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平成２５年度「共同研究プロジェクト」（第 次募集分：教職員）採択課題一覧

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 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）

安部千亜紀（家政学部被服学科） 杉平 綾 （家政学部被服学科）

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 高木 正之（国立市立国立第三小学校） 難波真由美（荒川区立第一日暮里小学校）

猿田 祐嗣（国立教育政策研究所） 笠原 秀浩（東京都教育庁）

阪本 秀典（江戸川区立清新第二小学校） 小島 章弘（国立市立国立第五小学校）

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 伊東 敬祐（人間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） 渡邊 隆広（東北大学）

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） 吉田真知子（東京聖栄大学）

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） 八城 薫 （人間関係学部人間関係学科）

壬生 尚美（人間関係学部人間福祉学科）

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） 井上美沙子（大妻中学高等学校）

ドゥレーシカ ジャヤスーリヤ（ケラニア大学） ドゥリニ ディルシャーラー ジャヤスーリヤ（ラジャラタ大学）

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 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） 銘苅 純一（人間生活文化研究所）

飯島 彩音（人間生活文化研究所） 徳永 恭子（人間生活文化研究所）

大原 早代（人間文化研究科大学院生） 原科 美香（人間文化研究科大学院生）

池田 緑 （社会情報学部社会情報学科）

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 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）
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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） 吉田 一実（家政学部食物学科）

上野明日香（家政学部食物学科） 妹尾 琴絵（家政学部食物学科）

加藤 涼子（大妻中野中学高等学校） 玉田みゆき（国立成育医療研究センター）

長谷川みえ（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）

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 五十嵐浩司（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）

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）

女子大生の「隠れ肥満」の実態調査とその背景因子の分析

研究代表者 明渡 陽子（家政学部食物学科）

研究協力者 新堀多賀子（健康センター） 初鹿 静江（聖徳大学）

参謀型リーダーシップ教育に対する社会的ニーズと良妻賢母教育との有機的連関性

研究代表者 井上 俊也（キャリア教育センター）

研究協力者 大澤 清二（家政学部被服学科） 寺石 雅英（キャリア教育センター）

花村 邦昭（学校法人大妻学院） 岡 俊明（長岡大学）

光山奈保子（内閣府男女共同参画局）

終末期を地域で支える医療・社会制度・家族に関する質的調査研究

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 佐藤富士子（人間関係学部人間福祉学科） 小澤千穂子（家政学部ライフデザイン学科）

古川 早苗（法政大学） 堂園 晴彦（堂園メディカルハウス）

青年期女性の食嗜好、食習慣、食環境と健康･栄養状態との関連

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（人間生活文化研究所） 堀口美恵子（短期大学部家政科）

高田 祐里（短期大学部家政科）

相談援助実習指導における少人数制を活用した授業運営と評価方法に関する研究

研究代表者 小林 哲也（人間関係学部人間福祉学科）

研究協力者 佐々木 宰（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）

川上るり子（大妻女子大学非常勤講師） 杉野 聖子（大妻女子大学非常勤講師）

原田 聖子（大妻女子大学非常勤講師） 宮脇 文恵（大妻女子大学非常勤講師）

永嶋 昌樹（大妻女子大学非常勤講師） 三橋 真人（大妻女子大学非常勤講師）

就職支援を念頭においた「文章表現」指導基準設定のための基礎研究

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（富山大学） 浅津 嘉之（同志社大学）

福岡寿美子（流通科学大学） 秋山 實 （東北大学大学院生）

昭和期の博物館資料を用いた介護予防のための回想法の試み

研究代表者 鳴瀬 麻子（博物館）

研究協力者 真家 和生（博物館） 吉田 優 （明治大学）
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「キャリア心理学セミナー」に関する授業研究

研究代表者 西河 正行（人間関係学部人間関係学科）

研究協力者 向井 敦子（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） 香月菜々子（人間関係学部人間関係学科）

食品中の放射性物質汚染に関する研究

研究代表者 堀江 正一（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） 堀井 千枝（家政学部食物学科）

日米韓軍事「同盟」と売春防止法

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 鄭 暎惠（人間関係学部人間関係学科）

森岡 修一（文学部コミュニケーション文化学科）

池田 緑（社会情報学部社会情報学科）

ポリエステル繊維が皮膚疾患に与える影響～接触性皮膚炎の発症頻度と原因究明～

研究代表者 川之上 豊（家政学部児童学科）

研究協力者 平野 泰宏（短期大学部家政科） 宇梶 百恵（家政学部被服学科）

弘田 量二（高知大学） 中村 裕之（金沢大学）

本宮 哲也（帝人ファイバー（株）） 水谷千代美（家政学部被服学科）

子ども・子育て支援プログラムの開発 －「日常の中の相談」を中心に －

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） 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） 岡 健 （家政学部児童学科）

小澤千穂子（家政学部ライフデザイン学科） 加藤 悦雄（家政学部児童学科）

久富 陽子（浦和大学） 矢野 景子（多摩市立子育て総合支援センター）

田代 亜紀（児童臨床センター）

手づくり電子教科書を用いた教育実践の可能性に関する研究

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） 堀口美恵子（短期大学部家政科）

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）

葛西美紀子（弘前大学） 福島 健介（帝京大学）

大島真理子（多摩市立連光寺小学校）

貝阿彌（中武）里美（筑波大学附属大塚特別支援学校）

ジェネリックスキルにつながるビジネス英語の新しい試み

研究代表者 池頭 純子（短期大学部家政科）

研究協力者 守田 美子（短期大学部英文科） 松岡みさ子（社会情報学部社会情報学科）

ゴードン リバシッジ（短期大学部英文科）

都市部における“まちづくり”方策の検討

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 久保田 滋（人間関係学部人間関係学科） 林 明子（人間文化研究科大学院生）

語学教育とキャリアとの関連―日本語と英語教育との相補的な関係を探る

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）

池頭 純子（短期大学部英文科） 榮 光子（人間生活文化研究所）

小菅奈保子（人間文化研究科修了生） 三橋 美穂（大妻中学高等学校）
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ユニバーサルファッションの設計・デザインに関する開発研究

研究代表者 大網美代子（家政学部被服学科）

研究協力者 小川 雄司（埼玉県総合リハビリテーションセンター）

武田 幸 （ パタンナー） 竹内 梓 （家政学部被服学科）

女性ナレッジワーカーに対する最適労働環境の探究

研究代表者 大澤 清二（家政学部被服学科）

研究協力者 大西 一也（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）

髙橋寿美子（人間生活文化研究所） 前田 明洋（岡村製作所オフィス研究所）

森田 舞 （岡村製作所オフィス研究所） アチャヤ ウシャ（人間文化研究科大学院生）

学習成果の「視 み える化 か 」と学生の「質の保証」を目的とした基礎教育の体系化

研究代表者 岡田小夜子（短期大学部家政科）

研究協力者 甲斐荘正晃（短期大学部家政科） 玉木 伸介（短期大学部家政科）

池頭 純子（短期大学部家政科）

女子大生の子宮頸がん・乳がんに関する意識調査と予防教育への試み

研究代表者 小林 洋子（健康センター）

研究協力者 湯淺 洋子（健康センター） 新堀多賀子（健康センター）

伊藤由加里（健康センター） 明渡 陽子（家政学部食物学科）

基礎的指導力を記述する若手教師・若手保育者のことばに関する研究

研究代表者 酒井 朗 （教職総合支援センター）

研究協力者 加藤 悦雄（家政学部児童学科） 浅田 匡（早稲田大学）

谷川 夏実（家政学研究科大学院生）

幼児期からの首輪装着による身体変工が成人後の体構に及ぼす影響

研究代表者 下田 敦子（人間生活文化研究所）

研究協力者 真家 和生（博物館） アチャヤ ウシャ（人間文化研究科大学院生）

田村 克己（国立民族学博物館） 岡田 守彦（帝京平成大学）

『米欧回覧実記』中訳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 持田 公子（比較文化学部比較文化学科） 遊 凌 （人間文化研究科大学院生）

杜 頴函（人間文化研究科大学院生） 曹 莉 （人間生活文化研究所）

研究機関における研究助成制度の比較研究

研究代表者 髙橋寿美子（人間生活文化研究所）

研究協力者 大澤 清二（家政学部被服学科） 渡辺 朗子（人間生活文化研究所）

池﨑喜美惠（東京学芸大学） 中西 純 （国際武道大学）

奥住いづみ（日本ペイント株式会社）

わが国における地中海型食生活のソーシャル・マーケティングに関する研究

研究代表者 寺石 雅英（キャリア教育センター）

研究協力者 岡 俊明（学校法人大妻学院） 桑田 瑞松（一般社団法人日本オリーブ協会）

横山 淳一（東京慈恵会医科大学） 猪谷 千春（国際オリンピック委員会）

福田 厚司（食品流通研究会） 金子 家治（株式会社ジャバトラ）

森 義奉（一般社団法人日本オリーブ協会）

情報デザイン教育のための展示方法の開発

研究代表者 中野 希大（社会情報学部社会情報学科）

研究協力者 堤 江美子（社会情報学部社会情報学科） 原田 龍二（社会情報学部社会情報学科）

福田 弘一（社会福祉法人ゆたか会ゆたか保育園）渡辺真太郎（武蔵野美術大学）
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第二言語習得・第二言語喪失研究と外国語教育への応用

研究代表者 服部 孝彦（国際センター）

研究協力者 ポール アンダーウッド（東洋英和女学院大学）

ゴードン ミスコー（東洋大学）

後期中等学校（高等学校）における情報教育の国際比較―日本とタイ調査

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 宇都宮由佳（人間生活文化研究所） スィワナーソン パタニ（拓殖大学）

本村 猛能（群馬大学）

東国・江戸の名所の変遷

研究代表者 真家 和生（博物館）

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 （大妻女子大学非常勤講師） 村山 昌俊（大妻女子大学非常勤講師）

渦巻 恵 （大妻女子大学非常勤講師） 城﨑 陽子（大妻女子大学非常勤講師）

鳴瀬 麻子（博物館）

開発途上国公立学校の学校改革に対する大学による支援・貢献の方策開発研究

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） ビシャカルマ リラ（カトマンドゥ大学）

中西 純 （国際武道大学）

     

      

   

          

          

       

      

       


