
平成 21年度「共同研究プロジェクト」採択課題一覧 
 

アジア農村の女性における生業の変遷と社会的自立支援研究 

研究代表者 荒井 芳廣（人間関係学部人間関係学科） 

研究協力者 益本 仁雄（家政学部被服学科）      宇都宮由佳（家政学部食物学科） 

      下田 敦子（人間生活文化研究所）     榮  光子（人間生活文化研究所） 

      棚町 徳子（人間生活文化研究所） 

女子中高生の理系進路選択を促す教育支援プログラム開発 

―幼小中高の教育プログラム開発を視野にいれた基礎的な研究― 

研究代表者 石井 雅幸（家政学部児童学科） 

研究協力者 松本 暢子（社会情報学部社会情報学科）細谷 夏実（社会情報学部社会情報学科） 

      田中 直子（家政学部食物学科）生田 茂（社会情報学部社会情報学科） 

      矢野 博之（家政学部児童学科）上山 敏（社会情報学部社会情報学科） 

本学の健康教育に資するための身体健康調査 

研究代表者 井上 榮（家政学部食物学科） 

研究協力者 大澤 清二（家政学部被服学科）     明渡 陽子（家政学部食物学科） 

      金澤 章（人間関係学部人間福祉学科）  小林 実夏（家政学部食物学科） 

      堀口美恵子（短期大学部家政科） 

幼稚園児の保護者を対象とした英語の学び直しプログラム 

―小学校英語必修化を大学と家庭からサポート― 

研究代表者 井上美沙子（短期大学部英文科） 

研究協力者 守田 美子（短期大学部英文科）           広瀬 友久（短期大学部英文科） 

      上野 優子（人間関係学部人間福祉学科） 

      ゴードン・リバシッジ（短期大学部英文科） 

      チャールズ・プリブル（文学部コミュニケーション文化学科） 

女子大学卒業生の起業志向と起業経験者の実態に関する調査 

研究代表者 大出 春江（人間関係学部人間関係学科） 

研究協力者 宮田 安彦（家政学部ライフデザイン学科） 

アジア女性の自立に関する研究開発 

―ネパールにおける女性の自立をめぐる諸問題、子育て・保育・教育の視点から― 

研究代表者 金田 卓也（家政学部児童学科） 

研究協力者 大出 春江（人間関係学部人間関係学科） 矢野 博之（家政学部児童学科） 

       大澤 清二（家政学部被服学科） 

高学歴・高齢者のＴＡボランティアによる学生支援の可能性に関する研究 

研究代表者 川廷 宗之（人間関係学部人間福祉学科） 

研究協力者 松山 博光（人間関係学部人間福祉学科） 井上 修一（人間関係学部人間福祉学科）  

健全な食生活確立のための食文化、食習慣、食嗜好の相互関連性に関する研究 

研究代表者 小林 実夏（家政学部食物学科） 

研究協力者 益本 仁雄（家政学部被服学科）        堀口美恵子（短期大学部家政科） 

      宇都宮由佳（家政学部食物学科） 

 



現代社会に生きる女性のストレスとヒーリングに関する研究 

 研究代表者 田中 直子（家政学部食物学科）      斎藤  恵（家政学部児童学科） 

 研究協力者 水谷千代美（家政学部被服学科）      高橋ユリア（短期大学部家政科） 

       窪田 文子（いわき明星大学人文学部心理学科） 

本学卒業生の就業意識と就業行動に関する研究 

―早期転職問題・子育て問題・女性管理職問題・M 字型曲線をめぐって― 

研究代表者 佐藤 洋一（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 干川 剛史（人間関係学部人間関係学科） 小谷 敏（人間関係学部人間関係学科） 

      前納 弘武（社会情報学部社会情報学科） 細谷 夏実（社会情報学部社会情報学科）  

      炭谷 晃男（社会情報学部社会情報学科） 笹岡 由香（社会情報学研究科院生） 

      石川 幸恵（社会情報学研究科院生）     神田 伊予（社会情報学研究科院生） 

家庭・学校・地域における「子育ち」コミュニティの再生に関する実践研究 

研究代表者 田中  優（人間関係学部人間関係学科） 

研究協力者 深津千賀子（人間関係学部人間関係学科） 向井 敦子（人間関係学部人間関係学科）  

      西河 正行（人間関係学部人間関係学科） 加藤美智子（人間関係学部人間関係学科）  

      福島 哲夫（人間関係学部人間関係学科） 泊 真児（人間関係学部人間関係学科） 

      八城 薫（人間関係学部人間関係学科） 古田 雅明（人間関係学部人間関係学科） 

子どもや女性への暴力について社会とともに考える―法整備への課題― 

研究代表者 鄭  暎惠（人間関係学部人間関係学科） 

研究協力者 石田 光規（人間関係学部人間関係学科） 大出 春江（人間関係学部人間関係学科）  

      上野 優子（人間関係学部人間福祉学科） 金澤  章（人間関係学部人間福祉学科）  

      久保田 滋（人間関係学部人間関係学科） 是枝 祥子（人間関係学部人間福祉学科）  

      佐藤富士子（人間関係学部人間福祉学科） 丹野真紀子（人間関係学部人間福祉学科）  

      池田 緑（社会情報学部社会情報学科）小澤千穂子（家政学部ライフデザイン学科） 

      酒井  朗（家政学部児童学科）山田美枝子（家政学部ライフデザイン学科） 

      窪田 文子（いわき明星大学人文学部心理学科） 戒能 民江（お茶の水女子大学） 

      近藤 恵子（ＮＰＯ全国女性シェルターネット）  

平川 和子（東京フェミニストセラピィーセンター） 

      横田千代子（全国婦人保護施設等連絡協議会） 

大学基礎教育としての文章表現能力指導の可能性と課題 

研究代表者 中尾 桂子（短期大学部国文科） 

研究協力者 安藤 恭子（短期大学部国文科）           榎本 千賀（短期大学部国文科） 

       城殿 智行（短期大学部国文科）           熊木  哲（短期大学部国文科） 

       松木  博（短期大学部国文科）           渡部 満彦（短期大学部国文科） 

       髙木 不二（短期大学部国文科）      中谷 由郁（短期大学部国文科非常勤講師）   

東  順子（短期大学部国文科非常勤講師）  

平林 一利（短期大学部国文科非常勤講師） 

教育内容の視覚化に基づく新教育方法論の創生 

研究代表者 浪平 博人（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 肥川 隆夫（社会情報学部社会情報学科） 辺見 和也（日本大学明誠高等学校） 

 



大規模災害時における大学の事業継続と社会貢献に関する調査研究 

研究代表者 干川 剛史（人間関係学部人間関係学科） 

研究協力者 藤吉洋一郎（文学部コミュニケーション文化学科）   

生田  茂（社会情報学部社会情報学科） 

       田中  優（人間関係学部人間関係学科）           

八城  薫（人間関係学部人間関係学科） 

教科「情報」における情報的な見方・考え方の構築に関する基礎的研究 

研究代表者 本郷  健（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 須藤 崇夫（埼玉県立総合教育センター） 堀口 真史（埼玉県立総合教育センター）  

      齋藤  実（埼玉県立大宮高等学校）     佐野 和夫（横浜市教育委員会） 

学校・家庭・地域が児童生徒の情報モラル育成に果たす役割とは 

―携帯電話およびインターネット利用に関する日本・タイの実態比較調査― 

研究代表者 益本 仁雄（家政学部被服学科） 

研究協力者 本郷  健（社会情報学部社会情報学科） 宇都宮由佳（家政学部食物学科） 

      滝山 桂子（人間生活文化研究所研究員） 

日中教育交流における双方向的高大連携システムの構築に関する研究 

研究代表者 松村 茂樹（文学部コミュニケーション文化学科） 

研究協力者 銭  国紅（比較文化学部比較文化学科） 前田 康博（大妻中学高等学校） 

近代日本の女子教育史における大妻コタカの貢献と位置 

研究代表者 松村  恒（比較文化学部比較文化学科） 

研究協力者 阿部 栄子（家政学部被服学科）         下村 道子（家政学部食物学科） 

      八倉巻和子（名誉教授）                 大竹智恵子（短期大学部家政科非常勤講師） 

      岸上 悦子（常任理事室）               井田 進也（比較文化学部比較文化学科）  

      石井 紀子（比較文化学部比較文化学科） 斉藤 恵子（元比較文化学部比較文化学科） 

      松村 有美（明治大学ことわざ研究所） 

４年制大学における保育者養成の現状と課題 

研究代表者 松本 寿昭（家政学部児童学科） 

研究協力者 阿部 和子（家政学部児童学科）         高橋ゆう子（家政学部児童学科） 

       田代 和美（家政学部児童学科）         川廷 宗之（人間関係学部人間福祉学科）  

地域と協働で取組む「環境学習シューレ」づくり 

研究代表者 松本 暢子（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 生田 茂（社会情報学部社会情報学科） 黒沼 吉弘（社会情報学部社会情報学科）  

       北原 節子（社会情報学部社会情報学科） 井上 源喜（社会情報学部社会情報学科） 

       櫻井 四郎（社会情報学部社会情報学科） 肥川 隆夫（社会情報学部社会情報学科） 

       細谷 夏実（社会情報学部社会情報学科） 谷口 新（社会情報学部社会情報学科）  

       上山 敏（社会情報学部社会情報学科） 大曽根陽子（社会情報学部社会情報学科）  

       白澤 多一（社会情報学部社会情報学科） 石井 雅幸（家政学部児童学科） 

       田中 直子（家政学部食物学科）         右近 睦美（多摩中学校高等学校） 

       阿閉 暢子（多摩市北諏訪小学校）       加瀬真善美（八王子市立柏木小学校） 

       大島真理子（八王子市立柏木小学校）     先山 厚子（都立西高等学校） 

       棚橋  乾（多摩市南鶴巻小学校）       福島 健介（ネットワーク多摩） 



情報デザイン教育の新たな展開 

―ピクトグラムと印象評価を用いたデザイン教育方法の開発― 

研究代表者 森崎 巧一（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 本郷  健（社会情報学部社会情報学科） 


