
平成 22 年度「共同研究プロジェクト」採択課題一覧 
 

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） 

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） 榮光子（人間生活文化研究所） 

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起業支援ネットワークの構築― 

研究代表者 金田卓也（家政学部児童学科） 

研究協力者 大澤清二（家政学部被服学科） 大出春江（人間関係学部人間関係学科） 

石井雅幸（家政学部児童学科） 矢野博之（家政学部児童学科） 

下田敦子（人間生活文化研究所） 谷川夏実（家政学研究科院生） 

モハン・ゴーパル（東洋学園大学） 

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） 

研究協力者 斎藤恵（家政学部児童学科） 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） 

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） 

中田香織（心理相談センター非常勤相談員）遊佐ちひろ（心理相談センター相談協力員） 

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 戎能民江（お茶の水女子大学、大妻女子大学非常勤講師） 

近藤恵子（NPO全国女性シェルターネット、大妻女子大学非常勤講師） 

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） 

遠藤智子（NPO全国女性シェルターネット、大妻女子大学非常勤講師） 

 



大規模災害時における大学の事業継続と社会貢献のための対策策定及び実施体制づくりに

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）柴田邦臣（社会情報学部社会情報学科）  

沢野伸浩（星稜女子短期大学） 

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） 

松浦康彦（文学部コミュニケーション文化学科） 

松田春香（文学部コミュニケーション文化学科） 

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） 

上野あき（人間生活文化研究所）アチャヤ・ウシャ（人間文化研究科院生） 

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） 

池頭純子（山脇学園短期大学） 丸山協子（日本女子大学） 

岡田江美（文学研究科院生） 

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） 榮光子（人間生活文化研究所） 

 

 

 

 

 



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） 高橋杏奈（社会情報研究科院生） 

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 川廷宗之（人間関係学部人間福祉学科） 松山博光（人間関係学部人間福祉学科） 

藤江慎二（人間関係学部人間福祉学科） 加藤悦雄（家政学部児童学科） 

田代和美（家政学部児童学科） 高橋ゆう子（家政学部児童学科） 

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） 大澤清二（家政学部被服学科） 

大海悠太（東京大学大学院生、大妻女子大学非常勤講師） 

わが国における子守服の変遷とその背景にある子育て観の変化に関する研究 

研究代表者 阿部和子（家政学部児童学科） 

研究協力者 柴崎正行（家政学部児童学科） 阿部栄子（家政学部被服学科） 

是澤博昭（家政学部児童学科） 坪井瞳（児童臨床研究センター） 

音声を活用する教育活動のための支援機器と教材の開発 

―困難を抱える児童生徒の支援を目指して― 

研究代表者 生田茂（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 上山敏（家政学部児童学科） 杉林寛仁（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

大河原恒（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

白石利夫（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

根本文雄（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

石飛了一（千葉県立我孫子特別支援学校） 

子どもを理科好きにする理科授業がつくれる教員研修プログラムの開発 

研究代表者 石井雅幸（家政学部児童学科） 

研究協力者 矢野博之（家政学部児童学科） 生田茂（社会情報学部社会情報学科） 

酒井朗（家政学部児童学科） 上山敏（家政学部児童学科） 

樋口昇（多摩市教育委員会） 青木雄二（千代田区教育委員会） 

高木正之（国立市立国立第三小学校） 

 

 



個人化理論による現代日本の社会変動に関する包括的分析 

研究代表者 石田光規（人間関係学部人間関係学科） 

研究協力者 伊藤美登里（人間関係学部人間関係学科） 鈴木宗徳（法政大学） 

仁平典宏（法政大学） 丸山真央（滋賀県立大学） 

戦前における台所空間及び台所用品デザインの変遷に関する研究 

研究代表者 大西一也（家政学部ライフデザイン学科） 

研究協力者 佐藤章子（家政学部ライフデザイン学科） 林原泰子（家政学部ライフデザイン学科） 

「学校に行かない子ども」の教育権保障に関する研究 

研究代表者 酒井朗（家政学部児童学科） 

研究協力者 森岡修一（文学部コミュニケーション文化学科）坪井瞳（児童臨床研究センター） 

木村文香（江戸川大学） 

大妻コタカの実践的職業教育と所作教育を用いた若年女性の就職支援プログラムの開発 

研究代表者 榮光子（人間生活文化研究所） 

研究協力者 大出春江（人間関係学部人間関係学科） 下田敦子（人間生活文化研究所） 

櫻井あゆみ（家政学部ライフデザイン学科） 

おもちゃから考える環境問題 

―「環境に良いおもちゃ」の分類・分析― 

研究代表者 佐藤章子（家政学部ライフデザイン学科） 

研究協力者 大西一也（家政学部ライフデザイン学科） 是澤博昭（家政学部児童学科） 

林原泰子（家政学部ライフデザイン学科） 

子どもに関する総合的研究ネットワークの基盤作成 

研究代表者 柴崎正行（家政学部児童学科） 

研究協力者 大澤清二（家政学部被服学科） 大出春江（人間関係学部人間関係学科） 

鄭暎惠（人間関係学部人間関係学科） 金田卓也（家政学部児童学科） 

矢野博之（家政学部児童学科） 坪井瞳（児童臨床研究センター） 

谷川夏実（家政学研究科院生） 

Translating a woman’s life: The Use of Otsuma Kotaka’s Memoir as a Text（一

女性の生涯：翻訳―大妻コタカ自伝をテキストとして―） 

研究代表者 ジョンソン、G.S.（比較文化学部比較文化学科） 

研究協力者 星野裕子（岡山県立大学） 

大妻同窓生の戦争体験聞き取り調査と自分史の研究 

研究代表者 炭谷晃男（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 荒井芳廣（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） 

三浦元博（社会情報学部社会情報学科） 

 

 



日中両国における外国見聞記の収集整理と対比分析に関する実践的研究 

研究代表者 銭国紅（比較文化学部比較文化学科） 

研究協力者 井田進也（比較文化学部比較文化学科） 趙怡（大妻女子大学非常勤講師） 

張玉萍（大妻女子大学非常勤講師） 山本周（長崎県立大学） 

王暁秋（北京大学大学院） 呉十洲（中国社会科学院大学院） 

朱絳（商務印書館著作部） 山口美幸（人間文化研究科院生）金井睦（比較文化学部学部生） 

WebアンケートによるOGのキャリア形成に関する研究 

研究代表者 田丸直幸（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 東明佐久良（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） 

堤江美子（社会情報学部社会情報学科） 本郷健（社会情報学部社会情報学科） 

金城光（社会情報学部社会情報学科） 

東アジアにおける女性の自立と国際移動 

～東アジアに男女共同参画社会をつくるための教育とは？～ 

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 荒井芳廣（人間関係学部人間関係学科） 銭国紅（比較文化学部比較文化学科） 

松田春香（文学部コミュニケーション文化学科）持田公子（比較文化学部比較文化学科） 

森岡修一（文学部コミュニケーション文化学科）柳蓮淑（関東学院大学） 

文系の授業における学習管理システム導入の可能性と課題 

研究代表者 中尾桂子（短期大学部国文科） 

研究協力者 秋山實（株式会社ｅラーニングサービス）東順子（大妻女子大学非常勤講師） 

平林一利（大妻女子大学非常勤講師） 中谷由郁（大妻女子大学非常勤講師） 

柴田実（大妻女子大学非常勤講師） 森下淳也（神戸大学大学院） 

コミュニケーション能力育成のための理論及び教材開発に関する研究 

研究代表者 服部孝彦（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 ポールアンダーウッド（大妻女子大学非常勤講師） 

ゴードンミスコー（東洋大学） 

女性の健康に関する縦断研究 

研究代表者 彦坂令子（家政学部食物学科） 

研究協力者 上杉宰世（家政学部食物学科） 小林実夏（家政学部食物学科） 

相川りゑ子（短期大学部家政科） 

大妻学校開学の歴史的地域学的背景：番町地域の歴史環境から見た大妻開学の背景研究 

研究代表者 真家和生（生活資料館） 

研究協力者 熊野正也（大妻女子大学非常勤講師） 川上元（大妻女子大学非常勤講師） 

吉田優（明治大学） 森朋久（生活資料館） 

 


