
  9:00 開場
  9:30 開会のあいさつ 大澤 清二

荻上 紘一

■共同研究プロジェクト研究成果報告会（口頭発表）
9:50～10:10 （O-1） 松山 博光 （人間関係学部人間福祉学科）

10:10～10:30 （O-2） 服部 孝彦

10:30～10:50 （O-3） 石井 雅幸

10:50～11:10 （O-4） 真家 和生

11:10～11:30 （O-5） 井上 源喜

■共同研究プロジェクト研究成果報告会（3分間スピーチによるポスター発表）
 11:30～ （P-27） 松村 茂樹

（P-3） 市川 博

（P-4） 井上 美沙子

（P-5） 宇都宮 由佳

 （P-9） 佐々木 宰

（P-10） 佐藤 富士子

（P-13） 銭　国紅

（P-15） 鄭 暎惠

（P-16） 堤 江美子

（P-17） 中尾 桂子

（P-19） 鳴瀬 麻子

（P-21） 林原 泰子

（P-23） 堀江 正一

（P-24） 堀口 美恵子

（P-25） 真家 和生

（P-26） 松田 春香

（P-28） 松本 寿昭

～12:30

（P-29） 水谷 千代美

■記念シンポジウム
 13:00～ 山口 洋一 （元ミャンマー大使）

田村 克己 （国立民族学博物館　教授）

～15:00 大澤 清二 （人間生活文化研究所 所長）

■共同研究プロジェクト研究成果報告会（口頭発表）
15:10～15:30 （O-6） 井上 俊也

15:30～15:50 （O-7） 金田 卓也

15:50～16:10 （O-8） 西河 正行

16:10～16:30 （O-9） 生田 茂

16:30～16:50 （O-10） 是澤 博昭

■懇親会【アトリウム（学生ホール）】
17:00～19:00

（比較文化学部比較文化学科）

（人間生活文化研究所 所長）
（大妻女子大学 学長）

大妻女子大学人間生活文化研究所創立30周年記念事業　プログラム

【大妻女子大学千代田キャンパス　大学校舎Ａ棟　1階　150講義室】

― 昼休憩 （30分）―

（キャリア教育センター）


（家政学部ライフデザイン学科）

（家政学部食物学科）

（短期大学部家政科）

（博物館）

（家政学部児童学科）

（家政学部被服学科）

（人間関係学部人間福祉学科）

（文学部
  コミュニケーション文化学科）

「キャリア心理学セミナー」に関する授業研究

マルチメディアを扱えるドットコードを用いた教材と
授業手法の開発

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～おんぶにみる近代～

（家政学部児童学科）

（人間関係学部人間関係学科）


（社会情報学部社会情報学科）


（人間関係学部人間関係学科）

（社会情報学部社会情報学科）

（短期大学部国文科）

（博物館）

大学が貢献できるアジアの女性のエンパワーメント （家政学部児童学科）


激変するミャンマー情勢の実相

二つの都ネーピードー：伝統と文化の今

ミャンマーの学校・教育とゆくえ

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

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～

日本における家庭用電化製品の導入と普及
～初期家電製品データベース構築の検討～

食品中の放射性物質汚染に関する研究

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～

東国の旧石器時代文化の再考と復元

日米韓軍事「同盟」と売春防止法

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

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

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～

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

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

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

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
生物相変遷の解明

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

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

大学入学以前の生徒の空間認識力調査

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

（社会情報学部社会情報学科）

（家政学部児童学科）

（博物館）

（社会情報学部社会情報学科）

介護福祉実践の理論化技法の開発に関する研究

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

高等教育における 情報リテラシー教育の枠組み

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～

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～

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

（文学部
  コミュニケーション文化学科）

（家政学部ライフデザイン学科）

（短期大学部英文科）

（家政学部食物学科）

（人間関係学部人間福祉学科）

150講義室

の前の廊下

にポスター

を展示して

います。 

17時以降は

地下1階アト

リウム（学

生ホール）

に展示しま

す。 



3階 靖国通り側入口からお越しの方は、エレベーターまたは階段にてA棟1階150講義室にお越しください。

2階
■A棟150講義室 ■廊下
 9：30～　9：50   開会のあいさつ　（　9：00　開場　） ・写真展

 9：50～12：30　 共同研究プロジェクト研究成果報告会 ・ポスター

13：00～15：00　記念シンポジウム

15：00～16：50　共同研究プロジェクト研究成果報告会　

■アトリウム（学生ホール）
終日            特別企画　大西信吾 写真展「森の仕事人：ゾウとゾウ使い」

　　〃　　            共同研究プロジェクトポスター展示

17：00～19：00　懇親会

★共同研究プロジェクト研究成果報告会（ポスター展示）：大学校舎地下1階アトリウム（学生ホール）
（P-1） 明渡　陽子 （家政学部食物学科）

（P-2） 荒井　芳廣 （人間関係学部人間関係学科）

（P-6） 大出　春江 （人間関係学部人間関係学科）

（P-7） 加藤　美智子 （人間関係学部人間関係学科）

（P-8） 酒井　朗 （教職総合支援センター）

（P-11）
ジョンソン, G. S.（比較文化学部比較文化学科）

（P-12） 炭谷　晃男 （社会情報学部社会情報学科）

（P-14） 田中　優 （人間関係学部人間関係学科）

（P-18） 中西　靖子 （家政学部食物学科）

（P-20） 成瀬　道子 （学生相談センター）

（P-22）
干川　剛史 （人間関係学部人間関係学科）

（P-30） 矢野　博之 （家政学部児童学科）

（P-31） 湯淺　洋子 （健康センター）

学習に困難のある学生への全学的支援体制の構築に関する研究

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

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

月経症状に及ぼす生活関連因子の検討

■A棟157講義室

「学校に行かない子ども」の教育権保障に関する研究

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

大妻同窓生の戦争体験聞き取り調査と自分史の研究

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

我が国の高血圧症食事療法の現状とDASH食活用法の検討

女子大生の「隠れ肥満」の実態調査とその背景因子の分析

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

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

「バウム」がもつ心理教育的意味に関する基礎的研究Ⅰ

東京メトロ半蔵門線

東京メトロ東西線

終日　150講義室の映像、

音声を中継しております。

【ポスター展示による報告課題】

★地下1階

大妻女子大学千代田キャンパス　大学校舎

■A棟166講義室
終日　150講義室の映像、

音声を中継しております。

15：00～シンポジストとの

情報交換室となります。

【会場案内図】

●1階

地下鉄

市ヶ谷駅下車（A3出口）　徒歩10分

半蔵門駅下車（5番出口）　徒歩5分

九段下駅下車（2番出口）　徒歩12分

JR 中央線（各駅停車）

東京メトロ有楽町線

東京メトロ南北線

都営新宿線

市ヶ谷駅下車　徒歩10分

【最寄駅】　大妻女子大学　千代田キャンパス　（　東京都千代田区三番町12番地　）

※17：00～
地下1階に移
動します。

●大学校舎 １階 ★大学校舎 地下１階 


