
 

 

平成23年度「共同研究プロジェクト」（第1次募集分：教職員）採択課題一覧 
 

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 宇都宮由佳（家政学部食物学科）        堀口美恵子（短期大学部家政科） 

堤  未歩（人間文化研究科大学院生） 

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（浦和大学） 

加藤 紫識（千代田区立四番町歴史民俗資料館） 

音声を活用する教育活動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（教職総合支援センター）        根本 文雄（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

遠藤 絵美（筑波大学附属大塚特別支援学校） 金子 幸恵（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

石橋さつき（八王子市立柏木小学校）      星  祐子（筑波大学附属視覚特別支援学校） 

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 林原 泰子（家政学部ライフデザイン学科）   佐藤 章子（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（浦和大学） 

木村 文香（江戸川大学）           林  明子（人間文化研究科大学院生） 

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 三浦 元博（社会情報学部社会情報学科）    前納 弘武（社会情報学部社会情報学科） 

荒井  芳廣（人間関係学部人間関係学科） 

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（元比較文化学部比較文化学科）  山本  周（長崎県立大学） 

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） 

山口 美幸（人間文化研究科大学院生）      平山 桐香（人間文化研究科大学院生） 

金井  睦（人間文化研究科大学院生） 

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 本郷  健（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）    田丸 直幸（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） 

金城  光（社会情報学部社会情報学科）    西川 裕子（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－意識と実態から考察する“自立支援教育とは”－ 

研究代表者  松田 春香（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）    鄭  暎惠（人間関係学部人間関係学科） 

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） 

          金  美辰（人間関係学部人間関係学科）   池田  緑（社会情報学部社会情報学科） 

       李  菊姫（中央大学大学院生） 

 

 

 



 

 

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 柴田  実（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） 

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） 

田中 信之（北陸大学）       浅津 嘉之（北陸大学） 

吉田 晃高（近大姫路大学）         秋山  實（東北大学大学院生） 

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（東海大学）    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）            高木麻友美（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（生活科学資料館） 

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（明治大学） 

後藤 宏樹（千代田区立四番町歴史民俗資料館） 茂木 健緒（東京都動物園協会） 

寺尾 隆雄（大妻中学高等学校）       鳴瀬 麻子（生活科学資料館） 

和服製作技術の構造と発達過程の追跡的解明 

研究代表者 阿部 栄子（家政学部被服学科） 

研究協力者 大澤 清二（家政学部被服学科）            倉林 佳苗（家政学部被服学科）  

下田 敦子（人間生活文化研究所）      安部千亜紀（家政学部被服学科） 

榮  光子（人間生活文化研究所） 

被災地の子どもたち支援と異文化理解をつなぐ教育プログラム開発 

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 金田 卓也（家政学部児童学科）         干川 剛史（人間関係学部人間関係学科） 

伊藤恵理子（千葉明徳短期大学）         谷川 夏実（家政学研究科大学院生） 

科学的な思考力と体験的な活動との関係に関する基礎研究 

研究代表者 石井 雅幸（家政学部児童学科） 

研究協力者 生田  茂（社会情報学部社会情報学科）    高木 正之（国立市立国立第三小学校） 

難波真由美（荒川区立尾久西小学校）      猿田 祐嗣（国立教育政策研究所） 

中山間地域の生活実態調査 

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）    丸山 真央（滋賀県立大学） 

三田 泰雅（立教大学）            高木 寛之（聖カタリナ大学） 

岩附 孝依（人間文化研究科大学院生）    青木 静香（人間文化研究科大学院生） 

高等教育における情報リテラシー教育の枠組み 

研究代表者 市川  博（家政学部ライフデザイン学科） 

研究協力者 齊藤  豊（人間関係学部人間関係学科）   豊田 雄彦（自由が丘産能短期大学） 

本間  学（中村学園大学） 

南極の湖底堆積物コアによる完新世における環境変動と生物構造変遷の解明 

研究代表者 井上 源喜（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 本多 英介（人間生活文化研究科大学院生）  生田  茂（社会情報学部社会情報学科） 

瀬戸 浩二（島根大学）           谷  幸則（静岡県立大学） 

大谷 修司（島根大学）           伊村  智（国立極地研究所） 

中村 俊夫（名古屋大学） 

 



 

 

進化するグローバル・ウーマン像－時代の求める人材と大学キャリア教育との関わり 

研究代表者 井上美沙子（大妻中学高等学校） 

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）             岡田 江美（大妻中学高等学校） 

小菅奈保子（人間文化研究科大学院生） 

就業力向上のための教育プログラムおよび学生サポートシステム構築に関する研究  

研究代表者 岩瀬 靖彦（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） 

彦坂 令子（家政学部食物学科）            堀口美恵子（短期大学部家政科） 

吉田真知子（人間文化研究科大学院生） 

学校における情報リテラシーと情報モラル教育のあり方の検討－日本とタイ調査 

研究代表者 宇都宮由佳（家政学部食物学科） 

研究協力者 本郷  健（社会情報学部社会情報学科）    スィワナーソン パタニ（拓殖大学） 

大学が貢献できるアジアの女性のエンパワーメント 

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）           荒井 芳廣（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）          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（人間文化研究科大学院生） 

学生の低学力原因に関する調査研究－低学力学生の学習支援方法の開発を目指して－ 

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 細谷 夏実（社会情報学部社会情報学科）    齊藤  豊（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） 

アジアにおける女性の労働環境調査－フェアトレードの公正性を探る－ 

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）    アチャヤ ウシャ（人間文化研究科大学院生） 

介護福祉実践の理論化技法の開発に関する研究 

研究代表者 佐藤富士子（人間関係学部人間福祉学科） 

研究協力者 是枝 祥子（人間関係学部人間福祉学科）    川廷 宗之（人間関係学部人間福祉学科） 

町田 章一（人間関係学部人間福祉学科）    丹野眞紀子（人間関係学部人間福祉学科） 

藏野ともみ（人間関係学部人間福祉学科）    金  美辰（人間関係学部人間福祉学科） 

佐々木 宰（人間関係学部人間福祉学科）    青柳 佳子（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）    菅野 衣美（人間関係学部人間福祉学科） 

       小林 哲也（人間関係学部人間福祉学科）   村田 真弓（人間関係学部人間福祉学科） 

子ども・女性の暴力被害者を支援する「専門職」育成のためのｅラーニング開発研究 

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 齊藤  豊（人間関係学部人間関係学科）    戒能 民江（お茶の水女子大学） 

近藤 恵子（NPO法人全国女性シェルターネット）  遠藤 智子（NPO法人全国女性シェルターネット）  

皆川満寿美（大妻女子大学非常勤講師）     谷田川知恵（大妻女子大学非常勤講師） 

大学入学以前の生徒の空間認識力調査 

研究代表者 堤 江美子（社会情報学部社会情報学科） 

研究協力者 金城  光（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） 

矢野 博之（家政学部児童学科）       鈴木賢次郎（独立行政法人大学評価・学位授与機構） 

山本 利一（埼玉大学） 

 

 



 

 

我が国の高血圧症食事療法の現状と DASH食活用法の検討 

研究代表者 中西 靖子（家政学部食物学科） 

研究協力者 明渡 陽子（家政学部食物学科）            脇山  薫（家政学部食物学科） 

大妻力を活かした食育ネットワークの構築－生きる力を育むための新規媒体の開発と応用－  

研究代表者 堀口美恵子（短期大学部家政科） 

研究協力者 彦坂 令子（家政学部食物学科）         瀬戸口清文（家政学部児童学科） 

横内 星美（大妻中学高等学校）          本間めぐみ（家政学部食物学科） 

上野明日香（家政学部食物学科）         齊藤 涼子（大妻中野中学高等学校） 

玉田みゆき（北区健康増進センター）       長谷川三恵（家政学部児童学科卒業生） 

山下 智子（家政学部児童学科卒業生）      高田 恵子（短期大学部英文科卒業生） 

山田 純代（大妻高等学校卒業生） 

東アジア教育交流における双方向的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 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） 

子どもと家族および地域社会におけるソーシャルワークの方法に関する基礎的研究 

研究代表者 松本 壽昭（家政学部児童学科） 

研究協力者 加藤 悦雄（家政学部児童学科）            井上 修一（人間関係学部人間福祉学科） 

TAボランティアによる学生支援に関する研究～新たな教育方法の試み～ 

研究代表者 松山 博光（人間関係学部人間福祉学科） 

研究協力者 町田 章一（人間関係学部人間福祉学科）    川廷 宗之（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）    藤江 慎二（人間関係学部人間福祉学科） 

フィジカルコンピューティングを用いた環境情報の視覚化に関する研究 

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 豊崎 寛樹（株式会社佑合建築事務所）     大海 悠太（東京工芸大学） 

山本 正記（家政学部被服学科）        林原 泰子（家政学部ライフデザイン学科） 

公立学校における地域とのつながりに関する学校教育論的基礎研究 

研究代表者 矢野 博之（家政学部児童学科） 

研究協力者 石井 雅幸（家政学部児童学科）         柴崎 正行（家政学部児童学科） 

杉本真紀子（千代田区教育委員会）        ビシャカルマ リラ（カトマンドゥ大学） 


