
北摂総合研究所とは

研究、教育、社会連携を一体展開

　北摂総合研究所は 2016 年 4月に開設されました。地元・
茨木市を含む北摂地域を対象に調査研究を進め、その成果を
教育と地域連携に生かす「北摂研究の総合拠点」を目指して
います。
　私たちが研究対象とする北摂のエリアは、大阪市域を除く
淀川以北の大阪府と兵庫県南東部です。多彩な風土と歴史に
育まれた「観光」「産業」「文化」などをテーマに、所員が研
究を進めています。成果は書籍にして授業に生かす一方、関
係先に提供するなど地域に還元することを目標に掲げていま
す。また 2019 年春、茨木市太田東芝町に新キャンパスが開
設されたのを機に、周辺地域の暮らしやコミュニティの実態
を明らかにしながら、大学が「地域福祉」に果たす役割につ
いて調査研究し、住民と協力して地域課題の改善にも取り組
んでいく方針です。
　社会連携も積極的に進めています。中心はベンチャービジ
ネス研究所と実施している二つのプロジェクトです。一つは
「ほくせつ探検大学」です。大阪府側 7市 3町のプロモーショ
ンの強化を目指し、株式会社サイネックスの指導を受けなが
ら、学生がラジオ番組などを通じて市町のPRを展開してい
ます。もう一つは「夢広場プロジェクト」です。北おおさか
信用金庫、D･A･E 株式会社との連携事業として岡山県鏡野
町の農産物アンテナショップを茨木市内に開設し、運営に協
力しています。
　食に関わるプロジェクトにも力を入れています。大阪府中
央卸売市場や見山の郷などと商品開発や食育活動に取り組ん
でいるほか、実際に採蜜するミツバチプロジェクトの一環と
して茨木市に「ミツバチによるまちづくり」の政策提言もし
ています。いずれのプロジェクトにも学生が参加しており、
学びを生かす実践の場になっています。
　北摂総合研究所は一つ一つの研究を教育、社会連携と連動
させて三位一体の運営を展開し、大学と地域をつなぐ役割を
果たしていきたいと考えます。

大阪府中央卸売市場との連携事業
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（地域創造学部講師）
　専門分野は経営学で、大学では経営学入
門、経営戦略論、事業承継論といった講義を
担当。生産のみを行う農業ではなく、生産・
加工・販売を一体的に行う「六次産業化」の
スタートアップにかかわった経験から、その
経営戦略・農業の事業承継を中心とした研究

を進めています。また、地域創造学部に所属し、ゼミ活動と
して地域企業と連携した活動や地域情報誌の制作などの指導
にも力を入れています。
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（国際教養学部教授）
　専門分野は歴史地理学。北摂地域では主と
して近代以前の都市と村落、交通路の変遷な
どに関心があります。関連論文として①「近
世茨木町の形成過程」（追手門学院大学文学部
紀要 28、1993 年）、②「行基の軌跡―四十九
院建立の道筋を追う―」（『アジア、老いの文

化史』、1997 年）、③「条里地割に斜交する直線道路につい
て―摂津・河内の若干の事例から―」（『阿頼耶順宏・伊原澤
周両先生退休記念論集アジアの歴史と文化』、1997 年）など。
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（経営学部准教授）
　「ガストロノミー（美味学・美味術）」を中
心概念に据えた地域振興の戦略、特に「フー
ドツーリズム（食を目的とした旅）」の理論
化と応用について研究しています。北摂総合
研究所では、「食」のプロジェクトを担当。
追手門学院大学と大阪府中央卸売市場との提

携事業や見山の郷商品開発プロジェクトなど、食を通じた北
摂地域の活性化に少しでも寄与したいと考え、大学生や地域
の皆様と一緒に挑戦をさせていただいています。
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（地域創造学部講師）
　観光による内発的地域振興をテーマに、
フィールドワークを通じた研究を展開してきま
した。そして、地域振興の手段として観光の役
割について検討してきました。大学ではニュー
ツーリズム論、観光産業論、観光資源論などの
講義を担当しています。2018年度より着任し、

関東より生まれて初めての関西に引っ越しました。今後は、歴
史、文化、多彩な産業を持つ魅力的な北摂をフィールドとして、
心機一転、新たな調査研究に取り組んでいきたいです。
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（地域創造学部教授）
　専門は西洋哲学（カント哲学）。北摂に移
り住んで半世紀近く。哲学者の立場から「地
域づくり・大学づくり」を模索しています。
大学の所在する茨木市を中心に「まちづくり」
関係の委員などを引き受けていますが、北摂
各地が抱えている様々な課題を調べて、その

解決策などを探っています。最近は、住宅団地が抱える現在
および将来の課題、こどもとまちづくり、食とまちづくりな
どに関心をもっています。
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（地域創造学部講師）
　私はこれまで伝統的な親族組織における女性
の地位と役割とについて、主に沖縄をフィール
ドとして社会人類学的研究を進めてきました。
そこでは今や脆弱化しつつある親族の紐帯が女
性たちによってどのようにつなぎ止められてい
るかを分析しています。それと並行して関西圏

の大学応援団に所属する女子団員の調査も行っています。いわ
ゆるバンカラ文化の筆頭と思われがちな応援団のなかで女子団
員がどのような役割を担っているかに注目しています。
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人
と （観光ホスピタリティ教育学会会長、

観光経営学会理事　　　　 ）
　京都の予備校「関西文理学院」を経て立命館
大学、入試改革に取組み「10万名入試」実現。
2004年和歌山大学、副学長、国立大学初の観光
学部を設置。2012年追手門学院大学に赴任、社
会学部教授・学部長、地域創造学部設置部会長、
教職支援センター長等歴任。2017年～神戸山手

大学現代社会学部観光文化学科客員教授（2019年 3月迄）を経
て、現在、大阪初芝学園常務理事。これまでの数知れない出会
いと関係性を活かして、観光と地域創造に取り組んでいきます。
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（副学長）
　新聞社の記者・編集者 28 年間を通じて、「難
しい内容を分かりやすく伝える」ことが私の
一番のテーマでした。北摂総合研究所には多
彩なメンバーがそろっています。それぞれの
研究内容を外部に分かりやすく発信するお手
伝いをして、連携の手掛かりを作りたいとい

うのが私の願いです。追手門学院は幼稚園から大学院までの
総合学園。この強みを北摂総研の研究にどのように結び付け
ていくかが今の私の課題です。
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（元 茨木市観光協会事務局長）
　平成21年にパナソニック株式会社を定年後、
茨木市観光協会の事務局長を任期満了の65歳ま
で勤め、茨木育ちの私はその時に多くの地域の
皆様、団体様にお世話になり、親交を深めさせ
ていただきました。その後、縁があり、追手門
学院大学の地域連携アドバイザーとして非常勤

勤務で3年間、地域との交流で携わらせていただきました。今後
は、北摂総合研究所の客員研究員として、茨木を中心に北摂全体
にも目を向けて、多くの皆様との交流ができればと思っています。
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（国際教養学部非常勤講師）
　新聞社で、美術、建築、音楽、映画、書な
どの文化を 20 年余り、専門に担当してきま
した。多彩な表現を自らの目で見つめ、ある
いは耳を傾けて感じ取り、作り手に意図を尋
ねたうえで、社会や時代との関わりを考えな
がら文章にする。そんな記者時代の経験を生

かして、北摂をめぐりたい。出会った人々の語りをもとに、
この地域ならではの文化を調査研究し、考察を深めて、広く
発信していければ、と考えています。
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（特定非営利活動法人 素材探検隊 理事長）
　もの作りを通じ「創造力」を喚起し育成す
ることをテーマに、青少年の育成事業を茨木
市で展開しているNPO法人を主宰していま
す。北摂に位置する「茨木」は、街と山が調
和した、風光明媚で自然豊かな地域です。「教
育」と「環境」という 2つの柱を軸に、未来

を担う創造力豊かな子ども達を育み、緑豊かな茨木の街作り
を目指しています。
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（地域創造学部教授）
　地域学と新聞学を専門にしています。地域
学は、公共交通を活用し、「車優先」から「人
優先」の街につくり替える「交通まちづくり」
を中心に研究を続けています。新聞学はメディ
アの役割と課題がテーマです。特に街づくり
の観点から、地域新聞やタウン誌、コミュニ

ティFM、SNSなど多彩になった地域メディアに注目してい
ます。34年間の新聞記者の経験を生かし、北摂を歩き、北摂
の特性を多角的にとらえて記録していきたいと考えています。
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（地域創造学部准教授）
　これまで農産物・加工食品の海外供給方策
のあり方について、農産物輸出における制度
的課題と、中国の日系食品企業における現地
販売の実態を軸に調査してきました。今後は、
海外供給のみならず国内流通についてもさら
に研究をすすめていき、日本の食料供給に内

在する課題を検証していく所存です。北摂地域の農業・食品
産業を中心に、各企業・団体と関係を深めることで、同地域
の発展に貢献する研究をしていきたいと考えております。
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（地域創造学部准教授）
　2014 年度より追大ミツバチプロジェクト
をスタートしました。ミツバチを中心に据え
たまちづくりを念頭に、ミツバチが生息しや
すい環境を整えるべく、ミツバチの蜜源植物
の調査や、ミツバチガーデンづくり、更には、
採取したハチミツを、安威の地域でとれた蜜

「あいみつ」として商品化するなど、市民の方々のご協力も
いただきながら、茨木市における「ミツバチ目線でまちづく
り」をめざしています。
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（地域創造学部教授）
　専門は都市計画・災害復興・空間デザイン。
住民参加型プロジェクトのコーディネートに
奔走しつつ、東日本大震災をはじめ、国内外
の被災地にしつこく足を運ぶ毎日です。大規
模災害のリスクに向き合いつつ、いかに安定
した居住と美しい環境をデザインできるか。

この問いを手放すことなく、フィールドワークを通じた実証
的な研究を通して、公正な社会と空間のあり方を探求してい
きたいと思っています。
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