー活動中の感情における即時報告と回顧報告の比較」の研究
発表にて受賞

日本生涯スポーツ学会第 19 回大
会
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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 笹川スポーツ財団 観光学部寄附金（平成 29 年度笹川スポーツ財団研究助成による） 代表

大井　達雄

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
デスティネーション・マーケティング時代の
ツーリズム情報の収集と活用（特集 地方創生
を ORする : エビデンスを生かした戦略展開）

オペレーションズ・リサーチ：
経営の科学 62（5） 301－308

その他 無 単著
6 th International Conference on Tourism 
Statistics: Measuring Sustainable Tourism（フィ
リピン・マニラ）

観光学 18 81－84

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際
Ⅶ International Congress: 
Tourism, Economic and 
Environment

Statistical Analysis of Japanese Tourist Behaviour
International Network for
Economic Research in Tourism and 
Environment 

国内 経済統計学会第 61 回全
国研究大会 観光統計による地域資源の検出 経済統計学会

国内 経済統計学会関西支部例
会 観光統計による地域資源の検出 経済統計学会関西支部

国内 オペレーションズリサー
チ学会・関西支部講演会 観光を「見える化」して外国人観光客を誘致する 日本オペレーションズリサーチ学

会関西支部

国内
平成 29 年度研究集会「ミ
クロデータから見た我が
国の社会・経済の実像」

大阪府における訪日外国人観光動態分析 一橋大学経済研究所

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） 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

継続 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

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

解説 単著 訪日客増の潜在力 : 生産性向上へ支援を 
（特集 観光産業の底力） 月刊金融ジャーナル 58（7），2017 年 7 月号 66－69

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

大浦　由美

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 Transition of Forest Tourism Policies in Japanese 
National Forest Management

Tourism Planning &
 Development 15 40－54

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 単著 和歌山大学観光学部「棚田ふぁむ」による
棚田保全活動の展開 棚田学会誌，No.18 6－13

報告書 単著 活動報告「遠山郷観光戦略計画」の検証 学輪，第 4号 33－50

報告書 分担執筆 森林レクリエーションによる観光振興 『森林等地域資源を活用した山村振興対策に関す
る調査報告書』，一般社団法人日本林業協会 38－41
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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 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） 遠山郷観光戦略再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

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

招待講演 IFSV Dome Fest Dome Picture  for Tourism and Sports Executive Committee of International 
Festival of Science Visualization

招待講演 第 8回ドームフェスタ アメリカ日食を 4K全天、8K全天、8KVRで撮る 国際科学映像祭実行委員会

招待講演 科学技術・イノベーショ
ンカンファレンス

新・臨場体験映像システム～ 「プラネタリウムからドーム
シアターへ ～スポーツや観光を全国各地で臨場体験」 内閣府

招待講演 平成 29 年度第 1 回情報
通信講演会

スーパードームシアターで文化の超臨場感コミュニケー
ションを 電波協力会

招待講演

日本行動計量学会第 45
回大会・特別セッション
「観光・災害に関する行動
分析－静岡県を中心に－」

経路検索データから見える観光動態の現状と課題 日本行動計量学会

招待講演 平成 29 年度国立大学法
人等広報担当者連絡会 研究者サイドから見た 大学広報のあり方 一般社団法人 国立大学協会

パネリスト 第 14 回観光情報学会全国大会
パネルディスカッション「ビッグデータと AIが拓く観光
情報の未来」 観光情報学会

学会賞等の受賞
賞の名前 内　容　等 学会名等

羽倉賞（表現技術利用促
進奨励賞） 実写全天映像を使ったスポーツ・観光の新たな映像表現の普及 一般財団法人　最先端表現技術利

用推進協会

市長特別賞 映画「七曲ブルース」　　監督　木川剛志／撮影監督　尾久土正己 おおぶショートフィルムフェス
ティバル

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 有 共著 ビッグデータから見た高野山開創 1200 年記念
大法会 観光学 17 13－20

学術論文 有 共著 観光対象にいだくイメージ評価の試論
̶SD法からの考察̶ 観光学 18 1－9

その他 無 単著 天文学を教養教育でどう教えるか？
（特集　教養×教育）

年報 : Gaudeamus igitur
sparsos congregavit 4 26－28

その他 無 共著 和歌山大学観光学部創設 10 周年記念式典・祝
賀会報告 観光学 18 165－169

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内
FY 2017  RIEC Annual 
Meeting on Cooperative 
Research Projects

Reproduction of ultra-realistic space  using ultra-high definition 
Omni-direction image and sound 東北大学電気通信研究所

国内 日本天文学会 2017 年秋
季年会 全天モニタ画像座標較正 Web サービスの改良 日本天文学会

国内 第 61 回宇宙科学技術連
合講演会 観光から見た宇宙 日本航空宇宙学会
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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 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

継続 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

芸術・建築・体育系分野等
主　催　者 大会名称等 規　　模　

超臨場感コミュニケー
ション産学官フォーラム
（URCF）

全天映像を使ったスポーツ・観光映像の上映会 全国規模

おおぶショートフィルム
フェスティバル実行委員会

おおぶショートフィルムフェスティバル　「七曲ブルース（監督：木
川剛志、撮影監督：尾久土正己）」の上映 全国規模

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 無 単著
東京都所管文化財庭園の運営と活用
―浜離宮恩賜庭園・小石川後楽園・六義園を主
事例として̶

観光資源としての庭園（２） ̶ 15－24

学術論文 無 単著 『都名所図会』にみる観光資源としての庭園 観光資源としての庭園（２） ̶ 77－104

研究ノート 有 単著 三溪園の活用と運営の展望
―公共庭園・観光資源として機能する庭園― 観光学 18 63－72

その他 無 単著 妙成寺書院庭園 羽咋市妙成寺多面的価値調
査経過報告書 ̶ 58－59

その他 無 単著 日本の発掘庭園
南原實相寺発掘遺跡保存・
整備および活用方案研究専
門家会議資料集（朝鮮語）

̶ 90－106

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（２） 科学研究費補助金報告書 185

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 東京都公園協会ボラン
ティア研修会 日本庭園の歴史と活用の展望について （公財）東京都公園協会

その他 和歌山大学岸和田サテラ
イト波切サロン 日本庭園の誕生と展開 和歌山大学岸和田サテライト
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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 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

継続 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

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 Debating sustainability in tourism Tourism Planning & 
Development

Vol.15
（1） 55－67

学術論文 有 単著 Spiritual resilience: Fukushima Community and 
recovery from 3.11.  

In Lew, A., & Cheer, J. (eds). 
In Cheer, J., & Lew, A. Tourism 
Resilience and Adaptation 
to Environmental Change. 
Definitions and Frameworks. 

(Routledge 
Advances 

in Tourism)
236－241

学術論文 有 単著 Walking to care: pilgrimage tourism & conservation. 

In Hall, C.M., Ram, Y., 
& Shoval, N. (eds). The 
Routledge International 
Handbook of Walking

̶ 232－241

学術論文 有 共著 Slow （Walking） Tourism & Community: Kumano 
pilgrimage trail

Tourism Management 
Perspectives Vol.24  243－251

学術論文 有 共著 Tourism research on Japan: A cross-cultural review Tourism Planning & 
Development. 

Vol.15
（1） 3－25

学術論文 有 共著 Editorial Tourism Planning &
 Development 

Vol.15
（1） 1－2

学術論文 有 共著 Tourism and Islandscapes - Cultural realignment, 
social-ecological resilience and change Shima Vol.11

（1） 40－54

研究ノート 無 単著 伝統産業とサステナブルツーリズム。海女文化
から学ぶ環境伝承知 観光文化 235 23－24

加藤　久美

木川　剛志

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 Finding an ideal model for compact cites with 
multipole networks

Proceeding of Space Syntax 
11th internationall Symposium 2 72

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際

Conference of Korea 
Institute of Ecological
 Architecture and
 Environment 

Instinct "Urban Morphology" based on direct experience of 
collective groups

Korea Institute of Ecological
 Architecture and Environment 

国内 2017 年度日本建築学会
大会（中国）

スペース・シンタックスを用いた多極ネットワーク型コン
パクトシティの分析　 日本建築学会

学会賞等の受賞
賞の名前 内　容　等 学会名等

最優秀監督賞 映画「替わり目」　　監督　木川剛志 第二回関前諸島岡村島映画祭

市長特別賞 映画「七曲ブルース」　　監督　木川剛志／撮影監督　尾久土正己 おおぶショートフィルムフェス
ティバル



Tourism Studies

観光学 101

101

芸術・建築・体育系分野等
主　催　者 大会名称等 規　　模

関前諸島岡村島映画祭実
行委員会 第二回関前諸島岡村島映画祭 全国規模

おおぶショートフィルム
フェスティバル実行委員会

おおぶショートフィルムフェスティバル　「七曲ブルース（監督：木
川剛志、撮影監督：尾久土正己）」の上映 全国規模

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

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

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 文部科学省 科学技術人材育成費補助金 代表

新規 和歌山商工会議所 魅力ある個店創出事業 代表

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（和歌山市、竹燈夜） 近畿圏 JR・南海駅貼り、ポスター
600 枚、リーフレット 4万枚

丹生都比売神社 丹生都比売神社「花盛祭」PRポスター（丹生都比売神社） JR・南海各駅への駅貼りポスター
（B2 判）、県内各所

株式会社オカザキ紀芳庵 紀州うすいせんべい、紀州うすいきんつば 商品化、県内各所で販売

和歌山大学観光学部 公開講座「地域活性化システム論」ポスターデザイン（和歌山大学） 関係各所

丹生都比売神社 丹生都比売神社・高野山「神仏二所参り」PRポスター（丹生都比売神社、
高野山）

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）

かつらぎ町観光協会、
丹生都比売神社 三谷坂七夕ウォークポスター（九度山町～かつらぎ町） JR・南海各駅への駅貼りポスター

（B2 判）、県内各所

橋本市 橋本市シティセールスロゴマーク「かける橋・本」（橋本市） 広報誌、ポスター、HP等

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 分担執筆 観光地のブランディング 平成 29 年度観光庁事業「産学連携による観光産
業の中核人材育成・強化事業」実施報告書 70－77

佐々木　壮太郎

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 Factors Influencing Visitor Acceptance Awareness: 
A Regional Branding Perspective 経済理論 391 55－74
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観光学

102

102

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
"Finding the Gap between Service Companies 
and Cus-tomers in Terms of Social CRM: An 
Exploratory Study of Japan’s Tourism Industry"

The Proceedings of 5th 
International Conference, 
ICServ 2017

CD-ROM 1－8

学術論文 有 単著 "The Challenges of Social Media Marketing in 
Tourism 2.0"

The Proceedings of EATSA 
2017 CD-ROM 1－4

学術論文 有 単著
"Exploring how travel blogs influence solo Chinese 
tourists to visit Japan: A netnographic study of 
Chinese tourist’s travel blogs"

The proceedings of The
 Council for Australasian 
Tourism and Hospitality
Education (CAUTHE) 28th 
Annual Conference

CD-ROM 1－7

学術論文 無 単著
ツーリズム・マネジメントの最新動向と今後の
展望　―用語の類似性に着目したクラスター分
析

観光学 18 133－146

学術論文 有 共著
"Adopting recommendations from guidebooks and 
WOM websites: A study of Japanese International 
Tourists"

Proceedings of Asia Pacific 
Tourism Association Annual 
Conference

CD-ROM 1－5

学術論文 有 共著
The challenges of protecting international tourists 
in Japan: The development of a hazard information 
system

The proceedings of The
 Council for Australasian 
Tourism and Hospitality 
Education (CAUTHE) 28th 
Annual Conference

CD-ROM 1－5

その他 有 共著
"Understanding expectations of solo Chinese 
tourists to Japan through netnographic analysis of 
popular travel blogs"

The proceedings of POMS 
2017 ̶ 23

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際
The 23rd Asia Pacific 
Tourism Association
 Annual Conference

"Adopting recommendations from guidebooks and WOM 
websites: A study of Japanese international tourists" Asia Pacific Tourism Association 

国際
5th International 
Conference on 
Serviceology

"Finding the Gap between Service Companies and Customers in 
Terms of Social CRM" Society of Serviceology

国際 The 3rd Annual Conference 
of EATSA The Challenges of Social Media Marketing in Tourism 2.0 Euro-Asia Tourism Studies

 Association

国際

The Production and 
Operations Management 
Society (POMS) 2017 
International conference

Understanding expectations of solo Chinese tourists to Japan 
through netnographic analysis of popular travel blogs

The Production and Operations 
Management Society (POMS)

国際 the 28th Annual CAUTHE Exploring how travel blogs influence solo Chinese tourists to visit 
Japan

The  Counc i l  fo r  Aus t ra la s i an 
Tourism and Hospitality Education 
(CAUTHE) 

国際 The 28th Annual CAUTHE 
conference

The challenges of protecting international tourists in Japan: The 
development of a hazard information system

The  Counc i l  fo r  Aus t ra la s i an 
Tourism and Hospitality Education 
(CAUTHE)

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）
ツーリズム 2.0 時代のソーシャルメディア・マーケティング競争優位に関する研
究

代表

新規 基盤研究（B）
Protecting international tourists from harm: Developing an effective tourist hazard 
information system

分担



Tourism Studies

観光学 103

103

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 合衆国憲法修正第１条と多様性の促進 和歌山大学経済学会　研究
年報 21 71－91

竹田　明弘

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 第 70 回　日本保育学会 保育者における職務満足の  決定要因 日本保育学会

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

学術論文 無 共著 Factors Influencing Visitor Acceptance Awareness: 
A Regional Branding Perspective 経済理論 391 55－74

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）保育職におけるバーンアウトの影響要因についての探索研究 分担

竹鼻　圭子

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 角山榮と茶の文化
―生活文化史からホスピタリティーへ 観光学 18 155－163

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 共著 お茶と観光 観光における茶文化の商品化 
1 章 地域振興とサステナブル・ツーリズム

静岡県茶業会議所 『茶』第 71 巻（平成 30 年）1
月号 8－12

翻訳 共著 お茶と観光 観光における茶文化の商品化 
2 章　茶文化とツーリズム

静岡県茶業会議所 『茶』第 71 巻（平成 30 年）2
月号 6－11

翻訳 共著
お茶と観光 観光における茶文化の商品化 
3 章　茶とグリーン・ツーリズム―日本の
田原のケース

静岡県茶業会議所 『茶』第 71 巻（平成 30 年）3
月号 6－11

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
第 2回国際リーダー育成
のための英語スキルアッ
プ・プログラム

「違いのわかる英語一部始終」、ワークショップ「英語発信
力①アサーティブ・トレーニング」「英語発信力②脱『起
承転結』」

文部科学省科学技術人材育成費補
助事業「ダイバーシティー研究環
境実現イニシアティブ（牽引型）」

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 分担執筆 リピーター確保のメカニズム 平成 29 年度「産学連携による観光産業の中核人
材育成・強化事業」実施報告書 89－98

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 Factors Influencing Visitor Acceptance Awareness: 
A Regional Branding Perspective 経済理論 391 55－74
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観光学

104

104

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 組織の新しいとらえ方
―組織記号論をめぐる諸論調― 経済理論 392 59－79

出口　竜也

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 世界コスプレサミット
2017 国際シンポジウム

集客イベントの持続可能性
～観光経営の視点から～ 世界コスプレサミット学術委員会

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

永井　隼人

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 Exploring the motivations of Asian working holiday 
makers travelling to Australia 観光学 18 43－53

学術論文 有 共著 VFR travel generated by international students: The 
case of Japanese students in Australia

Tourism: An International
 Interdisciplinary Journal 66（1） 89－103

研究ノート 有 共著 日本版 DMO候補法人と地域コミュニティーと
の関わり :収入構造の視点から 日本国際観光学会論文集 25 141－147

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

専門書 分担執筆
Japanese students on educational tourism: Current trends 
and challenges" In C. Khoo-Lattimore & E. Yang (Eds.), 
Asian Youth Travellers: Insights and Implications

Springer, Singapore 117－134

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際

The 28th Council for
Australasian Tourism and 
Hospitality Education 
(CAUTHE) Annual 
Conference

The increased usage of the English term 'DMO' in a Japanese 
context: An analysis of five major national newspapers

Council for Australasian Tourism and 
Hospitality Education (CAUTHE)

国際

The 28th Council for 
Australasian Tourism and
 Hospitality Education 
(CAUTHE) Annual 
Conference

The challenges of protecting international tourists in Japan: 
Toward the development of a hazard information system

Council for Australasian Tourism and 
Hospitality Education (CAUTHE)

国際
The 23rd Asia Pacific 
Tourism Association 
(APTA) Annual
 Conference

Local tourism practitioners' views on the emergence of the DMO 
concept in Japan: An exploratory study

Asia Pacific Tourism Association 
(APTA)

国際
The 23rd Asia Pacific
 Tourism Association
 (APTA) Annual 
Conference

Adopting recommendations from guidebooks and WOM 
websites: A study of Japanese international tourists

Asia Pacific Tourism Association 
(APTA)

国際
The 23rd Asia Pacific
 Tourism Association
 (APTA) Annual 
Conference

Exploring tourists’ dining choice process at a foreign destination: 
The case of young Australian tourists in Japan

Asia Pacific Tourism Association 
(APTA)

国際
The 5th Travel and Tourism 
Research Association Asia 
Pacific Chapter (TTRA-
APac) Annual Conference

Japanese lifestyle migrants as VFR hosts: A preliminary study
Travel and Tourism Research
 Association Asia Pacific Chapter
（TTRA-APac）
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観光学 105

105

国内 電子情報通信学会人工知
能と知識処理研究会

漫画表現とクイズを用いた外国人観光客向け防災知識提供
システムの開発 電子情報通信学会

国内 電子情報通信学会人工知
能と知識処理研究会

経路検索結果に応じた外国人観光客向けの防災情報提供手
法の開発 電子情報通信学会

国内 情報処理学会第 80 回全
国大会

外国人観光客を対象とした経路検索結果に基づく防災情報
提供手法の提案 情報処理学会

国内 情報処理学会第 80 回全
国大会

漫画表現とクイズを用いた外国人観光客向け防災知識提供
システムの提案 情報処理学会

国内 第 15 回アジア太平洋カ
ンファレンス

How can we protect international tourists from harm? A four-year 
project on developing an effective hazard information system for 
tourists

立命館アジア太平洋研究センター

国内 日本国際観光学会第 21
回全国大会

観光協会と地域との関わり方に関するケーススタディ
―収入構造の視点から― 日本国際観光学会

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

和歌山大学観光教育研
究セミナー in東京 2017 
Vol.2「これからの観光
と DMO」

パネルディスカッション「これからの観光と DMO」 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

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） An exploratory study on minimizing travel-related risks among young Japanese travelling 
overseas 代表

新規 基盤研究（B） Protecting international tourists from harm: Developing an effective tourist hazard information 
system 分担

中串　孝志

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 2 和歌山大学国際観光学研究センター 92

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 ビッグデータから見た高野山開創 1200 年大法
会 観光学 17 13－20

学術論文 有 共著 Performance of Akatsuki/IR2 in Venus orbit: The 
first year Earth, Planets and Space 69 154

その他 無 単著 2017 年 3 月 14 日 福島第一原子力発電所探訪記 観光学 17 57－65

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

その他 単著 2017 年度第 1回近畿支部会報告 天文教育 , Vol.30, No.1 38－40

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際
JpGU-AGU Joint Meeting 
2017, May 20-25 2017 at 
Makuhari, Chiba, Japan

テキストマイニングから見るジオパークの実態 Japan Geoscience Union, American 
Geophysical Union

国内
第 31 回 天 文教育研究会
（2017 年天文教育普及研究
会年会）

ジオパークにおける天文的アクティビティの提案 天文教育普及研究会

国内 第 61 回宇宙科学技術連合講
演会 観光から見た宇宙 日本航空宇宙学会

国内 天文教育普及研究会近畿支
部会 和歌山大学の教養教育と天文 天文教育普及研究会近畿支部

国内 第 3 回科学技術教養論研究
会全国大会 観光情報学、探査機画像復元、およびその周辺 科学技術教養論研究会
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観光学

106

106

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）観光地環境管理と市場活動の統合型計画技術「地域観光プランニング」の詳細化と実装化 分担

継続 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

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
地域組織を主体とした市駅前通り社会実験の発展のあ
り方に関する考察　―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 7―

日本建築学会

国内 日本建築学会大会
和歌山市中心部における水辺空間の保全・活用を通じ
たまちなか再生の可能性　―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 8―

日本建築学会

国内 日本建築学会大会
伝建制度の手法を活用した史跡集落保全の初動期の状
況　―五箇山における歴史的環境の持続再生に関する
研究　その 3―

日本建築学会

国内 日本建築学会大会
五箇山の世界遺産緩衝地帯に見られる眺望景観の特色　
―五箇山における歴史的環境の持続再生に関する研究　
その 4―

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 有 共著

まちなかの地域資源を活かした公民学連携によ
る体験プログラムの可能性
―和歌山市駅周辺における「市駅まちぐるみ
ミュージアム」の実践を通じて―

観光学 17 21－34

学術論文 有 共著
中大連携の効果とあり方に関する一考察
―伏虎中学校の閉校にかかる中学生と和歌山大
学生との協働的実践を事例に―

観光学 17 35－46

学術論文 無 単著 現場への洞察から、まちを動かすアクションへ
～市駅まちづくりの 5年間を振り返る～ 観光学 18 147－153

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

専門書 分担執筆 まちを読み解く　―景観・歴史・地域づくり― 朝倉書店 92－97
112－117

東　悦子

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

総説 単著
和歌山市中心部の公共空間からまちを再生
する社会実験「市駅“グリーングリーン” 
プロジェクト」

日本都市計画学会　関西支部だより NO.32 7

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国内 The 5th University-Community 
Engagement Conference

Developing “Glocal” Heritage Education for a Sustainable 
Future: Universities-High School-Municipality Collaboration 
for the Reginal Revitalization of “American Village” in 
Wakayama（共同研究）

Asia-Pasific University-Community 
Engagement Network (APUCEN)

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

紀州地域学研究紀州地域
学共同研究会　研究集
会̶2017夏　パネルディ
スカッションＢ　「近代
の紀州地域と“世界史”」

「紀州の移民史̶海を渡った和歌山県人」 国文学研究資料館、和歌山大学 
紀州経済史文化史研究所
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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 国立大学法人小樽商科大学 産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業 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

解説 単著 現地での旅行者保護をどう図る 週刊トラベルジャーナル　第 54 巻　第 21 号 18－19

その他 インタビュー
記事

観光学発展への寄与に尽力する関西観光教
育コンソーシアムとその活動

週刊ホテルレストラン　HOTERES　第 52 巻　21
号（通巻 2211 号） 110－11

その他 インタビュー
記事 違法民泊が合法化！？ 立命館大学法学会誌　ほうゆう　85 号 10－15

解説 単著 フェイク・クレームへの視点  週刊トラベルジャーナル　第 54 巻　第 31 号 16－17

解説 単著 取引条件も旅の企画ではないか  週刊トラベルジャーナル　第 55 巻　第 11 号 16－17

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
コーディ
ネーター

観光関連産業活性化シン
ポジウム パネルディスカッション 「まちづくり観光の実践と課題」 奈良県産業・雇用振興部

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 観光学部かかる大学間連携の取組に関する考察
―関西観光教育コンソーシアムにおける実践― 観光学 18 55－62

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 共著 The seasonal variation of redox status in Komatsuna 
leaves Scientia Horticulturae 210 49－56

学術論文 有 共著 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 農業市場研究 26－1 65－71

芸術・建築・体育系分野等
主催者 大 会 名 称 等 規　　模

和歌山大学 地域イノベー
ション機構 地域活性化総
合センター 紀州経済史文
化史研究所

企画展「移民と和歌山 2017―和歌山からブラジルへ　100 年の時を経
て」
会場　和歌山大学・紀州経済史文化史研究所展示室

196 名（芳名用紙記帳者）

和歌山県、和歌山大学 地
域イノベーション機構 地
域活性化総合センター 紀
州経済史文化史研究所

「和歌山県ブラジル移住 100 周年記念式典」バナー展示
会場　サンパウロ州議会（ブラジル）玄関ホール 式典参加者 400 名以上

和歌山大学 地域イノベー
ション機構 地域活性化総
合センター 紀州経済史文
化史研究所

巡回展 Part1「移民と和歌山 2017―和歌山からブラジルへ　100 年の
時を経て」
会場　和歌山県立紀南図書館

館内にて自由見学のため、来場者
人数は不明

和歌山大学 地域イノベー
ション機構 地域活性化総
合センター 紀州経済史文
化史研究所

巡回展 Part2「移民と和歌山 2017―和歌山からブラジルへ　100 年の
時を経て」
会場　田辺市立図書館

オープンスペースにて自由見学の
ため、来場者人数は不明

和歌山大学 地域イノベー
ション機構 地域活性化総
合センター 紀州経済史文
化史研究所

巡回展 Part3「移民と和歌山 2017―和歌山からブラジルへ　100 年の
時を経て」
会場　和歌山県国際交流センター

540 名
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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 第 29 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

招待講演 営農指導員（上級）養成
研修 現代日本農業論 JA和歌山県中央会

招待講演 和歌山県商工会議所経営
指導員研修 ツーリズムの新たな潮流と地域活性化 紀州有田商工会議所

その他 和歌山市インバウンド ･
シンポジウム デスティネーション都市に向けた「和歌山の魅力」とは 紀州おもてなし衆，和歌山市

その他 内閣府クールジャパン人
材育成検討会 和歌山大学観光学部の取組と人材養成 内閣府

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）地方創生時代の農産物直売所に求められる機能と新たな運営方式に関する研究 分担

継続 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

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

継続 公益財団法人江頭ホスピタリティ事業
振興財団

南紀熊野サテライト寄附金（平成 29 年度江頭ホスポタリティ
事業振興財団助成金（教育部門）） 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 代表

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際 第 8 回国際観光医療学会・
学術集会 和歌山大学観光学部の取組と人材育成 国際観光医療学会

国内 日本農業市場学会・個別報
告 UJIターン移住者の実態と農村移住支援についての考察 日本農業市場学会

国内 日本農業市場学会・個別報
告

都市農業をめぐる新たな環境変化と都市農村交流の展
開可能性 日本農業市場学会

国内 日本農村生活学会大会 加工グループ活動を通じた農家女性の主体形成の特質 日本農村生活学会

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 国立保健医療科学院（厚生労働省） 民泊サービスにおける衛生管理等に関する研究 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

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

新規 基盤研究（C）知識労働の発展と観光行動の高度化との相互関係に関する日英比較研究 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

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 Urban development and tourism in Japanese cities Tourism Planning &
 Development

Vol.15, 
No.1 26－39

学術論文 有 共著 Tourism Research on Japan - Overview on major 
trends: Japanese and English-language materials

Tourism Planning &
 Development

Vol.15, 
No.1 3－25
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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
柑芦会大阪支部会「研究
わくわく人生塾」平成
30 年第 1回

DMOのコンセプトとその意義：観光推進による社会変化
への対応のあり方 和歌山大学柑芦会大阪支部

パネリスト

第 3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，シリーズ第 3回

研修会「市民と連携する公園の管理運営」
～生態系の形成・構築に貢献する～ 公園管理運営士会九州支部

パネリスト

公園管理運営士会九州支
部第 4 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

「市民と連携する公園の管理運営」その２
～市民参加型公園運営の類型化　 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

継続 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

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

学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等

国際 CAUTHE annual 
conference 2018

The increased usage of the English term 'DMO in a Japanese 
context: An analysis of five major national newspapers CAUTHE

国際
Asia Pacific Tourism 
Association annual 
conference 2017

Local tourism practitioners’ views on the emergence of the DMO 
concept in Japan: An exploratory study Asia Pacific Tourism Association

国際

European Association
for Japanese Study
International Conference, 
2017 

Corporate Social Responsibility and the Increase of Corporate 
Value in Japanese Financial Institutions EAJS

国内 経営行動研究学会第 21
回九州部会 旅行者のリスク態度：ダイビング旅行を事例に 経営行動研究学会

国内 日本国際観光学会全国大
会 2017

観光協会と地域との関わり方に関するケーススタディ
～収入構造の視点から～ 日本国際観光学会

八島　雄士

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 The emergence of the DMO concept in
 Japan:Confusion, contestation and acceptance

Journal of Destination
 Marketing and Management

Available 
online 15 
February 
2018

377－380

研究ノート 有 共著 日本版 DMO候補法人と地域コミュニティーと
の関わり :収入構造の視点から 日本国際観光学会論文集 25 141－147

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

専門書 単著 セルフイノベーションの管理会計
―社会変革に対応した業績評価のあり方― 中央経済社 204
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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 基盤研究（B） 現代社会におけるツーリズム・モビリティの新展開と地域 分担

継続 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

米山　龍介

芸術・建築・体育系分野等
主催者 大 会 名 称 等 規　　模

和歌山神社協会 柿本神社頒布祭（和歌山） 600 人

和歌山いけばな協会 和歌山いけばな協会文部科学大臣表彰受賞記念コンサート（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 15th International 
Conference of the 
European Association of 
Japanese Studies

Enmusubi tourism: Development of spiritually based businesse
Universidade Nova de Lisboa,
Faculdade de Ciencias Sociais e 
Humanas, & Univeridade dos Acores

国内 オーストラリア学会第 28 回
全国研究大会

シドニー南部郊外の再開発
―ザ・ブロックに焦点を当てて オーストラリア学会

吉田　道代

著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁

専門書 分担執筆 変貌する現代オーストラリアの都市社会 筑波大学出版会 176

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 単著 Enmusubi tourism: Commercial and regional 
development in Izumo City, Japan

CAUTHE 2017: Time for big 
ideas? Re-thinking the field 
for tomorrow 

̶ 727－730

研究ノート 有 共著 大学で観光を学ぶ意義
―和歌山大学観光学部学生の視点から 観光学 18 73－80

その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担

新規 文部科学省 科学技術人材育成費補助金 代表




