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は

じ

め

に

『Annual Report 2009』をお届けします。
国立大学は 2004（平成 16）年に法人化され、六年間の中期目標・中期計画
に基づいた大学運営を行っています。とくに 2009 年度は第一期中期目標・中
期計画期間の最終年度に当たることから、大学全体の六年間の実績報告も取り
纏めましたが、この『Annual Report』は、大学の教育研究の基盤を成してい
る個々の教員の活動の報告です。第一期中期目標期間の本学の活動は、教育、
研究、社会貢献・国際交流のいずれにおいても極めて高く評価されましたが、
これは、教員一人ひとりがそれぞれの教育研究と並行して大学全体の機能強化
と活性化に尽力した結果であり、本学の教員に対する高い評価でもあるといえ
ます。
お茶の水女子大学は 130 年を超える歴史を通して多くの優れた女性を輩出
してきました。この伝統を大切にしつつ、急速に変化する社会状況も考慮しな
がら、その役割を果たすことが重要だと考えています。そこで、これまでに蓄
積してきた教育研究の成果を基盤に、大学の知を社会に還元すべく 2009 年も
多様な取り組みを行いました。例えば、特別教育研究経費による事業、グロー
バル COE プログラム、大学院教育改革プログラム、若手研究者育成システム
改革事業を継続実施し、国際化の加速や新たな教育支援のプログラムにも着手
しました。また、本学が独自に開発した女性研究者支援プログラムも特徴的な
取り組みとして評価されています。
なお、本学への高い評価は事務職員の誠意と熱意の賜物でもあります。した
がって、職場環境の一層の改善を図ることによって組織の質を高めることもま
た重要であると考えています。
高度な教養と深い専門性を備えた女性を育成する教育研究機関として、社会
的責任を自覚し、国内的にも国際的にもお茶の水女子大学がこれまで以上に活
動の成果をあげ、これを社会に還元すべく努めてまいります。
引き続きご支援、ご教示を賜りますようお願い申し上げます。

2010 年 6 月
						

国立大学法人
お茶の水女子大学長

羽入佐和子

※本報告書はお茶の水女子大学教員研究情報 DB に搭載し、大学ホームページ
で公開します。
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21 年度実施教育・研究・支援等プログラム
☆特別教育研究経費による事業
「文理融合 21 世紀型リベラルアーツの創成」 ⇒ http://www.ocha.ac.jp/la/
「女性リーダー育成プログラム」 ⇒ http://www.ocha.ac.jp/introduction/structure/women/leader/
「女性が進出できる新しい分野の開拓」 ⇒ http://www.ocha.ac.jp/project/women.html
「食育推進プログラムの構築」 ⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/shokuiku/index.html
「幼・保の発達を見通したカリキュラム開発」 ⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/youho/index.html
「コミュニケーション・システムの開発によるリスク社会への対応」
⇒ http://www.ocha.ac.jp/CSD/top.html
「国際規格によるＦＤ戦略」 ⇒ http://www.ocha.ac.jp/fd/

☆グローバル COE 等
グローバル COE プログラム「格差センシティブな人間発達科学の創成」
⇒ http://ocha-gaps-gcoe.com/
大学院教育改革プログラム「日本文化研究の国際的情報発信スキルの育成」
⇒ http://www.dc.ocha.ac.jp/dics-jacs/
近未来の課題解決を目指した実証的社会科学的研究推進事業
「ジェンダー格差センシティブな働き方と生活の調和」
⇒ http://devgen.igs.ocha.ac.jp/workfam/index.html
ターゲットタンパク研究プログラム
「タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス」
⇒ http://www.ocha.ac.jp/topics/h200423.html
「ライフサイエンス統合データベース開発運用」( 統合データベース支援：ＤＢ高度利用者の養成 )
大学発ベンチャー創出推進事業「安全かつ効果的な疼痛治療薬の応用研究開発」
⇒ http://www.ocha.ac.jp/topics/h190628_3.html
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム
「校風をつなぐ女性科学者の育成；第二のマリーキュリーを目指せ」
⇒ http://www.dc.ocha.ac.jp/itp/index.html
大学教育国際化加速プログラム「異分野融合型疾患生命科学教育の国際連携」
⇒ http://cib.cf.ocha.ac.jp/KASOKU/
学際生命科学東京コンソーシアムによる全人的大学院人材育成拠点の確立
⇒ http://cib.cf.ocha.ac.jp/CONS/

☆教育支援に関連するプログラム等
現代的教育ニーズ取組支援プログラム「科学的思考力と表現力で築く「私の履歴書」
⇒ http://sec.cf.ocha.ac.jp/cagp/
社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム「理科教育支援者養成プログラム」
⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/SEC/rikashien/index.html
新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム「出る杭を育てる；企業で女性が働くための学生支援」
⇒ http://www.ocha.ac.jp/topics/h200716.html
国際教育協力イニシアティブ「開発途上国の女性教育・乳幼児保育の支援」
⇒ http://www.ocha.ac.jp/intl/cwed/initiative/about_initiative.html
再チャレンジ支援プログラム「もう一度大学へ行こう」
⇒ http://www.ocha.ac.jp/project/women.html
理数学生応援プロジェクト「理系女性の意欲と個性に根ざした複線的教育」
⇒ http://www.sci.ocha.ac.jp/risuouen/index.html
大学教育・学生支援推進事業「多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援」
⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/crde/CRDESite/GP.html

☆研究者支援プログラム
女性研究者支援モデル育成事業「女性研究者に適合した雇用環境モデルの構築」
⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/cosmos/
若手研究者の自立的研究環境整備促進事業「挑戦する研究力と組織力を備えた若手育成」
⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/index.html
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
「国際水準の女性科学者の育成 - お茶大型ホップ・ステップ・ジャンプモデル - 」
⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/intl/student.html

☆お茶の水女子大学

教育・研究成果コレクション

Tea Pot
⇒ http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/
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予算・決算
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学生定員・現員
平成21年5月1日現在

■大学院人間文化創成科学研究科
博士前期課程
専

攻

入学定員

計

60
27
18
47
51
203

攻

入学定員

計

27
14
4
15
13
73

比較社会文化学専攻
人間発達科学専攻
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ社会科学専攻
ライフサイエンス専攻
理学専攻

現
１年次
68
41
19
68
78
274

員
２年次
84
48
19
66
68
285

152
89
38
134
146
559

１年次
35
15
4
28
8
90

現
員
２年次
25
18
10
21
13
87

３年次
40
14
7
17
4
82

現
１年次
－
－
－
－
－
－
－
－

員
２年次
2
7
4
2
1
1
0
17

2
7
4
2
1
1
0
17

１年次
－
－
－
－
－
－
－

現
員
２年次
－
－
－
－
－
－
－

３年次
61
67
59
15
19
17
238

61
67
59
15
19
17
238

１年次
60
90
42
28
220

現
２年次
63
89
45
26
223

員
３年次
68
93
52
30
243

４年次
78
128
64
35
305

269
400
203
119
991

１年次
23
25
22
25
42
137

現
２年次
21
22
23
27
40
133

員
３年次
20
26
25
25
47
143

４年次
30
31
34
30
48
173

94
104
104
107
177
586

１年次
39
29
26
27
17
138

現
２年次
39
23
29
31
17
139

員
３年次
40
23
35
30
19
147

４年次
42
29
37
33
24
165

160
104
127
121
77
589

１年次
495

現
２年次
495

員
３年次
533

４年次
643

2,166

計

博士後期課程
専
比較社会文化学専攻
人間発達科学専攻
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ学際研究専攻
ライフサイエンス専攻
理学専攻

計
100
47
21
66
25
259

■大学院人間文化研究科
博士前期課程
専

攻

入学定員

言語文化専攻
人文学専攻
発達社会科学専攻
ジェンダー社会科学専攻
ライフサイエンス専攻
物質科学専攻
数理・情報科学専攻
計

－
－
－
－
－
－
－
－

計

博士後期課程
専

攻

入学定員

計

－
－
－
－
－
－
－

科

入学定員

計

55
80
40
27
202

科

入学定員

計

20
20
20
25
40
125

科

入学定員

比較社会文化学専攻
国際日本学専攻
人間発達科学専攻
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ学際研究専攻
人間環境科学専攻
複合領域科学専攻

計

■文教育学部
学
人文科学科
言語文化学科
人間社会科学科
芸術・表現行動学科

計

■理学部
学
数学科
物理学科
化学科
生物学科
情報科学科

計

■生活科学部
学
食物栄養学科
人間・環境科学科

36
24
発達臨床心理学講座
生活社会科学講座
生活文化学講座

人間生活学科

65

計

125

科

入学定員

計

452

計

■学部計
学

5

計

◆目次

小口

正人……………………… 86

SCHAEFER EDWARD JAY… … 178

はじめに………………………… 2

奥村

剛………………………… 88

柴坂

21 年度実施教育・研究・

織田

友恵……………………… 90

柴 眞理子… …………………… 182

寿子…………………… 180

支援等プログラム…………… 3

小田切

健太…………………… 92

嶌田

智……………………… 184

予算・決算……………………… 4

加賀美

常美代………………… 94

清水

徹郎…………………… 186

学生定員・現員………………… 5

垣内

康孝……………………… 96

Jesper Jansson………………… 188

目次……………………………… 6

香西

みどり…………………… 98

SCHWARTZ LAURE…………… 190

相川（小島） 京子… …………… 8

粕川

正充…………………… 100

申

會川

義寛……………………… 10

加藤

敬子…………………… 102

菅本

晶夫…………………… 194

青木

紀久代…………………… 12

加藤

美砂子………………… 104

菅原

ますみ………………… 196

赤松

利恵……………………… 14

金本

理奈…………………… 106

杉田

孝夫…………………… 198

秋山

光文……………………… 16

金子

聡子…………………… 108

杉野

勇……………………… 200

淺井

健一……………………… 18

河田

敦子…………………… 110

杉山

進……………………… 202

浅本

紀子……………………… 20

菅

聡子……………………… 112

鈴木

恵美子………………… 204

芦原

坦………………………… 22

菅野

健……………………… 114

鈴木

禎宏…………………… 206

足立

眞理子…………………… 24

神原

啓介…………………… 116

高﨑

みどり………………… 208

天野

知香……………………… 26

岸本

美緒…………………… 118

鷹野

景子…………………… 210

新井

由紀夫…………………… 28

北島

佐知子………………… 120

鷹野

光行…………………… 212

荒木

美奈子…………………… 30

刑部

育子…………………… 122

高濱

裕子…………………… 214

池田

全之……………………… 32

清本

正人…………………… 124

舘

池田

まさみ…………………… 34

工藤

和恵…………………… 126

棚谷

綾……………………… 218

猪崎

弥生……………………… 36

熊谷

圭知…………………… 128

棚橋

訓……………………… 220

石井クンツ昌子………………… 38

倉田

容子…………………… 130

千葉

和義…………………… 222

石口

彰………………………… 40

桒田

和正…………………… 132

曺 基哲… ……………………… 224

石塚

道子……………………… 42

小風

秀雅…………………… 134

塚田

和美…………………… 226

市古

夏生……………………… 44

小谷

眞男…………………… 136

津田

香代子………………… 228

伊藤

亜矢子…………………… 46

小玉

亮子…………………… 138

土田

敦子…………………… 230

伊藤

さとみ…………………… 48

後藤

真里…………………… 140

出口

哲生…………………… 232

伊藤

貴之……………………… 50

小林

一郎…………………… 142

徳井

淑子…………………… 234

伊藤

美重子…………………… 52

小林

功佳…………………… 144

外舘

良衛…………………… 236

井原

成男……………………… 54

小林

哲幸…………………… 146

戸谷

陽子…………………… 238

内田

伸子……………………… 56

近藤

和雄…………………… 148

内藤

章江…………………… 240

内田

正子……………………… 58

近藤

讓……………………… 150

内藤

俊史…………………… 242

梅原

利宏……………………… 60

近藤

敏啓…………………… 152

中居

功……………………… 244

太田

啓子……………………… 62

近藤

恵……………………… 154

永井

健……………………… 246

太田

裕治……………………… 64

近藤

るみ…………………… 156

中西

公子…………………… 248

大瀧

雅寛……………………… 66

今野

美智子………………… 158

仲西

正……………………… 250

大塚

常樹……………………… 68

坂元

章……………………… 160

永原

恵三…………………… 252

大塚

讓………………………… 70

坂本

佳鶴恵………………… 162

中村

俊直…………………… 254

大森

正博……………………… 72

作田

正明…………………… 164

中村

美奈子………………… 256

大森

美香……………………… 74

佐々木

泰子………………… 166

新名

謙二…………………… 258

岡﨑

眸………………………… 76

佐治 由美子… ………………… 168

西尾

道子…………………… 260

岡村

郁子……………………… 78

貞許

礼子…………………… 170

西村

拓史…………………… 262

岡村

浩司……………………… 80

佐藤

祐子…………………… 172

野口

徹……………………… 264

小川

温子……………………… 82

佐野

浩子…………………… 174

長谷川 直子… ………………… 266

荻原

千鶴……………………… 84

椎尾

一郎…………………… 176

服田

6

琪榮……………………… 192

かおる…………………… 216

昌之…………………… 268

浜口

順子…………………… 270

山本

秀行…………………… 362

浜野

隆……………………… 272

由良

敬……………………… 364

浜谷

望……………………… 274

吉田

惠子…………………… 366

雅司……………………… 276

吉田

裕亮…………………… 368

番
平岡

公一…………………… 278

吉田

真明…………………… 370

藤崎

宏子…………………… 280

米田

俊彦…………………… 372

藤田

宗和…………………… 282

米田

みたか………………… 374

紀絵………………… 284

頼住

光子…………………… 376

藤原

葉子…………………… 286

脇川

典子…………………… 378

古瀬

奈津子………………… 288

和田

英信…………………… 380

古田

悦子…………………… 290

王

古谷

希世子………………… 292

宝月

理恵…………………… 294

冨士原

傑………………………… 382

HAWLEY DIANE EDLA… …… 296
堀

佳也子…………………… 298

堀江

充子…………………… 300

真島

秀行…………………… 302

増田

優……………………… 304

松浦

悦子…………………… 306

松浦

秀治…………………… 308

松﨑

毅……………………… 310

三浦

徹……………………… 312

水野

勲……………………… 314

宮内

貴久…………………… 316

宮尾

正樹…………………… 318

宮澤

仁……………………… 320

宮本

惠子…………………… 322

宮本

泰則…………………… 324

三輪

建二…………………… 326

村田

容常…………………… 328

室伏

きみ子………………… 330

最上

善広…………………… 332

元岡

展久…………………… 334

森

寛敏……………………… 336

森

義仁……………………… 338

森川

雅博…………………… 340

森田

寛……………………… 342

森光

康次郎………………… 344

森山

新……………………… 346

矢島

知子…………………… 348

安田

次郎…………………… 350

安成

英樹…………………… 352

山田

眞二…………………… 354

山野

春子…………………… 356

山本

茂……………………… 358

山本

直樹…………………… 360
7

氏名： 相川（小島） 京子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（薬学）（1994

東京大学）

専門分野： 生化学、分子生物学
E-mail： aikawa.kyoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

レクチン／糖鎖／アネキシン／がん
lectin ／ glycobiology ／ annexin ／ cancer

◆主要業績										

総数（1）件

・Shibata A, Abe H, Ito M, Kondo Y, Shimizu S, Aikawa K, and Ito Y.
DNA templated nucleophilic aromatic substitution reactions for fluorogenic sensing of
oligonucleotides.
Chem Comm. (2009) 6586-6588.

◆研究内容

／

Research Pursuits

「レクチンの構造と機能に関する研究」
レクチンは糖鎖に結合性を持つタンパク質の一群で、動物および植物に糖鎖結合特異性の異なる様々なレクチ
ンが見出されています。動物レクチンの一群は構造類似性により、C- タイプレクチン、ガレクチン、シグレッ
ク、P- タイプレクチン、アネキシンレクチンなどに分類されています。このうちアネキシンレクチンはカルシ
ウムイオン依存的にヘパラン硫酸／ヘパリンなどの硫酸化多糖をリガンドとするレクチンで、私たちの研究グ
ループで発見したレクチンファミリーです。また、最近、植物レクチンファミリーの一つである β- プリズム
レクチンと構造類似性を有するタンパク質（ZG16p、ZG16B）を動物組織から見出し、これらは新しい動物レ
クチンファミリーであると考ています。現在、アネキシンレクチンと動物由来 β- プリズムレクチンに関して
構造と機能に関する研究を進めています。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育においては、生化学分野の講義、実習を担当しています。大学院では、生体分子間の相互作用や糖鎖
生物学に関わる講義を開講しています。ゼミでは、最新の文献の紹介、輪読や、研究手法の紹介、研究指導を
行っています。

◆研究計画
私たちの研究対象は、レクチンと細胞膜の受容体糖鎖です。アネキシンレクチンはステロイドホルモンにより
発現誘導され、炎症反応を抑制することが知られており、一方、マクロファージや Th1/Th2 リンパ球の増殖
にも関与し、自然免疫と獲得免疫に関わると考えられています。また、がん細胞の増殖性や浸潤性などにも役
割を持つことが示されており、これらの過程に関わる未知の細胞内情報伝達系路の解析、受容体糖鎖を担う膜
タンパク質の挙動についても研究を展開します。これらの研究成果から、創薬のターゲットを見出すことも目
的としています。

◆メッセージ
大学院生は各自一つの独立したテーマを担当します。個々の学生が自主的に研究を進めて行くための協力体制
を研究室に整える配慮を欠かしません。指導を受けながら、すべての実験を自分の手で行ない、研究の立案か
ら遂行、成果発表までを経験することが将来のキャリアパスに生かされて行くと考えています。
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氏名： 會川

義寛

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 工学博士（1977 東京大学）
専門分野： 感覚工学・生活物理・中医学
E-mail： aikawa.yoshihiro@ocha.ac.jp
URL： http://kankak.eng.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

心臓力学／循環器系の調節機構／生活のための iPhone アプリ作成
Cardiodynamics ／ Regulation Mechanism for Circulatory System ／ iPhone Application for Life
Science

◆主要業績										

総数（3）件

・Simplified model for cardiovascular system and its regulation
J. Jpn. Association Physical Medicine Balneology and Climatology, 73, No. 2, 19 - 121 (21).
J. Okubo, M. Urayama, S. Aizawa, Y. Ohta, Y. Aikawa
・透熱灸・温熱灸が末梢皮膚血流量・瞬時心拍数・心拍変動高周波成分に及ぼす影響
東 洋 医 学 と ペ イ ン ク リ ニ ッ ク（Oriental Medicine and the Pain Clinic）, 39, No.1, 31 &#8211; 47
(29).
大久保淳子，中村幹佑，宮川亜矢子，村松篤，太田裕治，會川義寛，會澤重勝
・Water Diffusion in Buckwheat Noodles and Wheat Noodles during Boiling and Holding as
Determined from MRI and Rectangular Cylinder Diffusion Model
Food Sci. Technol. Res., 15, No.2, (29).
I. Maeda, A. Horigane, M. Yoshida, Y. Aikawa

◆研究内容

／

Research Pursuits

心臓力学と循環器系調節機構

Cardiodynamics and Regulation for Circulatory

1．循環器系のモデル

System

（1）右心，肺動脈，肺組織，肺静脈，左心（SugaSunagawa）

1．Model for Circulatory System
（1）Heart and Pulmonary Circulation (Suga-

（2）体動脈，末梢組織，体静脈（Guyton-Caldini）
2．心搏出パターン

Sunagawa)
（2）Systemic Circulation (Guyton-Caldini)

3．血圧・血流脈波シミュレーション（C）

2．Cardiac Output Pattern

4．脈波測定と同定アプリ（iPhone）
（Objective-C）

3．Simulation for Pulse Wave (C)
4．iPhone Application for Pulse Wave Identificaion
(Objective-C)
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

（1）數學・物理學分野

1. Mathematics and physics

學部の１，２年生には微分・積分，級数展開，線型

(1) For the first and second year students in

代数，ベクトル解析，質点の力学，剛体の力学を教

undergraduate school: differentiation and integration,

えた．３年生には，
環境物理學を教えた．４年生には，

series expansion, linear algebra, vector analysis, mass

材料力學を教えた．

point and rigid body mechanics

大學院學生には，フーリエ解析（アラマノヴィッ

(2) For the third year students in undergraduate

チ「数理物理学入門」東京図書）
，拡散方程式の解法

school: Environmental physics

（J. Crank, The Mathematics of Diffusion, Clarendon

(3) For the fourth year students in undergraduate

Press）などを教えた．

school: Material mechanics

（2）化學・生物學分野

(4) For the students in graduate school: Fourier

學部２年生に生化學の基礎を教えた（Voet）．

analysis (Aramanovich, “Introduction of Mathematical

大 學 院 學 生 に は， 組 織 学（Gartner & Hiatt） と，

Physics” , Tokyo Tosho), solution for diffusion

生 理 學（Berne & Levy） と， 分 子 生 物 學 の 基 礎（”

equation (J. Crank, The Mathematics of Diffusion,

Molecular Biology of THE CELL” , Garland Science）

Clarendon Press)

を教えた．

2. Chemistry and biochemistry

（3）情報工学分野

(1) For the second year students in undergraduate

學 部 ３ 年 生 に Unix, Emacs, TeX, C, M (Octave +

school: Biochemistry (Voet & Pratt, “Fundamentals of

GnuPlot), Ruby 等の使用法を教えた．

Biochemistry” , JW & S)

（4）大學院博士後期課程學生の研究指導

(2) For the students in graduate school: Histology

現象のモデル作製，ならびに式による表現を指導

(Gartner & Hiatt, “Color Textbook of Histology” ),

した．また，英文論文作成を指導した．

Physiology (Berne & Levy, “Principles of Physiology”
), introduction of molecular biology (” Molecular
Biology of THE CELL” , Garland Science)
3. Information engineering
(1) For the third year students in undergraduate
school: Unix, Emacs, TeX, C, M (Octave + GnuPlot),
Ruby
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氏名： 青木 紀久代
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 心理学（博士）
専門分野： 臨床心理学、発達心理学、精神分析学
E-mail： aoki.kikuyo@ocha.ac.jp
URL： http://www.develop.ocha.ac.jp/top%2page.html

◆研究キーワード

／

Keywords

子育て支援／学校メンタルヘルス／コミュニティアプローチ
child-care support ／ school mental health ／ community based approach

◆主要業績										

総数（43）件

・青木紀久代 ( 編 ) 29 親のメンタルヘルス ? 新たな子育て時代を生き抜く ? ぎょうせい
・青木紀久代（編） 21 臨床心理学 ? フロイトの理論から現代の臨床事例まで ? 新星出版社
・青木紀久代 29「保育に生かす心理臨床」 幼児教育・保育の領域と臨床心理学の領域との協働によ
る保育現場への支援とこれからの子育て環境作りのための実践的研究 成果報告書 16?22.
・谷田征子・青木紀久代 29 母親から見た夫婦間の相互性と子育てに対する感情との関連 心理臨
床学研究，27 (2)，152-162.
・青木紀久代 29 保育園を利用するメンタルヘルスが気がかりな保護者に関する調査研究報告書 社
会福祉法人東京都社会福祉協議会

◆研究内容

／

Research Pursuits

臨床心理学の蓄積を一個人心理療法からコミュニテ

I am preceding practical studies with the aim of

ィへのメンタルヘルス支援・心理教育へと発展的に

constructing systems in which we can progressively

活用するためのシステムを構築することを目指した

apply the accumulated findings in the field of

実践研究を行っている。例えば、対象となるコミュ

clinical psychology and individual psychotherapy

ニティ独自の問題を把握するためのアセスメントツ

to mental-health support or psycho-education in

ールの開発・アセスメントに基づく処方箋の適用・

community. For example, I continuously conduct a

一定の実践及び事後評価を一貫して展開する。

study to develop an assessment tool for grasping the

研究は、保育園協会、学校、教育委員会、あるいは

problems uniquely exist in the targeted community,

就学援助を行うＮＧＯなど、問題解決のニーズの

to apply the remedies based on the assessment

ある団体との協働となる。このようなスタイルで、

and to evaluate the specific practices. Studies are

２９年度に行った主な研究プロジェクトは、次の 4

collaborated with groups, such as nursery school

つである。? 学校力に着目した心の健康と発達支援 ?

association, schools, school board or NGOs, where

フィリピン・セブシティスラム地区の就学前児童に

problem solution is needed. In this way, four main

おけるＥＣＣＤ（幼児の早期ケア発達支援）縦断研究、

research projects preceded in 2009 are as follows:

? 子育て支援者の専門研修プログラム開発、? 子育て

1.Promoting children''s mental health by focusing

支援現場に適合する愛着形成不全問題への心理臨床

on the school power.2.A longitudinal study for

的介入技法の開発

early childhood care and development (ECCD) in
a slum area in Cebu, Philippines, 3.Development
of professional training programs for parenting
supporters, 4.Development of clinical intervention
techniques for tackling problems in the formation
of attachment which are appropriate for parenting
support services.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

生涯発達上に起こるさまざまな心理的不適応の問題

The main theme to study is to understand and

の理解と対応を、実践知と実証知の双方から学ぶこ

correspond to various psychological maladjustments

とをテーマにしている。学部では、発達臨床心理学、

in life span from clinical practices and empirical

心理臨床学、臨床心理学基礎実習、等の授業を担当

knowledge. For under-graduate programs, I was in

した。大学院では、カウンセリング特論・発達臨床

charge of Developmental and Clinical Psychology,

心理学特論などを担当し、心理療法の個人指導及び

Clinical Psychology, Fundamental trainings of clinical

実践研究を主とした修士論文指導を行った。博士後

psychology and so on. For graduate programs, I was

期課程では、在籍学生の全てが臨床心理士資格を有

in charge of Counseling theories, Developmental

し、児童相談所、子育て支援センター、学校、クリ

and Clinical Psychology and so on, and supervised

ニックなどでの専門職としての臨床経験を活かしな

individual counseling cases and master’ s theses.

がら、臨床研究に取り組んでいる。全ての学生が、

In the doctoral programs, students all acquired the

学会発表と論文の執筆を行った。

certified clinical psychologist, and are working on
their studies while making use of their specialized
work experiences at clinical settings, such as child
counseling centers, parenting support centers,
schools, and mental clinics. All students presented
their researches at conferences or submitted papers.

◆研究計画
現在４つのプロジェクトは、それぞれの成果をふまえ、発展している。例えば、学校メンタルヘルス関連のプ
ロジェクトは、韓国との共同調査に着手した。21 年度 4 月に 2 名の韓国の中学生を対象に、調査を実施する。
子育て支援プロジェクトは、子ども虐待への対応を含んだ臨床研究として、研究助成を受け、乳児院での家族
再統合の研究を行った。21 年も研究助成が継続され、乳児院の園児に対する小規模保育の質の向上に関する
実践研究に着手する予定である。

◆メッセージ
臨床心理学の中でも発達臨床心理学の発想は、治療的アプローチよりも、発達促進的で、育ち合う関係作りを
重視します。カウンセリングルームに自ら訪れ、自分の悩みをじっくりと語ることができ、心の内面を癒し、
自己成長できる人というのは、ある意味では、恵まれた支援環境にある人だとも言えます。世の中には、援助
の必要な人は沢山いますが、全ての人を救うことはできないし、また支援者自身も、実は、沢山の援助を必要
とします。ありもしない「万能な支援者」という錯覚に陥ることなく、学部時代は、「心の援助」の基本を、
広く学び、また他者に助けられながら育っている私たち自身を自覚しつつ、卒業後も、様々な生活シーンに役
立つものをつかんで下さい。大学院に入って、臨床心理士を目指す人達、あるいは、すでに専門家の人達には、
在学中に、是非自分たちの心理臨床活動のイメージの幅を広げ、創造的な援助スタイルを見いだして頂きたい
と思います。
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氏名： 赤松

利恵

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 講師
学位： 博士（社会健康医学）（24 京都大学）
専門分野： 健康教育（栄養教育）、公衆衛生学、健康心理学
E-mail： akamatsu.rie@ocha.ac.jp
URL： http://www.food.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

健康教育／栄養教育／公衆衛生学／健康心理学
health education ／ nutrition education ／ public health ／ health psychology

◆主要業績										

総数（14）件

・赤松利恵，井土ひろみ（29）児童を対象とした「食に対する感謝の気持ち」尺度の信頼性と妥当性
の検討 , 日本健康教育学会誌 (29)17(3)147-159.
・谷口貴穂，赤松利恵 (29）児童の食べ残しの行動に関わる要因の検討 -「もったいない」と思う気持
ちと野菜摂取について , 日本健康教育学会誌 (29)17(1)24-33.
・ 玉 浦 有 紀， 赤 松 利 恵， 永 田 順 子（29） 減 量 の 誘 惑 場 面 に お け る 対 策 の 質 的 検 討 , 栄 養 学 雑 誌
(29)67(6)339-343.
・Rie Akamatsu,Mariko Naito ,Takeo Nakayama BioScienceTrends(29)3(2):44-47.Characteristics of
reporting diabetes mellitus research results in Japanese newspapers, BioScienceTrends3(2):44-47.
・Rie Akamatsu(29)Individual Characteristics and Readiness to Change in Selecting Target Behaviors
for Healthy Eating,The Japanese Journal of Health Psychology 22(1)52-59.

◆研究内容

／

Research Pursuits

より良い食習慣の獲得を目指し、個人の食行動およ

The knowledge and skills through “Nutrition

び社会環境の整備の以下のような研究を現在行って

Education” is essential for those who are interested

いる。

in promoting good health.

１．食行動の変容に関する研究（例：減量に関する

Our role as the dietitians is to support people find

セルフ・エフィカシーの研究、ソーシャルサポート

their most preferable healthy diet and how they

に関する研究）
、２．栄養教育の効果の検討（例：農

achieve them.

業体験活動の教育的効果の検討）３．食品の安全教

This laboratory conducts survey in schools, medical

育に関する研究（例：食に関するリスクコミュニケ

clinics, communities, and even the mass media.

ーションの研究）４．子どもの食行動の変容につい
て保護者を対象とした研究（例：子どもの食欲と間
食に関する検討）
、５．子どもの食べ残しに関する研
究
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

29 年度学部授業：栄養教育論 ?、栄養教育論 ?、栄

Classes in Undergraduate school,2009: Nutrition

養カウンセリング論、栄養カウンセリング論実習（専

education 1, Nutrition education 2,Nutrition

門科目）
、
学校栄養教育論 ?、
栄養教育実習（教職科目）、

counseling,Pract ice in counseling for health

食物科学輪講（専門科目）

education,

29 年度大学院授業：栄養教育学演習、食行動学演習

science(special subjects),Nutrition education for

Seminar for food and nutrition

teaching
Classes in Graduate school,2009: Seminar Nutrition
Education

◆研究計画
行動科学を用い、より科学的な栄養教育の方法論の提案を目指し研究を進めている。特に、基礎的な研究（栄
養教育に必要な尺度、理論の開発

等）を中心に、ライフステージ別の検討や、社会的環境との関連など、人

の食生活を多面的にとらえた研究をしていきたいと考えている。

◆メッセージ
食育基本法の制定後、栄養教育も注目されていますが、栄養教育の研究は社会のニーズに追いついていないの
が現状です。
「食育をする」ことにつながる科学的な「食育の研究」をやっていきたいと思っています。
そのためには、栄養教育の基礎的な研究が必要です。人を対象とする研究は、限界も多いのですが、日本では
まだたくさんの栄養教育の研究課題が残されており、やりがいのある分野です。このような栄養教育学分野に
興味もたれた方と一緒に、お茶大から新しい栄養教育を発信していきたいと思っています。
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氏名： 秋山

光文

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士 (1974),M.A.(Art HIstory)
専門分野： 東洋美術史（とりわけ南アジアを中心とした仏教美術史）
History of Asian Art,(esp. History of South Asian Buddhist Art)
E-mail： akiyama.terufumi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

インド美術史／仏教美術史
History of South Asian Art ／ History of Buddhist Art

◆主要業績
・報告書『美術に即した文化的・国家的自己同一性の追求・形成の研究 ? 全アジアから全世界へ』( 平
成 19?23 年度科学研究費補助金基盤研究 (S) 研究代表者：小川裕充 )

◆研究内容

／

Research Pursuits

インドを淵源とする仏教美術のなかでも、仏伝や本

The main aim of my recent study is to focus the

生話など仏教説話を主題とする作例について、イン

phases of variations and iconographic changes in

ドを中心とした南アジアはもとより、中央アジア・

the Buddhist narrative art among the Asian Buddhist

東アジア・東南アジアなど広く仏教文化圏の作例に

countries, ie. India, Gandhara, the Central Asia,

基づいて、編年的、地域的、思想的な諸要素を経典

China, the East Asia and the South-East Asia. I have

や歴史書などの史料をもとに、説話図像の成立や展

already done cite research in India, including Sanchi,

開のプロセスを解明している。

Ajanta caves, Mathura, Amaravati, as well as the

本研究の成果を集積することにより、これまでに解

South-Eastern Asian countries, ie. Myanmar, Thailand

明されている経典の伝播ルートに加え仏教文化圏に

and Indonesia.

おける思想的変遷の推移を図像的変化の過程ととも
に裏付けることが可能となる。
即ち、インドで発生した仏教美術、とりわけ仏教説
話図や仏教尊像の図像が周辺地域に伝播し受容され
ていく過程で、如何に継承され変容を遂げていくの
かを主な研究課題としている。
これまでに科研を２回獲得したが、今後の方針とし
てこれまでの成果をもとにインド本土での説話図受
容のあり方をもとにして、そのほかの地域での変容
を解明していくことにしている。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

講義科目では、
「インド仏教美術における説話図の成

Main theme of the lecture is "The Buddhist narrative

立と展開」をテーマとして、仏教説話を収録する経

and art".

典（パーリ語、サンスクリット語、漢訳）の特質、
成立時期を解説するとともに、本生話、仏伝の中か
ら主要な十六話を選び、経典の違いによる内容の変
化を捉え、現存する作例を地域や時代ごとに紹介し
つつ、図像の変化と出典となる経典との相関を考察
した。
演習科目では、
上原和著『玉虫厨子の研究』を底本に、
同作品を構成する絵画・彫刻・建築の要素について、
古代人仏教美術の成立過程を、先行研究を渉猟しな
がら検証した。

◆研究計画
古代インドを淵源とする仏教美術がアジア各地で如何に受容され変質を遂げたかを、それぞれの地域における
国家意識の変化とともに実証する。とりわけ、各地で広く受用され多くの作例の残る仏教説話を主題とする作
例を通じ、典拠となる経典の差異やそれぞれの地域における倫理観や宗教観の違いによる図像の違いを明らか
にしていく。そのことから、わが国にもたらされた仏教文化が、いかなるルートを経由したのかを解明してい
くことが可能となる。

◆メッセージ
あらゆる事象を他から与えられる情報のみによって判断するのではなく、自ら確認することによって実証する
姿勢を身につけましょう。溢れるばかりの情報に取り巻かれて生活する現代の我々にとって、真実とは何か、
真理とはないかということを常に問いかけることが求められています。このために、現地に赴いて多くの資料
を収集し、自らの手で分析しながら問題点を抽出するとともに、疑問を解決するということを習慣づけて欲し
いと思います。
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氏名： 淺井 健一
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（理学）（1997 東京大学）
専門分野： 計算機科学（特にプログラミング言語）
E-mail： asai.kenichi@ocha.ac.jp
URL： http://pllab.is.ocha.ac.jp/~asai

◆研究キーワード

／

Keywords

部分継続／部分評価／自己反映言語
delimited continuation ／ partial evaluation ／ reflective language

◆主要業績										

総数（13）件

・Masuko, M., and K. Asai "Direct Implementation of Shift and Reset in the MinCaml Compiler,"
Proceedings of the 29 ACM SIGPLAN Workshop on ML, pp. 49-6 (September 29)
・Asai, K. "On Typing Delimited Continuations: Three New Solutions to the Printf Problem," HigherOrder and Symbolic Computation, Vol. 22, No. 3, pp. 275-291, Springer (September 29).
・木谷有沙、浅井健一「プログラム変換によるインタプリタからのコンパイラの導出」第 12 回プログ
ラミングおよびプログラミング言語ワークショップ論文集 (PPL 21)、pp. 26-22 (March 21).（論文賞
を受賞）
・上田やよい、浅井健一「型付き対称λ計算と古典論理」第 12 回プログラミングおよびプログラミ
ング言語ワークショップ論文集 (PPL 21)、pp. 34-48 (March 21).
・櫻井加奈子、浅井健一「汎用的に証明木の GUI を作成する『Miki β』の開発」第 12 回プログラミ
ングおよびプログラミング言語ワークショップ論文集 (PPL 21)、pp. 191-25 (March 21).

◆研究内容

／

Research Pursuits

プログラミング言語に置ける部分継続の基礎理論の

The current research is focused on the foundation of

確立とその応用の開拓を行うと同時に、型の入った

delimited continuations in functional programming

効率的な処理系の作成を目指す。具体的には、基礎

languages. As its application, an efficient compiler

理論として (1) 型システムの基本的な性質の確立、お

for a typed language with delimited continuation

よび (2) 継続計算の処理系作成のための基礎技術の確

constructs will be implemented. To be more specific,

立を目指す。また、継続計算用型システムの応用と

the research aims at (1) establishing basic properties

して (3) 例外解析の定式化を行う。さらに (4) これら

on the type system for delimited conituations, (2)

の知見をあわせ処理系の実装を行う。

establishing the basic techniques for implementing
efficient compiler for delimited continuations, and (3)
formalizing exception analyses as the application of
delimited conituations.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

「データ構造とアルゴリズム」でデータ構造の初歩を、

Data structures and algorithms for data structures,

「関数型言語」でプログラムの基本的な考え方を、
「言

"Functional Language" for the fundamental concepts

語理論とオートマトン」で言語処理系の基礎を、「コ

in programming, "Formal language and automaton"

ンパイラ構成論」でコンパイラの中身について学ぶ。

for the basics of language processors, and "Compiler
construction" for the internals of compilers.

◆研究計画
継続理論の確立を通して、これまで正面から取り扱われて来なかった例外処理の定式化と、その効率的な実装
を目指す。

◆メッセージ
情報科学の基礎理論の分野で確かな一歩を一緒に踏み出しましょう。

19

氏名： 浅本

紀子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／情報基盤センター
職名： 教授
学位： 博士（工学）（1998 信州大学）
専門分野： 離散数学、計算機援用論
E-mail： asamoto.noriko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

計算機支援学習／遠隔 TT ／情報教育
Computer Supported Cooperative Learning ／ Team-Teaching at a Distance ／ Media Literacy

◆研究内容

／

Research Pursuits

計算機支援学習、特に協調学習支援、人と人との活

I am researching on computer-aided education.

動への情報技術を活用した支援をテーマにしている。

One of the main themes is CSCL (Computer
Supported Collaborative Learning), and it is support
which utilized IT for people’’ s activity.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

【学部】
１

[Under graduate course]

離散数学

1. Discrete Mathematics

代数学とよばれる分野のうち、群、環、体の初歩。

2. Exercises in Computer Algebra

数学的な問題を抽象化して体系化していく科学の基

[Graduate course]

本的な手法を確認し、そこでの成果が情報技術の分

1. Advanced Formula Manipulation

野でも道具として応用されることを紹介する。

2. Seminar on Advanced Formula Manipulation

２

計算機代数演習

今まで学習してきた数学や科学のいくつかの問題に
ついて計算機を使ったアプローチをおこなう。数学
を計算機で扱う統合環境として Mathematica を利用
し、毎回の授業で実際に計算機を使った計算機実験
や可視化をおこなう。題材：アニメーション、サウ
ンド、Taylor 展開、ベクトル、行列、数列、ランダ
ムウォーク、Newton 法、線形変換、フラクタル、グ
ラフ理論、組合せ論など。
【大学院】
１

数式処理特論

離散的な状態を持ち離散的な時間の流れで次の状態
が局所的に定まる格子上の力学系であるセルオート
マトンを使って、自然現象や社会現象の単純なモデ
ル化をおこなう。
２

数式処理特論演習

数式処理特論の演習として、Mathematica を使い実
際のプログラミングをおこなう。
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氏名： 芦原

坦

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1975 東京大学）
専門分野： 植物生化学（代謝制御）
E-mail： ashihara.hitoshi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

植物科学／生化学・分子生物学／代謝／生合成／バイオテクノロジー
Plant Science ／ Biochemistry and Molecular Biology ／ Metabolism ／ Biosynthesis ／ Biotechnology

◆主要業績										

総数（6）件

・Katahira, R. and Ashihara, H. Profiles of the biosynthesis and metabolism of pyridine nucleotides in
potatoes (Solanum tuberosum L.). Planta, 29, 231, 35-45.
・Sato, Y. and Ashihara, H. Long-term effect of NaCl on the activity of uridine and uracil salvage for
nucleotide synthesis in cultured mangrove (Bruguiera sexangula) cells. Plant Science, 29, 176, 383389.
・Yin, Y. and Ashihara, H. Phosphate levels and expression of phosphoribosyl-pyrophosphate
synthetase isozymes in suspension-cultured Arabidopsis thaliana cells. Phytochemistry Letters 29, 2,
126-129.
・Deng, W.-W., Ogita, S. and Ashihara, H. Ethylamine content and the biosynthesis of theanine in
different organs of Camellia sinensis seedlings. Zeitschrift f&uuml;r Naturforschung, 29, 64c, 387-39.
・Deng, W.-W., Ogita, S. and Ashihara, H. (21) Distribution and biosynthesis of theanine in Theaceae
plants. Plant Physiology and Biochemistry, 21, 48, 7-72.

◆研究内容

／

Research Pursuits

植物に見られる特有な代謝に関しての研究を行い

As part of our continuous studies on the nitrogen

原著論文を 6 報発表した．内容は，マングローブ植

metabolism in higher plants, research on the

物の耐塩性に関わる代謝，チャのテアニン，カテキ

following topics was performed; (a) nucleotide

ンの生合成，ポテトのピリジン代謝に関する新たな

metabolism in mangrove plants, (b) theanine

経路と酵素に関する研究，

biosynthesis in tea plants, (c) new pathways and
related enzymes of the pyridine cycle and nicotinic
acid conjugate synthesis in potato plants, and (d)
biosynthesis of flavan-3-ols in tea plants. These
results were published as 6 original papers in
international journals.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

講義：学部の現代生物学，基礎生物学 A，代謝生物学Ｉ，生物学特別講義 IX, 大学院の代謝生化学特論，植物
分子生物学 , ライフサイエンス論，代謝制御学などを担当した．
実習：代謝生物学実習，生物学実習Ｉなどを行なった．
研究指導：博士後期課程 1 名の指導を行った．

◆研究計画
植物の解糖系，ペントースリン酸経路，ピリミジン，プリンヌクレオチドと研究を進めてきた．プリンの二次
代謝経路であるカフェインの合成まで到達した .
211 年 3 月で本学を定年退職の予定のため，本学経由での共同研究は難しい．
現在進行中の共同研究
１）英国，グラスゴー大学，カナダ，カルガリー大学，マニトバ大学との植物のヌクレオチド関連代謝に関す
る基礎研究
２）米国，ハワイ農業研究センター，マダガスカル国立研究所とのコーヒーの育種と二次代謝経路に関する共
同研究
３）琉球大学，横浜国立大学との，チャ，マングローブの代謝に関する共同研究
４）中国，安徽農業大学，富山県立大学とのチャに特有な二次代謝に関する研究

◆メッセージ
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氏名： 足立 眞理子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系／ジェンダー研究センター
職名： 教授
学位： 経済学修士、農学修士
専門分野： 経済学
E-mail： adachi.mariko@ocha .ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

新国際分業／グローバル化／多国籍企業／ケア・エコノミー／世界都市
New International Division of Labor ／ Globalization ／ multinational corporation ／ care economy ／
global city

◆主要業績										

総数（4）件

・
「奢侈と資本とモダンガール」『モダンガールと植民地的近代－東アジアにおける帝国・資本 ･ ジェン
ダー』岩波書店、2010 年 2 月 pp.25 － 59
・
「エコロジカル・フェミニズムの地平を探る」『新編 日本のフェミニズム ２ フェミニズム理論』
岩波書店
・
「予めの排除と内なる排除」『新編 日本のフェミニズム ９ グローバリゼーション』
・
「フェミニスト経済学からみるグローバル経済と金融危機」『女たちの 21 世紀』No.58 2009 年 6
月号

◆研究内容

／

Research Pursuits

グローバル資本主義の下での多国籍企業による生産

Research on the g lobalizat ion of pro duct ion

の国際化とケア労働の国際移転に関する研究。本年

process and feminization of the labor force by the

度は金融危機にたいするジェンダー分析を中心に行

multinational company under global capitalism

った。

and the international division of care labor.
In 2009, I focused on the gender analysis of a global
monetary crisis.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

大学院博士前期課程では「開発経済学」
「ジェンダー

As master and doctoral course of the graduate

社会経済学」博士後期過程ではジェンダー政治経済

school, Development Economics and Gender Social

学」
「フェミニスト経済学」を担当。

Economics / Ggender Political Economy and Feminist
Economics.

◆研究計画
新国際分業における生産の国際化の現段階として、多国籍資本の中国および中国からの再移転がどのように行
われるかを研究しており、今後のアジア新興経済の動向を分析している。既に、アジアの各国のジェンダー女
性学研究者との共同研究をおこなってきたが、これから特に中国企業のアジア各地への再移転と l 国際労働力
移動に焦点をあてる。

◆メッセージ
I am studying the gender analysis in the international economics.As positive analysis, they are a multinational
company and woman's labor,feminization ofinternational migration, an ｄ householding.
Those who are interested in international economics, genderand development learn together, and need to
think.
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氏名： 天野 知香
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士（文学）／ Ph.D(art history)
専門分野： 西洋近代美術史
		 Art history(modern western art,19-2th french art history, feminist art history)
E-mail： amano.chika@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

美術史／フェミニズム美術史／フランス近代美術／アンリ・マティス／装飾芸術
art history ／ feminisme art history ／ french modern art ／ Henri Matisse ／ decorative art

◆主要業績										

総数（4）件

・
「美術史をほどく ? マリー・ヴァシリエフとモダニズムの時代」池田忍・小林緑編『ジェンダー史叢
書４ 視覚表象と音楽』明石書店、21 年所収。pp6-88.
・
「マティスと室内」、『ボナールの庭、マティスの室内 日常という誘惑』展カタログ、ポーラ美術館、
29 年所収。pp.8-18.
・
「時代の徴候 ?” アール・デコ” とその周辺」『ドレスタディ』56 号、29 秋、pp.4-13.
・
「パリのミュシャと『装飾芸術』の時代、『ユリイカ』、29 年、9 月。pp.63-77.

◆研究内容

／

Research Pursuits

19 世紀から 2 世紀、さらに現代にかけてのフランスを中心とした装飾芸術と造形美術、および美術史的言説
における「他者」の位相とその表象を中心に研究・調査を進めている。加えて世紀末における装飾芸術の位相や、
室内と絵画の問題、2 世紀における女性芸術家をめぐる問題や理論に関して研究を続け、論文として発表した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

美術史学特殊講義においては 2 世紀美術における諸問題を、モダニズムの見直しや、ジェンダーやポストコロ
ニアリズムの視点とともに考察した。
LA ジェンダー

アートとジェンダーでは、ジェンダーから見た美術史の諸問題とフェミニズム・アートの作

例を分析した。
美術史学演習においては William Rubin, “From Narrative to ‘’ Iconic’’ in Picasso” をテクストに、2 世紀初頭の
フランス美術の諸問題の理解に加え、美術史学研究の基本的方法と問題点、論文読解の基本的な指導を行った。
卒論指導、および大学院の西洋美術史演習に関しては毎回の学生の発表に応じて指導を行った。

◆研究計画
19 世紀から両大戦間フランスを中心とした装飾の位相と装飾芸術、造形美術を含めた視覚表象、および美術
史的言説における「他者」表象をテーマに、現代までを視野に入れた研究を進める。今後も、日本を含めた他
の地域の研究とも学際的に共同しながら、ジェンダーやポストコロニアリズムの視点から、植民地時代を中心
として現代に至る装飾と「他者」をめぐる研究をさらに展開してゆきたい。

◆メッセージ
美術史は単に一般に重要とされる芸術作品を無条件に礼賛したり芸術家の人生をたどるものではありません。
メディアにあふれている「美術」や「傑作」についての固定的な観念から自由になって、あなた自身の批判的
な知と想像力を駆使して視覚的な表象に向き合ってみてください。それはこれまでの「私」を揺るがし、今あ
なたが生きている時代や社会と新たな関わりを見いだす可能性を開くことになるはずです。大学では、美術史
という学問を通じて、教師と学生がともにこうした試みに必要な力を磨いています。

27

氏名： 新井 由紀夫
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学修士（1985

東京大学）

専門分野： 西洋史学、イギリス中世後期史
E-mail： arai.yukio@ocha.ac.jp
URL： http://www.li.ocha.ac.jp/hum/arai.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

中世イギリス史／史料論／ジェントリ／社会的結びつき／家系文書史料群
medieval history of England ／ sources and documents ／ gentry ／ social relationships ／ archive of
gentry family

◆主要業績										

総数（2）件

・その他（報告書）
新井由紀夫「院生参加型プロジェクト 4b 歴史的多文化・多民族社会におけるリスクとコミュニケーシ
ョンの研究」および「研究成果報告会 歴史的多文化・多民族社会におけるリスクとコミュニケーシ
ョンの研究」
『平成 2 年度成果報告集 特別教育研究経費事業 コミュニケーション・システムの開発
によるリスク社会への対応（リーダー 平岡公一）』お茶の水女子大学、29 年、81-88、118-124 頁
・( 翻訳 ) フィリップ・モーガン「第 2 章 社会の階層編成」、北野かほる監訳『オックスフォード・ブ
リテン諸島の歴史 第 5 巻 14・15 世紀』、1-157 頁。

◆研究内容

／

Research Pursuits

ラングレィ家の家令会計記録（The National Archives, Public Record Office, E11/516/9）全 18 葉からなる
記録から何が読めるのかを引き続き検討している。ジェントリ女性の家政会計記録を、経済史的観点だけでな
く、社会史や宗教史、政治史との関連でも読めることが明らかとなった。この史料のトランスクリプトを続け
ながら、他の同時代史料と比較し、読んでいく予定である。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

29 年度学部ゼミで読んだ論文は、
「19 世紀中葉の大英帝国とフリーメイソン」「2 世紀初頭の東京における、
女学生とサラリーマンと通勤電車」
「源氏物語』に描かれた「中国」」「世紀末の女流舞踏家ロイ・フラー」「演
奏者・作曲家としてのヘンリ８世」
「ノリッジ大聖堂がノーフォークのゴシック教会建築に与えた影響」「ハイ
ステルバッハのカエサリウスとリヴォニアへの布教活動」「宮崎の八紘一宇の塔と、戦時イデオロギー」「16
世紀における英仏貴族層の比較」
「テューダー朝における悪女イメージの創造」「ピアス・ギャベストンと英王
エドワード２世」
「フランス王権の儀礼にみる、あるべき統治者の理想像」「エリザヴェータ・ペトロヴナ（ロ
シア皇帝）治世における、死刑廃止問題」
「初期の博物館における、さわる・嗅ぐ感覚の重視」「家は城？戸口・
部屋仕切り・プライヴァシーにみる、18 世紀ロンドンの家事情」「明清期における国家とホモセクシュアリテ
ィー」
「エリザベス朝における宗教化する政治と政治化する宗教：その多様性」

◆研究計画
キャサリン・ラングレィというロンドン豪商出身でジェントリに嫁ぎ未亡人になった女性とラングレィ家に
関する史料を集めて、ぼちぼち読み始めています。彼女の遺言書や彼女のもらった贖宥状、それにラングレィ
家の会計記録などを読んでいます。これらをもとに、キャサリンの生涯と社会との関係を再構築してみること
を計画しています。また、ジェントリの家系文書史料群（データは全部で 2 件程度）を整理分析することを試
みています。
共同研究は、
１．中世ヨーロッパの史資料に関する研究（科研）
２．身分感覚の比較史的研究（科研）

◆メッセージ
なにごとにも好奇心を持ち、どんなことでもどん欲に楽しむという姿勢は、歴史学をやる上であんがい欠か
せない要素だと思います。遊びや楽しみのなかから学問のヒントを得ることもあります。学生さん達との学科
旅行での宴席で、比較社会史という授業のテーマ「ホモセクシュアルの比較社会史」が決まったのですが、や
ってみると奥が深く、史学の先生達との共同研究テーマにまで発展してしまったほどです。
歴史学で扱えないようなテーマはない、何でもありだと最近よく思います。歴史学をやる上でこうしなければ
だめだということもありません。われこそは、という皆さん、是非、お茶大比較歴史学コースにいらして下さい。
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氏名： 荒木 美奈子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： Ph.D.（開発研究）
専門分野： 開発研究、アフリカ地域研究
E-mail： araki.minako@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

開発研究／アフリカ地域研究／タンザニア／内発的発展／住民組織
development Studies ／ African Area Studies ／ Tanzania ／ endogenous development ／ peoples
organizations/groups

◆主要業績
・荒木美奈子 29「プロセスとしての「地域研究」? 定住者と漂泊者の相互作用に着目して」『地域研究
を基盤としたアフリカ型農村開発に関する総合的研究』（科学研究費補助金基盤研究（S）研究成果報
告書）
、pp.383-395.
・荒木美奈子（近刊）「開発実践における「プロセスの記述」? ザンビアとタンザニアのフィールドか
らの学び」佐藤寛・藤掛洋子編著『開発援助と人類学 ? 冷戦・蜜月・パートナーシップ ?』、明石書店。

◆研究内容

／

Research Pursuits

1. アフリカ地域研究を基盤としたアフリカ型開発実践に関する研究
24 年度から研究分担者として携わってきた科研「アフリカ地域研究を基盤としたアフリカ型農村開発に関
する総合的研究」の最終報告書をもとに、メンバー間で成果刊行書出版に向けての研究会や作業を行った。
2. アフリカの村落給水組織と協調的地域社会形成に関する研究
JICA（国際協力機構）研究所の「アフリカの村落給水組織と協調的地域社会形成に関する研究」に参加し、
タンザニアの事例研究に取り組んでいる。29 年 8 月 9 日から 9 月 8 日までタンザニアにてフィールド調査を
実施した。
3. 開発実践における定性的なモニタリング・評価に関する研究
ザンビア及びタンザニアにて開発実践と研究に継続的に携わることにより、開発実践における定性的なモニ
タリング・評価の方法として、
「プロセス・ドキュメンテーション」の可能性について検討を続けている。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

1. 学部：
「国際協力学」
「国際協力方法論 I」
「国際協

In the academic year of 2009, the lectures and

力方法論 II」
、
「国際協力実習 II（タイ実習）
」
、リベラ

seminars I provided are as followings:

ルアーツ科目「開発と共生 / 人間の安全保障」を担

For Undergraduates: International Cooperation,

当するとともに、グローバル文化学環の卒業研究の

Advanced International Cooperation I &II,

指導を行なった。

International Cooperation Practice in Thailand,

2. 大学院博士前期課程：
「開発実践研究論」
「開発実

and Human Securities/Development and

践研究論演習」の授業を担当した。

Environment(Liberal Arts)
For Graduates: Research and Practices in
development I & II

◆研究計画
1. アフリカ地域研究を基盤としたアフリカ型開発実践に関する研究 :1999 年から JICA 専門家として地域開発
の実践に携わり、24 年度から研究分担者として携わってきた科研「アフリカ地域研究を基盤としたアフリカ
型農村開発に関する総合的研究」の成果をもとに、メンバー間で成果刊行書出版に向けての作業を行ってきた。
科研費出版助成費をうけ、21 年度中に京都大学出版会から刊行予定である。
2. アフリカの村落給水組織と協調的地域社会形成に関する研究 :JICA（国際協力機構）研究所の「アフリカの
村落給水組織と協調的地域社会形成に関する研究」の一環として、21 年 8 月中旬から 9 月初旬にかけてタン
ザニアでフィールド調査を実施する予定である。
3. 平和中島財団・国際学術共同研究助成に採択された研究プロジェクト「現代アフリカにおける環境保全と地
域経済の向上を目指した共同研究組織の形成」に参加し、タンザニアでの対象地域の環境保全と地域経済に焦
点を当て、開発実践におけるプロセスの変容過程を継続してモニタリングしていく。

◆メッセージ
「開発」実践と研究の双方からアフリカ（特にザンビア、タンザニア）に関わってきました。実践と研究をつ
なぐ視点やアフリカが抱えている課題と可能性の双方を、伝えていきたいと考えています。「国際協力」＝「先
進国（専門家）が貧しい人々を支援する」というイメージが先行しますが、グローバル化が進む世界のなかで、
私たちの生活がいかに他の地域と繋がり、相互に依存しているかを理解し、モノや出来事の向こうにある人々
の暮らしに思いを馳せながら、関係性のなかで「国際協力」を考えるという視点も大切です。単に知識や情報
を得るだけではなく、批判的かつ建設的にものごとを考え、小さなことからでも行動に移していく力と姿勢を
養っていってほしいと願います。
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氏名： 池田 全之
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 博士 ( 教育学）／ Doctor（pedagogy)
専門分野： 教育哲学／ Educational Philosopy
		 教育思想史／ History of the Theory of Human Formation
E-mail： ikeda.takeyuki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

教育哲学／ドイツ観念論／シェリング，フィヒテ／フランクフルト学派／ベンヤミン ,
Philosophy of Education ／ German

Idealism ／ Schelling,

アドルノ

Fichte ／ Frankfurt school ／ Benjamin,

Adorno

◆主要業績										

総数（3）件

・
「
〈主体〉化の系譜学から新たな自己関係へ ? 身体をめぐるフーコーの言説に準拠して」, 教育哲学会
編『教育哲学研究』第 99 号 ,pp.12‐124,29 年 5 月
・
「テキストの〈生命〉はいかに継受されてきたのか ?『教育哲学研究』5 年間にみられる人物研究の
視角変化」, 教育哲学会編『教育哲学研究』1 号記念特別号 ,pp.13‐12,29 年 11 月
・
「労働的人間形成の論理とそのアクチュアリティについて ? 意識の自己形成をめぐる 18 年前後のド
イツ思想の一断面」, 平成 19?21 年度科学研究費補助金成果報告書（研究課題名：「いのちの尊厳」教
育における生命科学的思想の位置価値と育成課題に関する実証的研究：研究代表者：増渕幸男：課題
番号：1753592）,pp.1‐22,21 年 3 月

◆研究内容

／

Research Pursuits

29 年度は、ドイツ観念論期の意識の形成理論を検討

In 2009,I investigated the theory of the formation

した。具体的には、まず、ドイツ観念論期の自己意

of consciousness during the era of German Idealism.

識論の典型としてフィヒテの前期知識学の意識理解

Concretly speaking, at first,I considered about

を明らかにした。それに続いて、その発展形の一つ

Fichte''s texts of early Science of Knowledge as

として、ヘーゲルの『精神現象学』の自己意識章に

typical theory of formation of consciousness in this

見られる、労働を介しての意識形成モデルを踏まえ

era. and next,I made clear Hegel''s unerstanding of

たうえで、もうひとつの発展の形としてノヴァーリ

human formation through labour,which we can see

スの世界認識を解明した。そしてそれらが、現代的

in Penomenology of Spirit, as one developmental

人間形成観に示唆するものを検討した。

p a t t e r n o f F i c h t e ' ' s t h e o r y. a n d a s a n o t h e r
developmental pattern, I interpreted the fragmets of
Novalis. After these considerations,I inquiered what
these theory indicate for our educational situation.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

29 年度は、学部段階の授業においては、フーコーの

（For undergraduate course)

権力論、アドルノの非同一性の哲学、カントとシェ

I treated outline of Foucault’’s Power theory,Adorno’’

リングの道徳思想、ハイデガー、メルロ＝ポンティ、

s theory of dialectic of enlightment,Kant’’ s and

デリダの生命観を、現代の教育問題と絡めながら概

Schelling’’ s ethic, and the understanding of Life of

説した。大学院段階では、フィヒテ、ヘーゲル、ノ

Heidegger,Merleau-ponty and Derrida, relating these

ヴァーリスらを中心に、ドイツ観念論期の意識の自

theory to our educational problems.

己形成観を概説した。演習においては、
フーコーの『知

(For graduate course)

の考古学』を取り上げた。

I focussed on the diversity of theory of the formation
of consciousness (especially,Fichte’’ s,Hegel’’ s and
Novalis’’ s theory) in the era of German Idealism.
In seminar, reading Foucault’’ s Archeology of
Knowledge, I explained the method of his early
philosopy.

◆研究計画
21 年度は、195 年代西ドイツの思想的布置状況を明らかにする作業に着手する。つまり、ナチスの過去の忘
却の論理として、後期ハイデガーの存在史思想を取り上げる。そして、それの対抗軸としてヤスパースの歴史
哲学を踏まえたうえで、彼らに共通した過去への向き合い方の特徴として、「本来的な過去」への追慕という
構造を浮かび上がらせる。そのうで、そうした発想法のはらむ問題点を、晩年のフーコーのパレーシア講義を
踏まえながら浮かび上がらせたいと考えている。

◆メッセージ
教育思想研究というと、難しいとか現実から遊離していると一般には考えられています。たしかに教育思想
の研究の場合には、二次文献を参照しながら、地道に昔のテキストを読み進めることが基本になります。けれ
ども、そうした読解も、現代についての先鋭な問題意識がなければうまくいくものではありません。古典的な
テキストを使いながら「今」を考えることが大切なのです。ですから、自分の狭い関心にだけ囚われるのでは
なく、視野を広く持つようにしてください。
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氏名： 池田 まさみ
所属： 人間発達教育研究センター
職名： 特任准教授
学位： 博士（学術）（21 お茶の水女子大学）
専門分野： 実験心理学、認知科学、発達教育工学
E-mail： ikeda.masami@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

視覚認知／実験心理学／科学教育／コミュニケーション／クリティカルシンキング
visual cognition ／ experimental psychology ／ science education ／ communication ／ critical
thinking

◆主要業績										

総数（8）件

・池田まさみ・田中美帆 29「脳と心の科学」教育：身近な知覚学習ツールを用いた教授法の開発と実
践 . 認知科学 , 第 16 巻，281?295．
・Miho Tanaka, Masami IKEDA and Akira ISHIGUCHI 29 Change-detection in driving scene images: A
comparative analysis of the eye movements of experienced and novice drivers.32nd ECVP (European
Conference on Visual Perception),Regensburg, Germany,23-29 Augus
・甘チンウェイ・池田まさみ・田中美帆・石口彰 29 リスク情報の視覚検出メカニズム ? 運転場面に
おけるリスク検出の視線解析 . 認知感性科学年報 , 第 5 巻，5?12．
・宮本康司・池田まさみ・長田聖次・千葉和義 29 北区環境大学カリキュラムが成人の科学リテラシ
ー向上にもたらす効果 . 日本科学教育学会年会論文集 , 第 33 巻，391?392．

◆研究内容

／

Research Pursuits

1. 視覚系における情報処理メカニズムの検討：パタ

1. Examination of the information processing in the

ーン認知やオブジェクト認知など、高次視覚におけ

human visual system: Experimental study of the

る情報のサンプリング特性を実験的に検討

sampling properties of visual information in pattern

2. エイジングとコミュニケーション：認知的加齢が

and object recognition.

コミュニケーションに及ぼす影響を実験的に検討

2. Investigation of the effects of aging on

3. 子ども向け「こころの科学」教育：科学的思考力

communication.

を育成するための視覚実験教材の開発

3. Science education of the “Brain and Mind” for

4. 教育評価ツールの開発

junior high school students: Development of the

5. 子どもの安全教育に関する研究

educational materials (visual illusion experiment
kits and application software) to foster the ability of
thinking logically.
4. Development of the educational assessment tools.
5. Study of the safety education and training for
children.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

【学部】

【Undergraduate Course】

・人間科学方法論／心理統計法

・Statistics for psychology and education

統計の基礎知識と統計的な思考方法について学ぶ。

・Introduction to cognitive psychology

・認知心理学概論

・Introductory seminar in psychology

人間の認知情報処理過程に関して、神経生理学、 ・Science debate
計算理論、行動科学的側面から平易に解説する。

【Graduate Course】

・心理学基礎演習（応用）

・Methodology of study of genetic counseling

心理学書の講読を通して、専門書の読み方、レジ

・Foundation of clinical psychology

ュメの書き方、問題の発見法、プレゼンテーション

・Seminar of human developmental science ?

やゼミでの討論の仕方を学ぶ。
・サイエンス・ディベート
論理的思考法の学習を通じて、情報分析能力を養
う。
【大学院】
・遺伝カウンセリング研究方法論
実際の研究例を基に、ディスカッションを通して、
研究デザインや解析手法に対する理解を深める。
・心理臨床基礎論
臨床心理学の対象、歴史、方法に関する基礎的知
識を整理する。また、社会的視点から、臨床心理学
の専門性や他の専門領域・隣接領域との連携の在り
方を示し、総合的に臨床心理学を理解することを目
指す。
・グローバルＣＯＥ人間発達科学演習 ?

◆研究計画
・視覚機能を中心とした人間の認知メカニズムの実験的検討
・小・中学生を対象とした科学的思考力（＝論理的思考力）や探究力育成のための教育プログラムおよび学習
支援ツールの開発
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氏名： 猪崎 弥生
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士／ M.A.
		 博士（学術）（25 神戸大学）／ Ph.D.
専門分野： 舞踊学・舞踊芸術学
E-mail： izaki.yayoi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

舞踊／身体／表現／評価
dance ／ body ／ expression ／ evaluation

◆主要業績										

総数（3）件

・猪崎弥生・水村（久埜）真由美・米谷淳，日本舞踊家のジェンダー表現 ? ジェンダーフリーなダンス
教育プログラムを考える，表現文化研究 9(2),119-128,21
・水村（久埜）真由美・尾崎宏樹・梅沢淳・猪崎弥生，演じる動きの男女差，バイオメカニクス研究
13(2),76-83,29
・猪崎弥生作品「primitive point」，29 時代を創る現代舞踊公演，東京芸術劇場中ホール，29.9.1

◆研究内容

／

Research Pursuits

舞踊運動の持つダイナミックで有機的な表現性に着

I investigate Dance Study from the viewpoint of

目し、その表現性の評価について研究を継続してい

dynamic expressiveness through dance movement.

る。平成 16 年度から 3 年の交付期間での科研費を採

The relationship between an effective guidance

択された研究「表現運動（舞踊）の指導力を向上さ

language and the evaluation in the dance class, is

せるために有効な指導言語と評価との関係について」

connected to the dance teacher''s dance experience.

において、舞踊運動の評価とは、現れ出てくる表現

I continue to study the aesthetic expression of

性を含めた舞踊運動そのものの特性をつかみとるこ

feminine in traditional Japanese dance by aesthetic

とと捉え、舞踊指導における評価と指導言語との関

evaluation(Izaki,2006).

係を明らかにしようとした。そこでは、舞踊運動の

The feminine in traditional Japanese dance is a very

評価が舞踊経験に基づく身体性（身体言語）に関与

sophisticated, ordered, and highly disciplined mode

することが示唆された。平成 19 年度から 2 年の交付

of expression in the traditional style.

期間で科研費を採択された萌芽研究「身体表現から
考えるジェンダー ? 舞踊動作に見られる女らしさと
男らしさ ?」においては、日本舞踊における舞踊動作
の印象評価研究を通して、女性日本舞踊熟練者と女
形（男性日本舞踊熟練者）における女らしさを比較
検討した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育：
「舞踊芸術学」では舞踊の文化的概観、舞

Undergraduate course: Dance and the Arts(dance

踊の領域、運動と表現、形式と内容、形式と構造と

history, dance education, form, and content)

いう観点から「舞踊とは何か」を考える授業を展開

Modern Dance Techinique(floor exercies, locomotion,

している。
「舞踊芸術学実験演習」では学生各自が舞

and phrase) Dance Creation(improvisation,

踊学の論文のレジュメを作成し、発表を行い、論文

choreograph, and composition)

の内容に関して議論する。モダンダンステクニック

Graduate course: Dance Theory(dance

初級では「身体を知る」ためにフロアーエクササイズ、

phenominology, dance aesthetics, dance analysis, and

ステップを含む移動、フレーズを踊ることを行って

Laban method) Dissertation

いる、舞踊創作法では作品を上演できるまでの創作
のプロセスを理解し構成・演出を考えることをねら
いとしている。
大学院教育：
「舞踊芸術学特論」では美学的見地から
の理論、舞踊の作品分析を中心に講義した。論文指
導では、前期課程の 2 名の修士論文指導を行った。

◆研究計画
現在行っている研究とそれに関連する発展的研究は以下のようになる。
・身体表現から考えるジェンダー ? 舞踊動作にみられる女らしさと男らしさ（萌芽研究 H.19?2）
・男女共修授業「身体を通したジェンダーフリーなダンス」の理論化と検証
・もうひとつのダンスを探る ? コミュニティダンスを基点とする舞踊実践研究 ?
・
「キンダーブック」の付録「ツバメノオウチ」の遊戯（身体表現）における動きの特性

◆メッセージ
舞踊教育学コースを志望する受験生の皆さんは、誰よりも踊ることが大好きであると思います。踊るという身
体を通した舞踊の経験から得られるさまざまな感覚、湧き起こる内なる感情の働きを十分に感じて下さい。舞
踊の「こころ」と「からだ」がつながり合う有機的でダイナミックな全体性は、踊る体験を豊かな営みにする
と思います。

37

氏名： 石井クンツ昌子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 社会学修士（家族社会学統計学専攻）／社会学博士（家族社会学ジェンダー社会学専攻）
専門分野： 家族社会学、ジェンダー社会学、統計学、社会調査法、社会心理学、高齢社会学
E-mail： ishii.kuntz.masako@ocha.ac.jp
URL： http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/Teacher_Ishii.html

◆研究キーワード

／

Keywords

ワーク・ライフ・バランス／家庭内性別役割分業／父親の子育てと家事参加／ IT 社会における親のネ
ットワーク／日米比較
Work-Life-Balance ／ Gendered division of household labor ／ Fathers Involvement in Child Care and
Housework ／ Parents networking in IT society ／ Japan-US comparison

◆主要業績										

総数（8）件

・石井クンツ昌子『社会科学系のための英語研究論文の書き方 ? 執筆から発表・投稿までの基礎知識』
ミネルヴァ書房 21 年 2 月 25 日 333 ページ
・石井クンツ昌子「ノルウェーとスェーデンの育児休業制度」家庭教育国際比較調査研究会著、『世界
の家族と子育て』ミネルヴァ書房、Pp.23-27. 21 年 1 月
・石井クンツ昌子（編）『IT 社会における育児期のインフォーマルネットワークと世代関係：日米比較
から』平成 19?2 年度科学研究費補助金基盤研究報告書 29 年 11 月
・21 Ishii-Kuntz, Masako, Jessica Gomel, Barbara Tinsley, and Ross Parke. “Economic Harship and
Adaptation among Asian American Families.”
Journal of Family Issues. March.31(3), 47-42.
・石井クンツ昌子「国連エキスパートグループミーティングに参加して：家庭内外における男女間の平
等な責任分担への提言」『家族社会学研究』
第 21 巻第 1 号、Pp.12-19.

◆研究内容

／

Research Pursuits

社会学の視点から家庭内のジェンダーダイナミクス

From sociological perspectives, my research focuses

に焦点をあてて研究している。特に、家庭内性別役

on gendered dynamics within families. In particular,

割分担、男性の育児・家事参加に関してその規定要

I examine gendered division of housework, fathers''

因を量的データにより実証したり、質的データによ

participation in child care and household labor using

り詳述してきた。またワーク・ライフ・バランスの

quantitative data. I also study the contexts of paternal

実現に向けての政策提言につながる研究も続けてい

involvement using qualitative data. I continue to

る。29 年度は IT 社会における育児の実態や親の育

conduct policy-oriented research to promote work-

児満足度についての研究報告書を作成し、21 年度か

life-balance in Japanese families. I have completed

らは科研費の助成を受けてこの課題に関する大規模

a report on my recent work examining how child

調査を実施する予定である。

rearing and parenting satisfaction are influenced
by the use of IT technology. From 2010, with the
funding of the Japan Science Foundation, I continue
to pursue this research interest, and plan to collect
large scale data sets in Japan and the U.S.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

社会学視点から家族関係や役割を理解することを目

View ing family relat ionships and roles from

的で学部では「家族社会学総論」
「家族社会学演習」、

sociological perspectives, I teach "Family Sociology"

修士レベルでは「家族関係論」
、博士レベルでは「家

and "Family Sociology Seminar" at undergraduate

族論」を担当している。これらのクラスでは日米の

level, "Family Relations" at Master''s level, and "Family

家族社会学研究文献を読み、ディスカッションなど

Theory and Methods" at the Doctoral level. In these

を行っている。

courses, students read family sociology literature in
Japan and the U.S. for in-class discussions.

◆研究計画
IT 社会における育児期の親のネットワークと子育て満足度についての研究を平成１９年 ? ２年に行なった。イ
ンターネットや携帯メールを頻繁に活用する若い親たちがそれらの媒体を通じての育児サポートからどのよう
な影響を受けているのか、またこのインフォーマルサポートが育児期の父親・母親の夫婦・親子関係にどのよ
うな影響を与えているのかを大規模データを収集して分析した。これらの分析結果は平成２１年度に報告書と
してまとめた。平成２２年度からは再度科研費の助成を受けて、日米における育児期の親の IT 利用と家族関
係についての比較研究を行う予定である。

◆メッセージ
大学は「考えること」の多様性を学ぶ場だと思います。例えば家族に関しても様々な研究領域がありますが、
多くの文献を読み、家族についての考え方の多様性を学んでいってほしいです。丸暗記の勉強法ではなく、学
んだこと、読んだことなどを常に Critical に分析する力を養うのが大学だと思います。自分の興味のある研究
について積極的にアプローチしていくモチベーションの高い学部生、院生を歓迎します。
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氏名： 石口 彰
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 文学博士（１９８９

東京大学）

専門分野： 認知科学、実験心理学
E-mail： ishiguchi.akira@ocha.ac.jp
URL： http://www.hss.ocha.ac.jp/akira1

◆研究キーワード

／

Keywords

視覚／学習／熟達化／感性／ベイズ推論
VISION ／ LEARNING ／ EXPERTISE ／ KANSEI ／ BAYESIAN

INFERENCE

◆主要業績										

総数（14）件

・Tokita, M. & Ishiguchi, A. ( 29) Effects of feature types on proportion discrimination. Japanese
Psychological Research, Vol. 51, Pp.57 - 68
・Arimura, H., Yakushijin, R., & Ishiguchi, A (29) Suppression of Visually Induced Vertigo: effects of
attentional position and modality. Aviation, Space and Environmental Medicine. Vol. 8, Pp.472-476
・白間 綾 , 石口 彰 (29) アモーダル補完が視覚探索に及ぼす影響は偏心度に依存する
心理学研究 , 8 巻 , Pp.114-122
・白間 綾 , 石口 彰 (29) 視野の空間解像度勾配と視覚サンプリングの柔軟性 心理学研究 , 8 巻 ,
Pp.223-231
・具ヒョンミン、石口 彰（21）情報の量と時間制限が回避行動に及ぼす影響 認知感性科学年報、6
巻、Pp.7-1

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．視覚パターン認知の統計的特性の検討
視覚パターン認知の基本特性は、３次元世界を２
次元網膜像から復元するといった不適切逆問題の解
決である。この解決にあたり、視覚系は、既知の知
識構造から成る制約条件と様々なサンプリングデー
タを元に、一種のベイズ解を導いている。私の研究
室では、この一連の過程における統計的特性を、実
験を通して解明している。
２．異種感覚情報の統合問題
視覚、聴覚、体性感覚間の相互作用を通じて、連
合機能の特性を検討する。
３．リスク情報の処理メカニズム
身のまわりにあるリスク信号（リスクイベントに
対する先行信号）の処理メカニズムに関して、実験
的に検討する。基礎的な研究だけでなく、こどもの
リスク回避行動への応用研究へと発展させる。
４．数量判断の認知過程と熟達化
人間の持つ数量判断（絶対量、相対量）に関して、
基礎的な脳内メカニズムばかりでなく、発達的側面、
比較行動学的側面、比較文化的側面も含めて、実験
的に検討する。さらに、知覚的バイアス等の影響を
受けない熟達化の過程を解明する。
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1. Statistical properties of visual pattern cognition
Statistical properties of visual pattern cognition
are solutions of the ill-posed problem in which the
visual system recovers the 3D space from 2D retinal
images. The visual system induces the Bayesian
solutions with use of some restraints and sampling
data. Our lab has clarified these solution processes
on the base of experimental data.
2. Integration problem of many kinds of information
from perceptual systems
We have studied the cross modal perceptual
systems. In particular, we have focused on the
problem about the effects of the visual output on
auditory or tactile perception.
3. Human coginitive processing of risk information.
We investigate the properties of human risk
processings of everyday issues from the viewpoints
of cognitive experiments and modeling.
4. Cognitive process of mathematical judgment and
expertise.
We have investigated the cognitive representations
in the brain about human mathematical judgment
of relative and absolute volume and numbers. We
also have studied this problem from viewpoints of
human development, comparative behavior and cross
culture. In our study, a term “expertize” is the key
word.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

【学部】
１

認知心理学概論

Under-Graduate Course Introduction to Cognitive
人間の認知情報処理過程（パ

Psychology:

ターン認知、学習・記憶、知識表現、推論と問題解決等）

I survey fundamental properties of the cognitive

に関して、神経生理学、計算理論、行動科学的側面

information processes in pattern cognition, internal

からの解説を通して、認知心理学の概要を理解する。

representation, learning, memory, reasoning and

２

認知心理学演習（基礎） 人間の認知機能、特に

problem solving.

パター認知、推論機能について、日本語・英語テキ

Graduate Course

ストを批判的に講読し、認知心理学の基礎を習得す

Cognitive Systems:

る。

We survey and discuss the principles of the cognitive

３

認知心理学演習（理論） 人間の視覚に関する理

systems and Bayes inferences. Registrated students

論的文献を購読し、内容について、プレゼン形式で

are required to show the contents with computer

発表する。さらに、視覚機能に関する簡単なデモン

presentation, and to clarify some problems related to

ストレーションを参加者自ら工夫することで、理論

the systems.

と実際との関係を体験する。
４

認知心理学研究法

認知心理学の研究方法を修

得し、自ら研究する能力を身につける。
【大学院】
認知システム論
人間の認知機能や運動機能、その障害に関して、シ
ステム論の観点から、基礎を修得する。学生は、基
本的な英文テキストの内容をコンピュータ・プレゼ
ン形式で紹介する。毎回、小テストを実施する。
認知システム論演習
認知システムの基礎となるベイズ推論の基礎を、演
習問題を解きながら、修得する。

◆メッセージ
認知心理学研究室では、人間の認知に関する幅広い領域を扱っているので、学生の関心領域に沿った教育・研
究指導が可能である。
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氏名： 石塚 道子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： M.A.(History), 文学修士、博士（地理学）
専門分野： 文化地理学、カリブ海地域研究
E-mail： ishizuka.michiko@ocha.ac,jp

◆研究キーワード

／

Keywords

文化地理学
Caribbean Stuidies ／ Cultural Geograpy ／ Creole

◆主要業績
・編著書：
『ポストユーユートピアの人類学』28 人文書院
・論文：
「クレオール文化空間の脱植民地戦略ーマルテティニックにおける相反的な空間認識をめぐっ
て」
、28、文化人類学 72? ４、pp.485?53
・論文：
「
「世帯」のモビリティと集合性 ? カリブ海地域の世帯集合「ヤード」と「ラクー」の事例から
28、伊藤るり、足立眞理子編『国際移動と＜連鎖するジェンダー＞再生産領域のグローバル化』28、
作品社、pp.199-223
・論文：
「カリブ海地域における小規模農業とジェンダー：内部市場システム再考」、28、F-GENS ジャ
ーナル１．pp192?197
・論文：
「終わらない問いー「空間・場所・ジェンダー関係」再考ー」、21、お茶の水地理 5 号、
pp.2?26

◆研究内容

／

Research Pursuits

カリブ海地域は、実際に世界のあらゆるエスニック

The Carbbean is aunique and complex concatenation

集団が連鎖する地域であり、多様な文化の混交、生

of virtually every ethnic group in the World.

成する場である。慣習、制度のみならずエスニシテ

Each g ruoup brought pat icular traits to the

ィのレベルでの混交は比類のない新たな文化、カリ

Caribbean. The region has truly been a crucible

ブ海クレオール、クレオール化の生成動態として捉

pf various cultures.This blending,not only of

えられる。

institutions,but also of ethnicity,has produced the

私の研究は文化・社会空間の視点からこの文化生成

uniquely Caribbean Creole,creolisation.

過程を明らかにしようとするものである。

I would like to make clear the process of creation of
cultures,creolisation from view point
of social and cultural space.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育では、グローバル文化学環においてグロー

I took charge two subjects for undergraduate

バリゼーションのもとでの文化の変化を解析力養成

students of the course of Global Culuture studies ,the

のために

first;study of cultural theories to make understand

文化理論研究、カリブ海地域や世界の他地域の移民

the tranformation of cultures under globarization,the

社会・文化についての具体的な事例を通して文化の

second;study of creole cultreto make clear diversities

多様性を考えるクレオール文化論の授業、卒業研究

of culture in multiethnic societies in the Caribbean

指導を行った。大学院前期課程では開発言説にかか

and othes areasof the world. I taught how to write a

わる多様な研究文献講読をとおして開発政策のポリ

graduation theisis t oundergrauated students of this

ティクスを考察する能力養成、修士論文作成指導を

course.

行った。後期課程では

In Master degree Course of graduate school I took

博士学位論文作成のための理論構築指導を行った。

charge seminars in Development Discourses to make
students consider about politics od developmet
polocies and Itaught how to waritre master theisis.
In Doctoral degree course I taught how to construct
own theory for dessertaion.

◆研究計画
カリブ海地域は近代最初の国際労働移動によって形成された地域であり、移動が常態である地域である。この
ような地域文化の動態研究から、グローバリゼーションのもとでの文化。社会空間の変化をとらえる方法論革
新を目指したい。そのために日本、およびカリブ海地域の研究機関との共同研究を推進していく。

◆メッセージ
身近な日常現象のなかにグローバリゼーションのもとでの文化の変化を見出し、それに対処する方向をともに
見出して生きたいと思っています。

43

氏名： 市古

夏生

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（文学）（早稲田大学 1998）
専門分野： 日本近世文学 出版文化学 書誌学
E-mail： ichiko.natsuo@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

近世文学／浮世草子／仮名草子／出版文化／原稿料

◆研究内容

／

Research Pursuits

日本近世文学の中で 17 世紀を中心に研究を行っているが、ここ２，３年江戸時代初期の小説 ･ 随筆類の中で、
写本で流通している書物を精査し、版本との相違や独自性、特色などを考察しつつある。
また近世文学は出版文化の開花した時代であり、文学環境の１つとして出版に関する究明が必要である。元禄
時代に刊行されている「書籍目録」の諸本調査と収載書籍の基準などについて研究を進めており、『増益書籍
目録大全』諸本調査に関して完成しつつある。
出版文化が開花してから起る現象として、作者・著者の権利、すなわち著作権の問題がある。著者への報酬（原
稿料・印税）がどのように推移し、どの程度の収入があるのか、文学者の経済的な基盤が確立する時期などに
関する究明を行うため、科研費でプロジェクトを組んでいたが、その研究成果の一端を 21 年度に公表する。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

日本近世文学に関して教育を行っている。文教育学部では、「日本古典文学史論」で近世小説の展開を作品を
紹介しつつ、講義をしている。
「日本古典文学論演習」では、語句や背景となる風俗を調査させて、近世小説
の読み方を習得させる。２１年度は前期に西鶴の浮世草子『本朝桜陰比事』、後期に上田秋成の浮世草子『諸
道聴耳世間猿』を対象とした。大学院では「日本言語文化特論」では版本書誌学を講義し「日本近世文学特論」
では仮名草子の『名女情比』に関して、大磯の虎などの女性を受講生に割り当て、他の作品を参照しつつ、そ
の特色を考察した。

◆研究計画
? １８年度より３年間科学研究費補助金で「出版機構の進化と原稿料についての総合的研究」を６名の研究者
とともに推進しており、近世から現代に至る作家の経済的自立に関する推移をまとめたが、さらに報酬と版権
のデータの採集を有志で継続し、書物にして広く研究者が利用できるようにする。? 近世前期の出版物の目録
である「書籍目録」の諸本調査と、出版者別に出版書をリストにし、文学関係出版者の特色、文学書の位置づ
けなどを考察する。? それに合わせて共同研究として行われてきた近世前期の出版書年表の作成を試みる。?
写本と版本の混在する仮名草子に関して、
メディアの視点から分析を進める。? 仮名草子から浮世草子にかけて、
女性に対する表現を分析する。

◆メッセージ
現代から一番近い時代の古典文学、これが近世文学です。文体、語句なども近代以降に繋がるものなので、読
み慣れると理解することが容易であると思います。
井原西鶴、曲亭馬琴などの書いた小説、松尾芭蕉の俳諧 ･ 奥の細道などはよく知られていますが、それ以外に
も面白い怪異小説、遊里文学、滑稽小説などがたくさん残されています。
また文学作品を出版し始めたのが江戸時代です。出版されるようになって作品はどのように変質したのか、出
版に関わる規制の実態、作者と出版者との関係など興味は尽きません。
近世文学の世界をぜひとも知っていただきたいと思います。
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氏名： 伊藤 亜矢子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 博士（教育学）
専門分野： 学校臨床心理学、コミュニティ心理学
E-mail： ito.ayako@ocha.ac.jp
URL： http://www.develop.ocha.ac.jp/itoa.html

◆研究キーワード

／

Keywords

コミュニティ・アプローチ／学級風土／スクールカウンセリング／実践研究／コンサルテーション
Community Approach ／ Classroom Climate ／ School Coun ｓ eling ／ Collaborative Action Research ／
Consultation

◆主要業績										

総数（18）件

・伊藤亜矢子 (29) 学校・学校組織へのコンサルテーション 教育心理学年報 , 48, 192-22.
・伊藤亜矢子 (29) 小学生用短縮版学級風土質問紙の作成と活用 コミュニティ心理学研究 , 12(2),
155-169.
・伊藤亜矢子 (29) 学級アセスメントの具体的な進め方 , 児童心理，894，78-82.
・伊藤亜矢子 (21) 国内での取り組み ? 学級風土からみた観察指標 （研究代表者：有本昌弘）平成 19
年度 ? 平成 21 年度科学研究費補助金 ( 基盤研究 (B)) 研究成果報告書授業観察国際指標の国内版作成に
よる授業の改善 , 21-31.
・伊藤亜矢子・中根由香子・鈴木水季 (29) 学校全体への予防的支援を促進する心理教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成の
試み ?? 学級風土アセスメントから見えてきた支援ニーズをもとに ?, 日本心理臨床学会第 26 回大会
発表論文集

◆研究内容

／

Research Pursuits

学 級 風 土 質 問 紙（Classroom Climate Inventory） の
開発とそれを応用した学校支援。? 教師個人レベルでは、
CCI 結果を媒体とした教師コンサルテーション、? 学級レ
ベルでは、CCI 活用シートを利用した学級と個人の双方に
焦点をあてたコンサルテーション、学級ニーズをふまえ
たスクールカウンセラーと教師の協働による心理教育、?
学区・学校レベルでは、CCI を用いた教師教育、等の実践
研究を行っている。特に 29 年には、小学校版学級風土質
問紙の公表と、独自の解析ソフトの開発・改良を行った。
スクールカウンセラーの学校全体への支援を促進するパ
ッケージツールの作成。28?29 年度は特に、学級風土ア
セスメントを基にした、オーダーメイドの心理教育プロ
グラム開発と小冊子の作成、香港の包括的スクールカウ
ンセリングモデルの視察・検討を行った。
国際比較に基づくスクールカウンセラーによる教師支援
方法の開発。ＡＳＣＡ（米国スクールカウンセラー協会）
の Carol Dahir 氏を招へいし、コミュニティ・アプローチ
を行うスクールカウンセリングについて新しいテキスト
の検討を行った。
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Development and application of Classroom Climate
Inventory（CCI）for whole school approach by school
counselors.
1) At individual (teacher) level; consultation with CCI for
homeroom teacher.
2) At classroom level; consultation with sheet type CCI
results and psycho-education with school counselor to
intervene in a student’ s and whole class problem.
3)At school and district level; teacher in-service training
with CCI.
A packaged tool is developing for school counselors’
whole school approach.
From 2008, we develop a psycho-social education
program for junior high school students which could
be customized based on classroom climate assessment.
In 2009 the brochure which describe the whole school
approach was written and visiting the Hong Kong
Educational Bureau to research the comprehensive
guidance model in Hong Kong were done.
Development of teacher and student mentalhealth
support programs from international comparison.In
2009, the project of translation and adaption of new
school counseling text book was started with Dr.Carol
Dahir from New York Institute of Technology and
American School Counseling Association which was
supported by Fulbright Specialist Program.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

伊藤研究室では、子ども・学校・地域・コミュニ

In our laboratory, students do the action researches

ティをキーワードに、各人のテーマに応じて、実践

cooperated with each other focusing on their own

研究を行っています。

topics in schools & communities. Their key words are

臨床心理学・コミュニティ心理学・教育心理学・

prevention, mental health, children, youth, school,

学校心理学の知見を元に、学校内外での、子ども支

community.

援を促進する方法の開発やシステムづくりをめざし

Research methods are based on community

た実践研究です。

psychology, clinical psychology, school psychology &

例えば、小学校・中学校・高等学校で、一教室あ

educational psychology.

るいは、ＴＴ枠などを提供してもらい、相談室を創

Many of graduate students also belong to the clinical

設し相談システムづくりを実践的に検討するなどを、

psychology center in our university, do some clinical

大学院生と学部学生が協力して行っています。

practices (counseling with children, parent, teacher)

大学院生の多くは、心理臨床センターに所属し、

with supervisions by Dr.Ito.

相談事例について、伊藤のスーパーバイズを受けま
す。伊藤が母親面接、大学院生が子ども面接を担当
する場合も多くなっています。そのほか、大学院生
は興味に応じて外部実習に行っています。

◆研究計画
現在行っている実践研究を継続し、学校内外の子ども支援システムづくりについて、実践的な知見を提供する。
特に、スクールカウンセラー実践の効果的な方法や、教師による子ども支援や学級づくりを臨床心理学の知見
から支援する研究成果の蓄積が大きな目標である。6 年度には学級風土質問紙（CCI）のマークシート化がで
き、8 年度には国立教育政策研究所および日立アイシーシーとの共同で PC オンライン入力による即時入力シ
ステムの開発を行い、9 年度には、分析システムの改良と小学校版の公開を行った。今後はこれまで行ってき
た CCI によるコンサルテーション・システムの完成と出版公開、それらを含む学校全体の支援に向けたパッケ
ージツールの作成（H2?22 年科学研究費基盤 (C）253623）が今後の課題である。

◆メッセージ
自分なりのテーマ関心を持ち、実践の場で創造的な実践研究ができる人材を求めています。
それぞれが自分の意見・センスを生かしながら、お互いに協働することで、学校という場や地域で、その場
所の専門家である現職教員の先生方等と協働し、子ども支援を展開することは、やりがいのある実践研究活動
です。スクールカウンセラーに重要なのは work

with

すなわち他業種も含めた協働。それに環境要因や発

達的要因も含めた適切な問題理解の力ではないでしょうか。
助け合い切磋琢磨しながら、創造的な臨床心理士・実践的研究者として成長していける研究室をめざしてい
ます。
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氏名： 伊藤 さとみ
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士（人間・環境学）
専門分野： 中国語学／ Chinese Linguistics
E-mail： ito.satomi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

中国語／イベント意味論／副詞／受け身文／語義指向
Chinese ／ Event Semantics ／ Adverb ／ Passive Sentences ／ Modification Orienting

◆主要業績										

総数（3）件

・
「描写性副詞と事象構造」29 年漢日理論語言学研究、沈力・趙華敏主編、pp212-222
・
「心理副詞の修飾構造」中国語と日本語の対照に基づく事象表現の総合的研究（課題番号 193264）、
研究代表者：沈力（同志社大学）報告書
・
「事象の形成と副詞の修飾」中日理論国際フォーラム発表 29 年 7 月。

◆研究内容

／

Research Pursuits

一つの自然言語は、すべての言語に共通する部分と、個別言語によって決定される部分とからなっている。
共通する部分は統語構造を作る規則であり、意味を生成するための方法である。一方、実際の構文の構造や個々
の語彙の意味は、
言語によって異なっている。本研究では、言語の普遍性と個別性を明らかにしようとしている。
29 年度には次の項目について研究を行った。
・中国語における描写性副詞の修飾構造についての考察（中国語と日本語の対照に基づく事象表現の総合的研
究、課題番号 193264、研究協力者）
この研究の中で、中国語では、受け身文において修飾対象の違いによって副詞の位置を変えることが明らかに
され、英語などのほかの言語では、表層上見えにくかった、受け身を表す形態素と副詞の位置関係について可
視的な根拠になることを示した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

博士後期課程の学生 3 名の博士論文指導 ( うち 1 名は博士号取得 )、博士前期課程の学生 2 名の修士論文指導、
学部生 2 名の卒業論文の指導を行った。授業としては、中国語学概論、中国語統語論、日中対照言語学、中国
語文法演習を通して、中国語を形式意味論の枠組みで分析する方法、および語用論の観点から見た中国語の特
性について講義した。また、中国文化論の授業では、中国語語法についての著作を読み、分析の仕方について
解説した。そのほか、中国語初級、中級の授業を担当した。

◆研究計画
21 年度には、以下の研究を行う。
・選言表現と連言表現の交替現象の研究
・疑問文の焦点構造

◆メッセージ
言語は、人間が作り出したものである点では、文化の一部です。しかし、意図的／目的的に作り出したもので
あはない点で、人間の脳や体と同じように自然の一部です。文化と自然の融合体なので、どのような観点から
も分析でき、また、いろいろな観点からの分析が必要な分野です。一つの事柄に対して、多様な観点を楽しみ
たいという方、また、一面的でなく多面的な思考を鍛えたいという方、どうぞ言語学を勉強してください。
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氏名： 伊藤

貴之

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（工学）
専門分野： コンピュータ・グラフィックス ビジュアリゼーション
E-mail： itot@is.ocha.ac.jp
URL： http://www.is.ocha.ac.jp/~itot/ http://ito.is.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

可視化・見える化／ Visualization

◆主要業績										

総数（57）件

・T. Itoh, C. Muelder, K.-L. Ma, J. Sese, A Hybrid Space-Filling and Force-Directed Layout Method for
Visualizing Multiple-Category Graphs, IEEE Pacific Visualization Symposium, 29.
・R. Miyazaki, T. Itoh, An Occlusion-Reduced 3D Hierarchical Data Visualization Technique, 13th
International Conference on Information Visualisation (IV9), pp. 38-43, 29.
・Y. Uchida, T. Itoh, A Visualization and Level-of-Detail Control Technique for Large Scale Time Series
Data, 13th International Conference on Information Visualisation (IV9), pp. 8-85, 29.
・F. Yamashita, T. Itoh, H. Yoshida, M. K. Haidar, M. Hashida, A Novel Multi-Dimensional Visualization
Technique for Understanding the Design Parameters of Drug Formulations, Computers & Chemical
Engineering, 29.

◆研究内容

／

Research Pursuits

身の回りの情報をコンピュータ上で可視化する「情報可視化」という研究に最も力を注いでいます。29 年度
は金融関係の IT ソフトウェア企業からの委託研究で、クレジットカードの不正利用履歴の可視化に取り組み
ました。また製薬企業からの委託研究で、蛋白質の表面形状と薬物反応可能性の関係に関する研究に取り組み
ました。また化粧品企業との共同研究で、肌の微細特徴のコンピュータ画面上での再現に関する研究に取り組
みました。
また、音楽や画像に関する各種の研究を進めています。具体的には、大量画像の一覧表示、音楽情報の可視化
などに関する研究を進めています。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

講義ではマルチメディア、画像処理、コンピュータグラフィックスなどの科目を担当しています。単に講義を
するだけでなく、コンピュータ上でのプログラミングの自由課題を与えることを主な方針としています。具体
的には、ホームページ制作、デジカメ撮影画像の加工、3 次元コンピュータグラフィックス制作、などの自由
作品を提出させることで、単に「与えられた問題を解く」だけでなく、自由な発想で技術を使いこなせる学生
の育成を目指しています。
研究室では合計 17 人の学生を指導しました。特に学会発表指導に力を注いでおり、29 年度は研究室全体で学
会投稿を 57 件行い、また学生が筆頭の発表で学外表彰を 5 件いただきました。

◆研究計画
コンピュータに蓄積された各種の情報を画面に一覧非表示する「情報可視化」という研究分野にて、既に多く
の共同研究を実現しています。具体的には、原子力研究所、製薬会社、金融系 IT 企業、ネットワークセキュ
リティ関係団体、などが所有する大規模なデータを表示する目的での共同研究を実現しています。
今後も引き続き、さまざまな業界に蓄積される大量の情報を理解するための手段として、「情報可視化」の研
究に取り組み、多くの共同研究を実現したいと願っています。

◆メッセージ
皆さんの生活をよりよくするために、情報を目に見える形で伝える「可視化」という技術を研究しています。
また、皆さんの日常生活に欠かせない画像や音楽を、もっと使いやすく、もっと面白く、またもっと世の中の
役に立つように、といった観点から新しい技術を研究しています。
受験生の皆様と一緒に勉強ができる日を楽しみにしています。
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氏名： 伊藤

美重子

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士（人文科学）
専門分野： 中国古典文学・中国古典語学
E-mail： ito.mieko@.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

中国文学／敦煌写本／説文解字
Chiniese

Literature ／ Dun-huang

Manuscript ／ Shuo-wen-jie-zi

◆主要業績										

総数（1）件

・敦煌文学にみる学校 ?「学郎題記」をめぐって（於：お茶の水女子大学中国文学会大会
25）

◆研究内容

／

29．4．

Research Pursuits

敦煌写本を資料として、唐末五代の敦煌の生活文化を探索することで、中国の民間レベルでの文化活動の形
態を明らかにすることを課題としている。
敦煌文書の中には、すでに中央では失われてしまった資料が多く含まれている。それら資料の意義を明らか
にすることを目指している。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部においては、コア科目「中国語初級」を担当、また、LA 科目「ことばと世界」系列の「ことばを探る（演
習）
」を担当し、漢字をめぐる問題を学生とともに考えた。
専門科目では、
「中国古典文献講読入門」
「中国古典文献講読基礎」を担当し、中国の古典文献を読むための
スキルに関する講義演習をおこなった。また、「中国古典語学講義演習」「中国古典語学講読演習」を担当し、
段玉裁『説文解字注』の講読をおこなった。
大学院の授業では、敦煌文学作品（伍子胥変文）の講読をおこなった。
このほか、卒業論文、修士論文、博士論文の指導をおこなった。

◆研究計画
ここ数年は敦煌文書の中から「学校」に関する資料を収集調査し、「学郎題記」「教訓書」を中心テーマとし
て研究を進めてきた。
当時の敦煌の学校では、通俗文学も教材として用いられていたと考えられる。そこで、今後、それらの文学
作品の役割と意義について考えたい。
その上で、あらためて、敦煌の通俗文学作品を中国文学史の中に位置づけたい。

◆メッセージ
中国は文字の国である。甲骨文から現在、中国で用いられている簡体字にいたるまで、脈々と文字文化を伝
えてきた国である。
漢字文化は中国のみならず、周辺各国にも影響を与え、日本もその例にもれない。漢字や漢字によって書か
れた文章を読むことは、同じ漢字文化圏に属するものとしてみずからを発見するよい機会となる。
中国文化を学ぶことで、いろいろな発見をしてほしい。
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氏名： 井原 成男
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 文学修士
専門分野： 発達臨床心理学
E-mail： ihara.nario@ocha.ac.jp
URL： http://www.develop.ocha.ac.jp/ihara.html

◆研究キーワード

／

Keywords

臨床心理学／発達心理学／移行対象／アタッチメント／摂食障害
clinical psychology ／ developmental psychology ／ transitional object ／ attachment ／ eating
disorder

◆主要業績
・引き受ける父親．幼児の教育．18(2)：4-7，29．
・ルールを守れない子の心理と対応．児童心理，63(8):752-757，29．
・子どものこころと健康 , こころの誕生、親子とこころ , 社会性とこころ , 思春期とこころ , こころの時
代．新世紀の小児保健（改訂第 3 版）．日本小児医事出版社 ,85-12，28．
・子どもと関わる態度．遊具の意味．前回，重要と思われるテ ? マが出てきた場合．にっちもさっちも
いかない人の場合．川井尚編：母と子の面接入門．クオリティケア，
26,51,122,135-136,28．

◆研究内容

／

Research Pursuits

発達臨床心理学コースの中で、特に病院臨床（小児科心理臨床）的な研究をしている。医師でないものが患者
に関わるメリットを生かすために、臨床心理学を、発達心理学的に基礎付け、将来的には一部で行われている
ような、発達心理学の独自性に不明なまやかしものでない、真の発達臨床心理学の専門分野を確立することを
目指している。具体的には摂食障害の、長いものでは 1 年以上に及ぶ治療的関わりや、フォローアップをもと
にして、発達心理学をどのように理解、治療していったらよいかに関して、一部にみられる症例に基づかない
空理空論に走らぬ研究を心がけている。またその研究件成果を臨床現場や、本コースで学ぶ臨床心理士志望の
陰性にどのように還元するかという実践的な研究を行っている。
さらに、子どもの母子関係という観点から、愛着に関する現代的なトピックについて、アタッチメントから
の離脱という観点も含めた、移行対象の研究に取り組んでいる。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

大学院においては、現在も継続している病院臨床現場の仕事を、学的体系の中に位置づけることを目指してい
る。相手の心理の追究には自分自身の探求が何よりも大切であるという事実に力点を置いた教育を行っている。
そうした自分自身を振り返る観点が抜けてしまうと、必ず、患者やクライエントを自己の利益のために利用す
る堕落した臨床や研究になるからである。具体的に教えているのは、臨床心理実習（ケース検討）、カウンセ
リング特論（実践）
、心理療法特論などである。

◆研究計画
１．これまでに積み上げてきた臨床心理学的な知見と経験を、発達心理学的な視点の中に位置づける。（『子育
てカウンセリング 「育てなおし」の発達心理学』）
２．また、認知療法的な視点、精神分析的な視点、分析心理学的な視点を統合した統合的な心理療法的視点を
確立する。これはセミナー等を通じて、実践的に研究を進めつつある。
３．アタッチメント研究の新視点と、新しいインタビュー法の開発。この成果は学会、著作を通じて公表しつ
つある。
（
『ウィニコットと移行対象の発達心理学』
）
４．慢性疾患に対する心理支援について探究する。
（地域中核病院における子どもの心の支援のあり方に関する研究、思春期 IBD 患者の治療をめぐる心理的葛藤
とその変容）
５．ウィニコット論の深化

◆メッセージ
学部生
単に学問的開発を目指すのみでなく、自らの周りで起こっていることを、単に心理学的な興味のみでなく、
社会的・政治的視点をも含めて、総合的に見ていける、しなやかで自由な視点を持っている人を求めます。
つまり視点の広い人と言うことです。こうしたことを求めるのは、視点の狭さのために主観的でカルト的な
心理療法家になってしまう人がいるからです。
大学院生
対象化した病理（つまり他者の病理）をみるのみでなく、オノレ自身を振り返る能力と、そうした人格形成を
いとわない人を求めます（これをフロイトは投影の引き戻しといっています）。自分ではなく他人の向き合い
を求める虐待、共有という名の強要、支援という名の（ソフトな）支配ではなく、真に自分自身と対峙するこ
とのできる、しなやかで genuine な感性の持ち主を求めます．
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氏名： 内田
所属：

伸子

職名： 理事
学位： 学術博士（199

お茶の水女子大学）

専門分野： 発達心理学・認知心理学
E-mail： uchida.nobuko@ocha.ac.jp
URL： http://www.hss.ocha.ac.jp/psych ／ Devpsy/home.html

◆研究キーワード

／

Keywords

言語と認識の諸問題／言語・認知発達／コミュニケーション力／幼児の安全教育

◆主要業績										

総数（4）件

・Uchida, N. & Imai, M. (2009) Heuristics in learning classifiers: The
acquisition of the classifier system and its implications for the
nature of lexical acquisition. PROCEEDINGS; Science of Human
Development for Restructuring the “Gap Widening Society” ,
・内田伸子 (2009)「作文の推敲過程における語の選択－ことばを選ぶこと・考え
を発見すること－」『日本語教育』140,4-14.
・内田伸子 (2010)「日本の子どもの育ちに影を落とす日本社会の経済格差―学力
基盤力の経済格差は幼児期から始まっているか？―」『学術の動向』2010 年 4 月号 ,104-111．
・内田伸子・見上まり子 (2010)『虐待を超えて , 生きる～負の連鎖を断ち切る力』新曜社 .

◆研究内容

／

Research Pursuits

20 年度の主要テーマは以下の３点である。

(1)This year The Global COE Program has started its

(1) グローバル COE プログラム「格差センシティブ

first stages of research for the Global COE Program

な人間発達科学の創成誕」採択され、国際格差班の

“Science of Human Development for Restructuring the

事業推進者として幼児の読み書き能力の獲得と学力

‘Gap-Widening Society’ I started the cross-cultural

（論述・論理力）の関係についての国際比較研究（日・

studies about the relationship between literacy

韓・越・中の国際比較研究）に着手し、日本と韓国

acquisition and cognitive development among Japan,

の幼児のデータを採り終えた。

Korea, Vietnam and China.

(2) リスク社会における子どものコミュニケーション

(2)Experimental studies examining the development

力の発達について実験研究を行い成果を学会で発表

of communicative abilities of children raised in risk

した。

societies were conducted.

(3) 幼児の安全教育に関する社会文化的要因の影響を

(3)Programs promoting safety education and ideal

解明するため、子どもの危機管理・安全教育につい

parenting skills were designed and implemented in

て臨床支援プログラムを開発し、成果を学会で発表

order to elucidate how social and cultural factors

した。

affect safety education for children and illuminate the

★成果の検証：国際協力事業：16-18 年にかけて開

problems surrounding risk management and safety

発した海外調査基盤 (B) 幼児教育途上国支援「お茶大

education.,and the results of the project was written

モデル」に基づき JICA の支援を受けて、１か月間の

up and reported.

「中西部アフリカ幼児教育研修会」を実施した。韓国

International Cooperation: I proposed “Ochanomizu

の保育者１名、梨花女子大の幼児教育学部の院生 13

University Model for Young Children’ s Education”

名、学部生 4 名の合計 18 名の研修生を受け入れ８日

in developing countries, and applied the Model

間の「日韓幼児教育セミナー」を主催した。

to International cooperation of the Middle-West
countries of Africa, and “Ochanomizu University
Model for Child-Centered-Education” to Korean Eua
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育：
「発達心理学概論」
、
「人間と情報」の講義
では、内容知識を伝えると共に、批判的思考力の育
成をめざした授業方法をとっている。授業終了前の
３分間作文を授業者の回答をつけて翌週にフィード
バックすることにより、受講者の省察に寄与すると
共に、一斉教育では双方向学習や学生同士の互恵学
習が起こりにくいという弱点を克服するのに効果的
であった。
大学院教育：大学院前期・後期課程の院生の指導に
力を入れた。個人指導と論文指導ゼミを組み合わせ
修士論文（主査 2 名・副査 6 名）と博士論文の研究
を指導（17 名）した。博士論文主査２名、副査２名
に博士号の学位を取得させた。心理学コースの教員
全員の共同指導ゼミ「ランチトーク」では副主任指
導院生に対する研究指導とプレゼンテーション能力
の育成に取り組んだ。

Undergraduate education: In the lecture-based classes
of “Introduction to Developmental Psychology” and
“Humans and Information,” there is a dual focus of
training the students to understand the material, as
well as fostering critical and analytical thinking skills.
Lectures are scheduled to end 3 minutes, students
are asked to record their comments, thoughts, and
questions regarding the day’ s lecture on a sheet
of B6-size paper. This was effective in overcoming
the often unidirectional nature of lecture-based
classroom education, and promoting a bidirectional
flow in education by allowing the students to take
part in their own learning process.
Graduate school education: Extra attention was given
to graduate students just starting their research, as
well as those finishing up their dissertations. In order
to advance the graduate students’ research for their
masters (including 2 principal investigators and 6
secondary investigators) and doctoral (18 students)
theses, one-on-one training was combined with
seminars on research methods and “lunch talks” on
the techniques of giving effective presentations. A
total of 2 principal investigators and 2 secondary
investigators earned their degrees.

◆研究計画
(1) ゲームやビデオへの接触が子どもの発達にどのような影響を与えるかについて行動学的アプローチと縦断
研究を組み合わせた研究を推進する .
(2) 子どもの危険認知の発達や危険回避方略、コミュニケーション能力の発達について脳科学と行動学的アプ
ローチにより解明する。
【共同研究例】
(1) ベネッセ：メディアミックス教材（子どもの創造的想像力の発達を促し、母子コミュニケーションを活性
化するためのメディアミックス教材）を開発し、幼児２人に１人が活用中。
(2) セガトイズ：ビデオゲームソフト「ビーナ」に引き続き、生活習慣の自立を促す教育ソフト「ミッフィー」
を開発し、モニター調査を踏まえて親子のコミュニケーションを活性化する演出技法を確立した。
(3) 講談社：幼児アニメ「ミッフィー」を開発と監修。NHK『おかあさんといっしょ』で放映中。
【共同研究可能テーマ・今後実用化したいテーマ】
(1) 子どものメディア環境のデザイン；子どもの発達に資するメディア環境のデザインについて提言。
(2) 幼児の安全教育についての総合的研究；子どもの危険認知の発達や危険回避方略の発達についての基礎的
知見を踏まえて、子ども自身が自律的に安全に配慮できるようにするために環境設定や大人の教育的働きかけ
について提言するための啓発書の出版を準備した。

◆メッセージ
◆発達心理学は人が持つ能力のすべてを扱います。そしてそれらの力の萌芽は、乳幼児期に現れるため、乳幼
児を対象とする発達心理学の研究テーマには、無限の広がりがあるといっても過言ではありません。心理学だ
けでなく、生理学、生物学、言語学、社会学など幅広い学問と結びつきながら、今後も活発な研究が行われて
いくことでしょう。◆あなたは人の振る舞いをみて不思議だなって思ったことはありませんか？なぜそんなこ
とをするのか、どうしてこんなことが起こったのか？答えをさがすときには、まず我が身をふりかえってくだ
さい。最初の被験者はあなた自身なのです。困ったときどうするか、どんな気持になったか、どのようにして
解決策をみつけたか、我が身をふりかえり、じっくりと自己内対話を交わしてみてください。「なぜ？」の答
が自ずと見えてくるでしょう。◆発達心理学は面白い。人の心の不思議を解き明かすのには「発達」や「進化」
の視点をもつことが必要です。自分の子ども時代を発見する旅、「発達心理学村」をいっしょに旅しませんか。
わくわくするような「名所」や美しい「景観」をご案内し、感動的な「見所」へと同行させていただきます。
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氏名： 内田

正子

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 英文学修士 (1973 東京大学 )
専門分野： 英文学、特に小説を中心とする散文研究と１８－１９世紀イギリス研究
E-mail： uchida.masako@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

イギリス文学／１９世紀／ディケンズ
English Literature ／ the nineteenth cnetury ／ Charles Dickens

◆研究内容

／

Research Pursuits

Victoria 朝とは、どのように特徴付けられるもの

Carlyle’’ s “Close your Byron, open your Goethe,”

か。Carlyle の「バイロンを閉じよ、ゲーテを開け」

commonly deemed to denote the beginning of the

が一般に Victoria 朝の始まりを示すものとされるが、

Victorian Age, is insufficient as an Age’’ s definition.

多くのものを捕らえ残すように思われる。カーライ

Toward a redefinition of Victorianism, I have

ルにフランス革命に共感する Radicalism, 同方向を志

considered domestic women’’ s containment in the

向しつつも、方法、程度、受益階層の設定で異なる

home depicted or implied in Hemans and Landon

Utilitarianism を加え ,

in relation to Carlyle, pre-Victorian Radicalism and

それらのせめぎあいの中に、

女性の家庭への封じ込め（
「家庭の天使」
）を位置づ

Utilitarianism,

けることにより、Victoria 朝の生成を新しく定義する
ことを目指して、Hemans, Landon などポピュラー女
性作家の読み直しを試みた。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

博 士 前 期 課 程 演 習 で は、Felicia Hemans 前 期 の

In the Masters’’ seminar, read the political and

政治的 ･ 社会的コメンタリを中心に講読、Carlyle,

social commentaries of early Hemans, and discussed

Utilitalianism とともに Victoria 朝形成に果たした役

her eminence in building up Victorianism with

割を考察した。学部の英米文学演習（中級）では、

Carlyle and Utilitarians. Undergraduate literature

しばらくぶりに Dickens, Bleak House を取り上げた

seminar(intermediate) read Dickens’’ s Bleak House

が、この複雑な小説の重層性を明らかにするのに困

with special emphasis on its multilayered complexity.

難を感じた。英文学史 ?? では、moodle を活用して

The usse of moodle in History of English Literature

視聴覚資料やテクストを提示し、有効な指導ができ

I,II was very effective. Atwood short stories for basic

た。英米文学演習 ( 初級）では、Margaret Atwood の

literarure seminar was a good choice for beginners.

短編講読により、文学研究の基礎作りを試みた。ほ
かに３コマのコア英語を担当した。
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氏名： 梅原

利宏

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 助教
学位： 博士（理学）（1992 東海大学）
専門分野： 物性実験（特に生体および生体高分子のまわりの水に関して）
E-mail： umehara.toshihiro@ocha.ac.jp
URL： http://www.sci.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

結合水／水の構造／生体高分子／誘電緩和／ＮＭＲ
Bound Water ／ Water Structure ／ Biopolymer ／ Dielectric Relaxation ／ＮＭＲ

◆研究内容

／

Research Pursuits

生命活動にとって重要な役割をはたす生体高分子は、生体内ではで水和した状態で存在することから、その
構造や機能の発現において、生体高分子のまわりの水和水の役割は、非常に重要であると考えられる。この水
和水の構造や役割を解明するため、トレハロースの乾燥・凍結耐性の向上作用が、他の糖に比べて高いことに
注目し、トレハロースの耐性向上作用を水和の面から考えるため、誘電緩和と NMR による糖水溶液の測定を
行っている。
その結果、トレハロース水溶液の誘電緩和強度が、他の糖に比べて大きいことが示され、トレハロースと水
が作る構造が、他の糖と異なることがわかってきた。また、NMR による温度依存性の測定でも、T2 緩和時間
の振る舞いに他の糖との違いが観測されている。現在、CPMG 法を用いて OH プロトンの交換速度の測定を行
っており、トレハロースが他の糖にくらべて OH プロトンの交換速度が遅いことが示唆される。
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◆教育内容
梅原

／

Educational Pursuits

利宏

＠物理学実験
担当テーマ：プランク定数，誘電体
プランク定数
ミリカンが実験により検証した方法を用いて、プランク定数を測定する。また、グレーティングを用いた分
光について解説する。
誘電体
複素誘電率の測定法に関して解説する。また、チタン酸バリウムの誘電率の温度変化を、相転移温度を含む
温度で測定し、相転移の様子を観測する。
＠一般物理学実験
オシロスコープ，回折格子と水の屈折率の 2 テーマを主に担当

◆研究計画
生体において水和水は非常に重要で、その役割としては、生体高分子の三次元構造を決定する要因の一つで
あり、それにともなう生体高分子の機能の発現、凍結・乾燥などの外的な刺激からの保護などがあげられる。
生体における生体高分子の機能の発現メカニズムを知るためには、生体高分子レベルの立体構造、それらの複
合体の分子認識など、水和水と生体高分子や組織との相互作用を考えていくことが、生命現象を考える上で、
非常に重要であることを示している。
また、トレハロースなどの凍結・乾燥耐性を向上させる物質と水和水の相互作用を調べることは、食品や組
織などを長期間、安定して保存することを考えたとき、非常に重要である。
これらのことをふまえ、現在までのところ、共同研究として、
・イースト菌の水和に対するトレハロースの影響
（水和水に対するトレハロース濃度，乾燥，凍結の影響）
・ＮＭＲによる糖水溶液の測定
を、行っている。
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氏名： 太田

啓子

所属： 人間文化創成科学研究科
職名： リサーチフェロー
学位： 博士（人文科学）／ Ph D
専門分野： 歴史学
E-mail： ota.keiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

東洋史／イスラーム史／アラビア半島／メッカ／シャリーフ
Oriental History ／ Islamic History ／ Arabian Peninsula ／ Mecca ／ sharif

◆主要業績										
・
「メッカ巡礼」『世界史史料 2
213.

◆研究内容

／

総数（1）件

南アジア・イスラーム世界・アフリカ』岩波書店、2009 年、211-

Research Pursuits

聖地メッカ、そしてその支配勢力であったシャリーフ（預言者ムハンマドの子孫）による政権の性格分析を通
してイスラーム世界の政治文化のダイナミズム（動態）を解明することを目的とし、研究活動を行なった。本
年度は 16 世紀以降へと対象時期を拡大することにより、国際情勢の変化、とりわけ大航海時代の到来がメッ
カおよびシャリーフ政権に及ぼした影響について考察した。従来の歴史研究においてはアフリカ航路の発見に
より東南アジアとヨーロッパが直接結びつき、香辛料貿易の中継貿易であった紅海貿易は衰退に向かったとの
論が主流であったが、16 世紀に新たに興隆したコーヒー貿易に着目し、国際商業とメッカ・シャリーフ政権
の関係を解明するべく、コーヒー貿易に関するアラビア語史料の読解、記述内容の分析を行なった。また、こ
の作業と平行して平成 22 年 2 月、イエメン各都市（サナア、アデン、タイッズ、モカ、ザビード、バイト・
アルファキーフ）におけるコーヒー貿易関連の史料・史跡調査を行なった。
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◆研究計画
本年度の研究内容を更に発展させ、叙述史料（アラビア語）、文書史料（アラビア語、オスマン語）、ヨーロッ
パ側史料の読解、記述内容の分析を行なう。また、各紅海港市をトポグラフィー、歴史的発展過程、機能の諸
側面から比較・検討し、紅海文化圏の諸港市の交流の実態を解明する。その結果、従来の見解では香辛料貿易
の衰退とともに中継貿易としての機能を喪失したと考えられていた紅海貿易が、新たに興隆したコーヒー貿易
においてその機能を担い続けていたこと、また、メッカ・シャリーフ政権が徴税などを通じてコーヒー貿易に
関与するとともに、その税収が政権基盤を支えていたことが明らかになる。また、各紅海港市の諸側面からの
比較・検討を通じて、紅海文化圏が独自の伝統的構造、統合的ネットワークを保持していたことが明らかになる。
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氏名： 太田 裕治
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（工学）（1992 年，東京大学工学系研究科）
専門分野： 人間工学，医用工学，福祉工学／ Biomedical engineering
E-mail： ohta.yuji@ocha.ac.jp
URL： http://www.eng.ocha.ac.jp/biomedeng/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

神経リハビリテーション／健康管理技術／生体電気インピーダンス／バイオメカニクス／組織工学
neuro-rehabilitation ／ health care technology ／ bioelectric impedance ／ biomechanics ／ tissue engineering

◆主要業績										

総数（9）件

・Horiuchi T, Matsunaga K, Banno M, Nakano Y, Nishimura K, Hanzawa C, Miyamoto K, Nomura S, Ohta Y. HPMC
induces greater intercellular delocalization of TJPs due to a higher susceptibility to H2O2 when compared with HUVEC.
Perit Dial Int. 29 Mar-Apr;29(2):2
・Enhanced stretch reflex excitability in the soleus muscle during passive standing posture in humans.
Shimba S, Kawashima N, Ohta Y, Yamamoto SI, Nakazawa K.
J Electromyogr Kinesiol. 29(in press)
・透熱炎，温筒炎が末梢皮膚血流量，瞬時心拍数，心拍変動高周波成分に及ぼす影響ー刺激パターンに着目してー．大
久保淳子，中村幹佑，宮川亜矢子，村松篤，太田裕治，會川義寛，會澤重勝．東洋医学とペインクリニック研究会．
vol. 39, Num. 1.2, 29, 31-47.
・An approach for real life monitoring in a ubiquitous computing house. Ohta Y, Motooka N, Siio K, Tsukada K, Kambara
K. Ubiqutous healthcare 29, Oct 22-24, Osaka, p.15-17, 29.（Invited）

◆研究内容

／

Research Pursuits

高齢社会に入ったわが国においては，医療経済の観点から , ま
た，Quality of Life の向上をはかりつつ，ユーザに優しい低侵
襲機器システムやデバイスが求められる．本年度は以下の研究
を実施した．
（１）高齢者支援の為の工学技術
高齢者が健康で自立した家庭生活を営むことができるよう，社
会参加・自立生活のための支援機器開発を行っている．動画像
を利用した遠隔健康管理システム，初期褥瘡の無侵襲検出デバ
イス，転倒予防のためのバイオメカニクス計測などを行ってい
る．とくに平成 21 年度は実験住宅（Ocha house）において，
生体モニタリングの検討を行った．
（２）バイオメカニクスとニューロリハビリテーション
脊髄損傷者が立位歩行を行うための歩行補助装具の研究開発を
行っている．麻痺神経の再活性化が可能な歩行機器開発を主眼
とする．さらに家庭で簡便に利用が可能な車いす型リハビリテ
ーションデバイスの開発を進めている．
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Current research themes are listed below.
(1)Development of an assisting device for the walk of spinal
cord injury patients. With a motor-powered prototype gait
device, the effects of assistance by external actuators on
the orthotic gait of spinal cord injury patients have been
investigated.
(2)Novel home-based care device for prevention of the
secondary disease in paraplegic persons. An alternative
rehabilitation device for individuals with motor disorders has
been developed. Its aim is to prevent the secondary disease by
stretching the ankle joints passively.
(3)Heart rate measurement based on a time-lapse image. Using
the time-lapse image acquired from a CCD camera, we have
developed a non-contact and non-invasive device which could
measure both the respiratory and pulse rate simultaneously.
(4)An image analysis algorithm for kinematics and morphology
measurement of cells for the evaluation of tissue construction.
Aiming at evaluation of tissue construction or reconstruction
process, we developed a new image processing algorithm
which could analyze the properties of huge number of cells in
a tissue.
(5)Pressure ulcer measurement. To detect rubor (initial
pressure sore) at an earlier stage, which was curable in a short
term, we examined the detection method by using bioelectrical
impedance analysis (BIA).
(6)Non-invasive gait monitoring in a ubiquitous computing
house. Several wireless accelerometers were fixed on the floor
of the house, and the floor vibration was measured when the
subject walked along the accelerometers. By combining the
simple acceleration sensors and the housing structures, human
motion monitoring would become less invasive.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

数学物理学演習 1,2,3,4, 物理化学英語 ?, 人体解剖学 ,

Exercise in math and physics 1-4, Physical

人間工学 , 環境物理学（お茶の水女子大学）

chemistry, Human anatomy, Biomedical engineering,

電子工学（池見東京医療専門学校）

Environmental physics（Ochanomizu University）

医用精密工学（中央大学理工学部精密機械工学科）

Electrical Engineering（Ikemi Gakuen）

生体力学論（千葉大学工学部）

Medical Engineering（Chuo University）

医用電子工学１（東京理科大学）

An Introduction to Biomechanics（Chiba University）
Medical Electronics 1(Tokyo University of Science)

◆研究計画
少子高齢社会を支援する工学技術の研究開発が強く求められており，科学技術の社会還元の観点からも今後も
積極的に下記技術開発を進める．
（１）高齢者支援の為の工学技術として，初期褥瘡の無侵襲検出，ならびに歩行中の転倒予防デバイスの開発
を行う．
（２）下肢機能の向上を目指した車いす型在宅リハビリテーションデバイス
（３）画像計測技術を応用した低侵襲生体計測デバイスの開発ならびに，それを実験住宅にインストールする
ことで遠隔健康管理システムの開発研究を行う．
（４）画像処理技術を利用した組織工学に関する研究（セルトラッキングアルゴリズムの開発）

◆メッセージ
当研究室は 2 年 4 月に生活工学講座（現：人間・環境科学科）に開設された研究室です．専門は人間工学・福
祉工学（Biomedical Engineering）という新しい分野の学問で，具体的には医療や福祉の現場で役立つ機器や
システムの開発を行っています．
日本は高齢社会のピークを迎えつつありますが，Quality of Life の向上をはかりつつ，人に優しい（低侵襲な）
機器システムが求められています．そのような機器を開発するには，医学・生物学と工学（物理化学）の基本
的知識が必須となるだけではなく，試作したシステムを現場・臨床に持ち込んで，医師，患者，ユーザ , パラ
メディカルスタッフらと評価する必要があります．
高齢化社会，医療技術の高度化に伴って，さまざまな大学で医療や福祉分野の研究を手がける研究室が増えつ
つあります．当研究室は医療・福祉分野への工学的な応用研究を専門に進める数少ない研究室です．若い皆さ
んの頭脳と力をこの分野に是非生かしてください．
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氏名： 大瀧 雅寛
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 工学博士（1995

東京大学）

専門分野： 環境工学（特に水環境工学および水処理工学）
E-mail： otaki.masahiro@ocha.ac.jp
URL： http://envir.eng.ocha.ac.jp/member/otaki/index-j.html

◆研究キーワード

／

Keywords

紫外線消毒／塩素消毒／水需要予測／コンポスト型トイレ／蛍光分析
UV disinfection ／ Chlorination ／ Prediction of water demand ／ Composting toilet ／ Fluorescence
for water quality evaluation

◆主要業績										

総数（12）件

・Hong J., Otaki M. and Jolliet O., Environmental and economic life cycle assessment for sewage sludge
treatment processes in Japan, Waste Management, Vol.29, No.2, pp.696-73, 29
・大瀧雅寛，低圧および中圧 UV ランプの紫外線照射による有機ハロゲン化合物の分解，水環境学会誌，
第 32 巻、第 3 号、126-129、29
・Nakagawa, N., M. Otaki, T. Aramaki, A. Kawamura, Influence of water-related appliances on projected
domestic water use in Tokyo, Hydrological Research Letters, Vol.3, pp.22-26, 29
・大瀧友里奈，大瀧雅寛，生活用水の用途別使用量の実測調査とその比較 ? タイ国チェンマイと東京
の事例より ?，第 6 回全国水道研究発表会講演集，62-63，29
・風間しのぶ，溜池成江，中川直子，大瀧雅寛，「大腸菌ファージの不活化を基にしたコンポスト型ト
イレにおける病原ウイルスの挙動モデル」第 46 回環境工学フォーラム講演集，p.167-169，29

◆研究内容

／

Research Pursuits

29 年度の研究内容は主に以下の５つに分けられる．

The researches conducted in 2009 were categorized

１．おが屑を用いたコンポスト型トイレにおける病

in 5 parts as follows.

原微生物の不活化機構を検討し，リスク評価的手法

1. The fate of pathogenic microbes in composting

を適用した．

toilet was investigated. And the influence of various

２．微生物の消毒効率について UV 照射波長光依存性

type of virus was evaluated based on risk assessment.

を調べることにより，処理水吸光スペクトル変動の

2. The dependence of wavelength on UV inactivation

影響を推定することができた．

of coliphages was investigated. And the influence of

３．微量溶存物質の検出が可能な蛍光分析法を適用

absorbance spectrum of water on UV disinfection

し，原水水質の変動を迅速に把握する手法を提案し

could be estimated by polychromatic UV irradiation.

た．

3. Rapid water quality analysis was suggested by

４．複数培地法による細菌への損傷レベル評価を配

applying fluorescent analysis focusing on humic

水管中増殖細菌および病原菌に適用し，その違いを

substance characterization.

把握することができた．

4. Multiple colony counting methods for evaluating

５．収集した海外工業用水経時変化データを用いて，

the damage level of bacteria was applied to bacteria

既存の水需要予測モデルのパラメータ決定法の提案

having potential of regrowth in distribution pipe. And

を行った．

differece between it and E.coli was determined.
5. Verification of existing prediction model of
industrial water demand using the data collected
beforehand. The determination methods of
parameters used in the model was suggested.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育では，基礎教育４科目を担当した．物理数

In undergraduate education, I had 4 classes in fundamental

学関連科目を３科目，および移動現象論によって物

science field and 4 classes in applied science field. In 3 classes
of “mathematical physics” and “transfer phenomenon” , the

理現象の数学的解明方法を講義した．環境化学では

mathematical methods describing physical phenomenon was

諸現象の基本メカニズムを化学物質変化の視点から

lectured. In “Environmental chemistry” , the basic mechanisms

講義した．また専門教育５科目の講義・演習を担当

of global phenomenon were lectured from the view points of

した．環境衛生学では，環境因子がどの様に人体に

chemicals. In “Environmental sanitation” , the qualitative and

影響を与えるのかについて，その評価方法も含めて

quantitative assessment of toxic substances and phenomenon
were lectured. In “Environmental physics” , the mathematical

講義した．環境物理学では，水の流れ等の諸現象を

methods simulating several phenomenon was lectured. In

数式にて表す方法を講義した．水環境工学および人

“Water environmental engineering” and its “Laboratory” , the

間・環境科学実験実習では，水環境の評価方法及び

assessment and improving technology of water environment

改善技術の講義および実験演習を行った．LA 科目の

was lectured and practiced. In “safety guarantee of water” , the

水の安全保障では，水を巡るこれまでの歴史および

historical and present aspects of various affairs relating water
were lectured. In “Graduation Thesis” , 5 students conducted

現状について講義した．卒業論文指導は５名であっ

their researches.

た．大学院教育では，前期、後期において専門科目

In graduate education, I had 1 class in Doctoral program

２科目、１科目をそれぞれ担当した．環境工学特論

and 2 classes in Master program. In “Special lecture of

では，水環境に関する統計的手法に関して講義し、

Environmental engineering” , statistics relating environmental

環境生活工学演習では，論文作成方法の指導を行っ

engineering was lectured. In “Practice of human environmental
engineering” , methodology of making manuscript was

た．博士後期課程は 1 名，博士前期課程は２名の指

practiced. One student in doctoral program and 2 student in

導を行った。

master program were implemented to do their researches.

◆研究計画
コンポスト型トイレに関しては，病原ウイルスの不活化メカニズムを探る方法論を確立するとともに，最適な
病原指標に関する提案を行っていく．
UV 照射に関しては，生物線量計に代わる消毒装置の評価方法について新しい手法を提案する．これにより評
価方法の省力化，迅速化に貢献できると考える．UV 装置メーカーとの共同研究が考えられる．
UV 消毒に関しては，塩素との併用処理等のマルチバリアー処理について，病原微生物への影響を詳細に調査
する．これにより UV の適用範囲の拡大に貢献できると考える．
蛍光分析に関しては，操作が煩雑な水質指標との関連性を探り，代替指標としての可能性を調べることにより，
水質管理の迅速化に貢献出来ると考えている．
工業用水予測モデルに関しては，日本のデータを基にして業種毎に予測モデルのパラメータを検討し，グロー
バルに適用出来る方法論の確立へ繋げ，より確実な工業用水需要の未来予測に役立てる .

◆メッセージ
本研究室は環境問題の中で水をキーワードに扱っています．水は人が生活を営む上で必須因子です．従って
水を通じて環境問題を考えれば、より具体的な問題認識、その解決法の提案にたどり着きやすいでしょう。本
研究室は環境工学という名称ですが，この工学の意味とは、主に「定性かつ定量的に扱いながら、解決方法を
具体的に提案していく」ということです．
定量的に扱うことは非常に重要です。塩分の摂取過多は高血圧を招きますが，かといって「食塩を有害物質
だ（定性的結論）
」と言うのは短絡的です．
「食塩は一日◯◯ g 以上摂取すると、高血圧が原因で死亡する確率
は◯◯ % になる（定量的結論）
」といった考えが欠如しているからです．
本研究室は、以上のような観点を持ち，環境に対して定量的に評価し，具体的な解決法の提案を行っていき
ます．現在は主に病原微生物を如何に制御するか，水質管理を如何に迅速に行えるかについての実験的研究や，
水使用量の将来的動向の予測といった調査研究を行っています．このような研究に興味がある方を歓迎します．
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氏名： 大塚 常樹
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位：
専門分野： 日本近現代詩歌、２世紀前半の文学、文学理論
E-mail： otsuka.tsuneki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

宮沢賢治／日本近代詩／文学理論・物語論／メディア戦略論
kenji miyazawa ／ japanese modern poem ／ narratology ／ media strategy

◆主要業績										

総数（3）件

・単著
都市モダニズム詩誌『主知的抒情詩の系譜 ? 椎の木』２１年３月
東京 ゆまに書房
昭和初期の詩雑誌「椎の木」の復刻とその解説、関連年表、エッセイ、索引、関連文献目録を作成
・単著論文
宮沢賢治・
「春と修羅」の深層構造ー修羅のドラマトゥルギーー
「お茶の水女子大学 日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成 平成２１年度活動報告書」
２１年３月
・共同ゼミ発表
パリ第７大学との共同ゼミ
宮沢賢治に関する発表と大学院生の引率
２９年１１月３１日から１２月５日

◆研究内容

／

Research Pursuits

? 日本近代詩、特に萩原朔太郎、室生犀星、大手拓次等の「感情」関連詩人と、宮沢賢治、草野心平等の「銅鑼」
関連詩人、
「椎の木」関連の詩人、戦後の谷川俊太郎、入沢康夫、大岡信、吉野弘等。
? 宮沢賢治
? 文学理論、特に物語論とメディア戦略論
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

? 日本現代文学に関する演習と文学史、および特殊講義や特殊研究
? 文化記号論、特にメディア戦略論、表象文化論
? 文学理論、特に物語論
? 卒業論文指導、修士論文指導、博士論文指導。

◆研究計画
文学理論をもっと深める。
文化記号学の授業をさらに発展させるために、メディア戦略を追究したいと思っています。

◆メッセージ
今年度新しく開講したリベラルアーツの「文化記号学」の授業では、世界はすべて戦略的な記号で成り立つ、
という仮説に基づいて授業をしました。
貨幣とは何か、ブランド戦略やポイント戦略とは、広告戦略と誘惑的言説、国家という概念と国旗、女性と
いう概念、仏像などの図像学、アニメの基本構造と戦う女の子の表象、女性性の記号学などを扱いました。
本学にはマーケティングの授業はありませんが、これを導入して、人をその気にさせて ､ 別の場所へと動か
す言語戦略を誘惑的言説と規定して、経済、政治、流通、芸術など、幅広い分野から、戦略記号を抽出しました。
日本文学の授業では、宮沢賢治もしますし、日本近代詩もします、また川端や太宰、谷崎、芥川、梶井の小
説を構造分析します。文学も様々な約束事で成り立つという視点から分析的に扱います。また、読者を意識し
た語りである、つまり文学も情報戦略であるという新しい視点から演習も指導しています。
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氏名： 大塚 讓
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 博士（農学）／ Ph D
専門分野： 栄養生化学
E-mail： otsuka.yuzuru@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

食品機能／遺伝子発現／抗酸化／環境汚染物質／生活習慣病
Food Function ／ gene expression ／ anti-oxidant ／ environmental polution ／ metabolic syndrome

◆主要業績										

総数（3）件

・"Expression, purification and characterization of yeast protein disulfide isomerase produced by a
recombinant baculovirus-mediated silkworm, Bombyx mori, pupae expression system" Liyun Wang,
Yuri Shimizu, Takemitsu Mizunaga, Shogo Matsumoto and Yuzuru Ots
・Etsuko Ueta1, Maho Kurome1, Yuko Teshima1, Mami Kodama1, Yuzuru Otsuka2, and Ichiro
Naruse1 “Altered signaling pathway in the dysmorphogenesis of telencephalon in the Gli3 depressed
mouse embryo, Pdn/Pdn” Congenital Anomalies (2008); 48, 74–80.
・” A New Metalloanthocyanin from the Blue Petals of Salvia uliginosa.” Takemitsu MIZUNAGA,
Megumi SAWAMURA, Satomi YOSHIOKA, Yasuko SONE and Yuzuru OTSUKA2 J.HomeEco.J. 533
(60): 785-90, (2009).

◆研究内容

／

Research Pursuits

生活環境中の化学物質による遺伝子発現の変化を明

Control of gene expression by food component

らかにし、食べ物によって軽減することを目指して

especially forenvironmental polution.

いる。また生活習慣病に効果のある食品機能成分を
分離精製している
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では細胞生化学の授業を担当し、大学院では栄

Teaching cell biolory for underguraduate student,

養ゲノミクス等の授業を担当している。

and nutri genomics for grauduate students.

◆研究計画
現在ベトナムと糖尿病に効果のある植物の開発を行っているが、今後実用化を目指した基礎データを得ること
を目指している。

◆メッセージ
研究に興味のある方はバックグラウンドに関係なくおいでください。
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氏名： 大森 正博
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 経済学修士（東京大学）
専門分野： 公共経済学、医療経済学、産業組織
E-mail： omori.masahiro@ocha.ac.jp
URL： http://www.soc.ocha.ac.jp/omori/ohmori.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

医療・介護の連携／社会的格差

◆主要業績
・
「日本の医療制度改革の方向性について」『租税研究』 第 718 号 pp.39-55
29 年 8 月
・
「オランダにおける医療提供体制の機能分化と連携方策」『健保連海外医療保障』 No.82. pp.16-21
29 年 6 月
・
「オランダの医療保険者の役割」『健保連海外医療保障』 No.85. pp.16-21
21 年 3 月
・
「日本の医療制度改革の方向性について」『共済新報』 21 年 2 月号 pp.9-18
21 年 2 月
・
「第 8 章 日本の医療制度の問題点と医療制度改革の方向性について」

◆研究内容

／

Research Pursuits

高齢化の進展とともに介護サービスに対する需要が高まる中で医療と介護の連携が重要な課題になってい
る。医療と介護の分業が適切に行われないメカニズムを分析し、最適な分業を達成するための制度設計につい
て考えることを目的として研究を行った。
また、これと並行して、日本の医療制度全体を俯瞰し、理論的・実証的に問題点について考察を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育
学生が経済学の基礎から応用まで身につけることができることを目標に経済学教育を行っている。学生が社
会に出て、経済学ないし経済学的思考が必要になったときにすぐに実践的な勉強ができる程度に基礎を固める
ことを目標にしている。経済学部卒業生に負けない程度の基礎力応用力を付けることを目指している。
大学院教育
学生が、経済学を基礎的な分析手法をしっかりと身につけ、さらに周辺領域の社会学、法学、政治学の手法
にも関心を持ちながら、社会問題を分析する力を身につけることを目標にしている。

◆研究計画
医療・介護制度は、それぞれの国ごとに持っている社会的・文化的背景によって差異はあるものの、その基
本的なメカニズムには共通するところも多い。最適な医療・介護制度のあり方、メカニズムについて探求して
いくことを目標にしている。

◆メッセージ
大学生の時の研究・学習を行うにあたって、高校（予備校）時代までの各学科の学習は言うまでもなく、課
外活動の経験がその土台、基礎となります。しっかりと高校生活を謳歌して、本学の門をたたいてください。
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氏名： 大森

美香

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： Ph.D. Indiana University 21 年 8 月
修士（心理学） 筑波大学 1993 年 3 月
専門分野： 臨床心理学，健康心理学
E-mail： omori.mika@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

健康行動／感情能力／ストレス／ヘルスコミュニケーション
health behaviors ／ emotional intelligence ／ stress ／ health communication

◆主要業績										

総数（6）件

・Omori, M. & Nishida, M. The Utility of the Dual Pathway Model for Disturbed Eating Behaviors
among Japanese Young Women 29 International Conference on Eating Disorders Conference
Proceedings 57-58.
・Yamazaki, Y. & Omori, M. Relationship between Mothers and Childrens Drive for Thinness: A
survey with Japanese adolescents. 29 International Conference on Eating Conference Proceedings
82.
・山崎洋子・大森美香 やせることのメリット感：大学生におけるやせ願望と自己評価の結びつきの検
討 日本心理学会第 73 回大会 29 年 8 月 26 日 京都
・山崎洋子・大森美香 母親の痩身理想と子どものやせ願望との関係 日本健康心理学会第 22 回大会
発表論文集 171.
・Omori, M. Satisfaction with Work-Family Balance, Organizational Culture, and Stress Reactions:
Results from an Academic Institution. 9th Conference of the European Academy of Occupational
Health Psychology Proceedings, 248.

◆研究内容

／

Research Pursuits

（１）科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）の研究プロジ

(1) I''ve been conducting a research project entitled

ェクトとして、感情調節能力およびストレスの関連

as "Does EI moderate relationships between stressors

を明らかにする調査研究を行った。

and stress reactions?" on a grant-in-aid from JSPS

（２）本学、特別教育経費「リスク社会のためのコミ

since 2009. During FY 2009, I have constructed a

ュニケーションの開発」における院生参加型プロジ

web system with which the study participants answer

ェクトとして、
「ヘルスコミュニケーション」に関す

to a set of questionnaires.

る研究を展開している。29 年は、青年期ヘルスリス

(2) Participating in a project entitled as "The

ク行動の発生メカニズムの研究として、i) 青年期女子

Communication Development for Risky Society," I

のダイエット行動に及ぼす母親の影響に関する研究、

conducted research projects with graduate student.

ii) メッセージフレーミングが乳がん自己検診促進に

Our focus centers around health risk behaviors

及ぼすけんきゅう、を展開した。

of adolescents and promotion of various health

（３）本学グローバル COE プログラム・国際格差領

behaviors. During the FY2009, we conducted

域のプロジェクトとして、青年期ヘルスリスク行動

research involving i)Impacts of mothers'' thin-ideal

に関する研究を実施している。地域研究として、ス

internalization on adolescents'' dieting behaviors, and

リランカに焦点をあて、現地調査を行った。

ii) Effectiveness of message framing on the breast
self-examination of young adults.
(3) As a program member of the Global COE program
at Ochanomizu University, I initiated a comparative
study on adolescent health risk behaviors. In 2009,
I conducted a survey on psychosocial correlates of
health-risk behaviors among Sri Lanka adolescents.

74

◆教育内容

／

Educational Pursuits

臨床心理学および健康心理学に関する授業・研究指

I taught classes related to clinical psychology.

導を行った。大学院においては「健康心理学特論」
「健

Graduate courses that I taught were Health

康心理学特論演習」を担当し、成人期の心理的問題

Psychology and Seminar in Health Psychology.

の実践や科学的研究の動向について授業をすすめて

Particular emphases were placed on empirical

きた。学部においては、
「臨床心理学研究法」などの

research in these classes. Undergraduate courses

授業を担当した。

involved Research Methods in Clinical Psychology.

研究指導は、卒業論文４件、修士論文主指導３件、

Theses that I chaired during 2009 involved four

博士論文審査（副査）を２件つとめた。

senior theses and three master''s theses. I also
served as a dissertation committee for two doctrla
theses.

◆研究計画
感情能力とセルフコントロールの観点からヘルスリスク行動を明らかにし、予防に有効な介入方法の検討を行
うため、人材開発を主たる業務とする企業と共同研究を進めている。
21 年度に向けて、１）感情能力テストの有用性および感情能力のアウトカムに関する研究、２）青年期ヘル
スリスク行動に関する比較研究などを予定している。

◆メッセージ
臨床心理学は、心理的な問題の成り立ちや治療の方法に関わる領域ですが、広範な心理学の基礎知識のうえに
成り立っています。臨床の場所では、個人の問題を理解し、どの方法がよいのか仮説をたて、治療法が効果的
なものかどうか検証できることが求められます。こうしたことは、科学的な心理学研究法を学ばずには獲得で
きることではありません。
基礎的な心理学の知識と科学的な心理学の研究法をしっかり勉強していただきたいと思います
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氏名： 岡﨑

眸

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： Ph.D（1986 年 ミシガン大学）
専門分野： 日本語教育学
E-mail： okazaki.hiromi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

共生日本語教育／年少者日本語教育／日本語教員養成
Education for symbiotic Japanese ／ Educaon for Language minority chirldren ／ JSL teachere
developement

◆主要業績										

総数（4）件

・徳永あかね・張瑜珊・三輪充子・岡崎眸「在台湾日系企業社員は社内コミュニケーションの問題をど
う捉えているか」29 年日語教学国際会議 大会論文稿（台湾）141-154.29.
・野々口ちとせ・陳明涓・孫愛維・唐澤麻里・河先俊子・岡崎眸「在台湾日系企業社員の社内コミュ
ニケーションに対する認識」第 38 回お茶の水女子大学日本言語文化学研究会．平成 21 年 7 月 11 日．
お茶の水女子大学
・野々口ちとせ・陳明涓・孫愛維・唐澤麻里・河先俊子・岡崎眸「在台湾日系企業社員の社内コミュ
ニケーションに対するイメージ」29 年度「台湾日語教育研究」国際学術シンポジウム．平成 21 年 12
月 6 日．静宜大学（台湾 台中）
・岡崎眸「持続可能性日本語教育 ? 生活の質を向上させる言葉の力」『第三回ルーマニア日本語教師会
日本語教育・日本語学シンポジウム論文集』6-41.

◆研究内容

／

Research Pursuits

主に二つの研究課題で研究を行った。
（１）多言語・

(1) establishing methodologies for Japanese language

多文化共生社会を切り開く日本語教育と教員養成の

education and teacher-development which aimed

あり方を探ることを研究課題として、1 年から継続し

at facilitating to develop multilingual/multicultural

てきた基盤 B（２）( 研究代表者 ) の最終年度に当た

society; (2) developing a system which was designed

る 5 年度には、それまでの研究成果を総括する研究

to support school subjects learning of linguistic

に展開し、成果報告書を作成した。具体的には、第

minority children. The agenda(1) was conducted

一に、日本語母語話者と非母語話者が参加し、互い

as the final step of a five year research project B(2)

が共生するための言語的手段の獲得を目標とする共

funded by JSPS, and the final research report was

生日本語教育の特徴を提示したこと、第二に、共生

published.. The agenda(2) was processed as the first

日本語教育実習を受講した実習生の学びを質的 ･ 量

step of a three year pioneer research project, also

的に明らかにしたこと、第三に、内省モデルに基づ

funded by JSPS. The project was done going the full

く実習プログラムの特徴を提示したことが挙げられ

scale cooperation of Tsurumi junior high school in

る。
（２）言語少数派年少者の教科学習支援のあり方

Yokohama city.

を探る萌芽研究 ( 研究代表者 ) の開始年度にあたり、
横浜市鶴見中学の協力を得て、母語を活用し、母語
の育成と統合した教科学習支援を二人の生徒を対象
として行い、その特徴を観察した。結果、教育課程
の中で母語を活用した授業の可能性が示唆され、次
年度の取り組みに向けた基盤がつくられた。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

（１）日本語教育コースで開講している「日本語教育

The educational persuie should be characterized as

実習」を科研費研究の一環とすることで、受講生だ

the following: (1) education pro gram for Japanese

けでなく、後期課程国際日本学に所属する院生も含

language teacher practicum was put through by

めて研究チームを作り、研究を進める態勢を作った。

being carefully designed to be integrated to a

実習生間の話し合い、実習生の内省レポート、教壇

research project funded by JSPS .; (2) establishing a

実習における実習生の教授行動、参加者の談話など

system in which graduate students participate in the

を収集し分析し、研究会で口頭発表を行い、論文に

school subjects learning support system for linguistic

まとめる作業を行った。この態勢により、? 自分たち

minority children in Tsurumi junior high school

の実践を対象とすることで、実践と研究の相互交流

designed for the graduate students participants to

を体験できること、? グループによる研究とすること

shape the field where the had the opportunity to

で、研究手法が先輩から後輩に伝授され、共有され

identify what would be the appropriate research

ること、? 修士 1 年次にも小さい論文を１本仕上げら

manner that could be responsive to and therefore

れること、などの点で、日本語教育研究者を養成す

influential to educational practice. Each of the

ることを目標とする本コースにとって教育的意義が

attendants above had chances of the following

あると考える。この研究への参加を通して、
修士論文、

experiences: 1. interactions between their teaching

博士論文へと研究課題を育てていく院生もいる。
（２）

pract ice and research conducts; 2. research

鶴見中学における教科学習支援に院生を参加させる

methodologies and fine techniques,.

ことで、学校現場を知り、現場に直接影響力を与え
ることのできる研究のあり方について考える場を与
えた。

◆研究計画
一昨年度から始まった基盤研究 B（一般）
『多文化共生社会におけるビジネス共生日本語の構築と教員養成に
関する研究』
（H19-H22）で、昨年度収集したバンコクと上海における質問紙調査とインタビュー調査による
資料の分析を進める。特に、グローバル企業としての日系企業が現地でどのような企業活動をしているのか、
また、現地に派遣されている日本人駐在員及び現地労働者はどのように働き、それをどのように捉えているの
かを、働く人々の目線にたって明らかにすることを目指す。この研究には修了生（留学生も含めて）が多くが
関わっていることから、内外の修了生のネットワークを強化する点にも意味を持たせたい。

◆メッセージ
グローバル化に伴う社会の多言語化 ･ 多文化化の動きの中で、特にその社会で言語少数派に属する人々の言語
権（母語を使う、母語を保持・育成する権利とその社会の共通言語を学び使う権利）は軽視され蹂躙されると
いう問題が深刻化しています。そこで、国内の言語少数派の人々（例えば就労目的で来日する日系人や日本人
との結婚により来日するアジアからの花嫁など）を対象として、この社会の共通言語である日本語教育を支援
する第二言語としての日本語教育のあり方が問われることになります。現状では、日本語の習得だけが強調さ
れることによって、日本への同化要請の道具として機能するという傾向が見られます。彼らの母語・母文化の
尊重の実現と統合される形の日本語教育のあり方が追求されなければならないと考えます。日本語教育コース
で開講している「共生日本語教育実習」を中心にして、言語話者としての人々の全人格・生活全般を見渡す日
本語教育のあり方学生のみなさんと一緒に追求していきたいと考えています。
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氏名：
所属：
職名：
学位：
		
専門分野：
E-mail：
URL：

岡村 郁子
人間文化創成科学研究科文化科学系／グローバル教育センター
講師
教育学修士（お茶の水女子大学、1986 年）
人文科学修士（お茶の水女子大学、27 年）
異文化間教育学・心理学・日本語教育
okamura.ikuko@ocha.ac.jp
http://www.ocha.ac.jp/introduction/structure/international/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

異文化間教育／帰国生・在外生教育／日本語教育／コミュニティ心理学
intercultural education ／ education for returnee adn oversea students ／ Japanese Language
teaching ／ community psychology

◆主要業績
・第 39 回日本言語文化研究会 個人口頭発表「「帰国体験を活かす」ことに対する考え方とその要因
ー帰国大学生へのインタビュー結果の分析から」29 年 12 月

◆研究内容

／

Research Pursuits

１）帰国生受け入れにおける学校コミュニティの役

１）I explored returnee students’’ consciousness of

割分析

the classroom where they belong and analyzed the

帰国生の受け入れクラスに対する意識の差異を受

correlation between them to clarify the difference of

け入れクラス形態別に分析することにより、学校コ

effects brought by the reception formation.

ミュニティでの帰国生受け入れの在り方を検討した。

２）Through providing Japanese language classes

２）異文化間移動を伴う児童生徒の日本語教育支援

and remedial course for the returnee students at the

における地域コミュニティの役割

middle schools, I reviewed function of the regional

都内中学校に在籍する帰国児童生徒・在日外国人

community surrounding the schools and examined

児童生徒の日本語教育実践を通じ、地域コミュニテ

the relationships between them.

ィとのより効果的な関わりについて検討した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１）海外派遣留学生に対する異文化適応教育

１ ) At the orientation session for the exchange

大学間交流協定に基づく交換留学派遣生ならびに

students and the language tour participants, I

本学主催の海外短期語学研修参加学生に対して渡航

provided lectures about cultural adjustment and

前後のオリエンテーションを開催し、異文化間適応

cross-cultural understanding. During their stay I

や異文化理解

also gave them some advices on physical/mental

に関する指導を行った。また、滞在中の危機管理や

health care and risk-management.

ヘルスケアについての情報提供ならびにアドバイジ

２）I offered counseling services for the students

ングを実施した。

who are plannnig to study abroad.

２）留学相談

３）I delivered Japanese Language Extra Class(Level-

長期・短期の海外留学を希望する学生への相談全

Basic 2) and intercultural counseling for the

般に携わった。

international students studying at Ochanomizu

３）本学への留学生に対する日本語教育と相談

University.

本学に在籍する海外留学生への日本語教育 ( 初中
級）と、必要に応じて日本語学習や異文化適応に関
する相談を行った。

◆研究計画
１）近年の社会的経済的環境の変化による帰国生の質的変化をふまえ、帰国生教育の現状を把握するとともに、
「帰国生としての体験を活かす」受け入れの在り方をコミュニティレベルで検討する。
２）在日外国人児童生徒教育と帰国児童生徒教育の統合の合理性を吟味し、帰国生に特化した教育・指導を受
け入れ校の実践の中で共に考える。

◆メッセージ
お茶の水女子大学は約４校の海外の大学と大学間交流協定を結んでおり、毎年交換留学生の受け入れならびに
派遣を行っています。また春・夏の長期休みにはオーストラリア・ニュージーランド・イギリスなどへ短期語
学研修への参加のチャンスもあります。また、留学に必須の英語力を高めるための TOEFL 講座等も主催して
います。
海外留学で新しい自分を開拓しようと考えている皆さん、グローバル教育センター（留学派遣部門・学生セン
ター棟３階）をぜひお訪ねください。お待ちしています！
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氏名： 岡村

浩司

所属： 生命情報学教育研究センター
職名： 特任講師
学位： 博士 ( 医学 )
専門分野： ゲノム科学
E-mail： okamura.kohji@ocha.ac.jp
URL： http://epigenetics.hgc.jp/okamura/

◆研究キーワード

／

Keywords

ゲノムインプリンティング／ DNA メチル化／プロモータ
genomic imprinting ／ DNA methylation ／ promoter

◆研究内容

／

Research Pursuits

哺乳類においてゲノム DNA のメチル化は遺伝子発現制御に重要な役割を果たしている一方、多くの無脊椎
動物ではメチル化が存在するもののその役割が良く分かっていない。ゲノムワイドな解析から無脊椎動物と脊
椎動物の間にはメチル化のパターンや量に大きな違いがあることが分かっており、前者から後者へ進化するに
あたり何らかの大きな変化とともに独特かつ巧妙な遺伝子発現制御機構が獲得されたと考えることができる。
現在、この経緯を探るべく、比較ゲノム解析、転写開始点決定に基づくプロモータ解析、網羅的な DNA メチ
ル化解析などを行い、転写制御を担うエピジェネティクスの進化的な構築過程を明確にし、我々哺乳類におけ
る遺伝子発現制御をより詳細に理解することを目指して研究を行っている。

80

◆教育内容

／

Educational Pursuits

大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム『学際生命科学東京コンソーシアムによる全人的大学
院人材育成拠点の確立』に従事。

◆メッセージ
生命の営みは神秘に満ちています。多くの先人たちの功績によりその大まかな仕組みは分かってきましたが、
好奇心をくすぐる研究テーマはまだまだ多数あり、よく認識されていない謎さえも無数にあるはずです。生物
学の研究に携わり、ちょっとした努力をすれば必ずやそんな謎の 1 つでも解明することができ、その時はこの
世でただ一人自分だけがその謎を説明できる研究者です。そんな夢を持って一緒に研究してみませんか。
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氏名： 小川

温子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／糖鎖科学研究教育センター
職名： 教授
学位： 理学博士
専門分野： 生物化学／ Biochemistry
E-mail： ogawa.haruko@ocha.ac.jp
URL： http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/index.html ／ http://www.ocha.ac.jp/tousa/file/Page335.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

糖鎖情報／生体分子認識／細胞間マトリックス／レクチン／シュードプロテオグリカン
glycan information ／ biomolecular recognition ／ extracellular matrix ／ lectin ／ pseudoproteoglycan

◆主要業績										

総数（2）件

・Sano K, Miyamoto Y, Kawasaki N, Hashii N, Itoh S, Murase M, Date K, Yokoyama M, Sato C, Kitajima
K, Ogawa H.Survival signals of hepatic stellate cells in liver regeneration are regulated by glycosylation
changes in rat vitronectin, especially decr
・Nakagawa, K., Nakamura, K., Haishima, Y., Yamagami, M., Saito, K., Sakagami, H., Ogawa H.
Pseudoproteoglycan (pseudoPG) probes that simulate PG macromolecular structure for screening and
isolation of PG-binding proteins.Glycoconj J.
・Sano K, Asahi M, Yanagibashi M, Hashii N, Itoh S, Kawasaki N, Ogawa H.Glycosylation and ligandbinding activities of rat plasma fibronectin during liver regeneration after partial hepatectomy.
Carbohydr Res. 28 Sep 8;343(13):2329・佐野琴音 小川温子
ビトロネクチンのコラーゲンおよび線溶系因子との相互作用 .
生体の科学 , 59(2)118-122 (28)

◆研究内容

／

Research Pursuits

１）マトリックス多機能分子ビトロネクチン分子 (VN) を取り上げ、部位特異的グリコシル化を詳細に解明し
た。また、ラット肝再生初期の VN ではオリゴシアル酸糖鎖の減少ならびに糖鎖全体の減少とシアリル化の低
下が起こり、これが原因となって、組織再構築や線維化に関わる星細胞の細胞接着伸展活性を減弱した。また、
このような糖鎖変化が VN の多量体化、コラーゲン結合性と組織溶解リガンドを増強することを示した。一方、
フィブロネクチンでは VN とは時空間的に異なる糖鎖調節がはたらくことを見出した。肝再生時の糖鎖による
機能調節を構造変化と併せて詳細に解明したのは初めてである。
２）我々が創成したシュードプロテオグリカン ( シュード PG) は、天然の PG の分子構造を模倣して、直鎖高
分子に複数のグリコサミノグリカン（GAG）などの糖鎖を共有結合させた人工複合体分子である . シュード PG
の顕著な結合特性に着眼し、HIV-1 の初期感染機構をブロックする感染阻害剤を探索した結果、単独では活性
を示さない材料を用いて顕著な抗 HIV 活性を示す新しいシュード PG を見出した。今後は有効性を見出したプ
ローブの活性向上に向け構造の改良を検討する一方、感染抑制機序の解明を進めていく予定である。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部担当講義：基本的な生体分子の構造と機能、相

For undergraduates, I taught the 2nd and 3rd-year

互作用の基本。
「生物化学 I」
では糖質と核酸を中心に、

students who has chemistry basis to understand the

「生物化学 III」では主要な代謝反応の流れと原理をわ

structures and functions of biological molecules.

かり易く解説。学部 3 年次の「専門化学実験 I」では、

"Basic biochemistry" course included carbohydrates

生体分子を扱う際の基礎的な実験技術と考え方を習

and nucleic acids. The "Bioenergetics" course

得することを目標に、少人数教育を生かした指導内

included principal metabolic reactions and theories.

容。内容：レクチンタンパク質と糖類の精製、化学

"Biochemical laboratory" course included purification

分析、活性測定、酵素反応解析、組み換え DNA 実験

of lectins and trehalose, chemical analyses, activity

の基礎など。卒業研究と大学院教育では、講義、ゼミ、

measurements, analyses of enzyme reaction, and

研究を通じて、糖質科学の理解と研究方法、関連す

basic recombinant DNA techniques. We guided the

る医学・工学分野も含めた状況を、議論と輪読で展望。

students carefully to obtain the basic experimental

｢ 総合生命科学」では、糖質科学研究と生命情報学の

techniques and a way of thinking to treat biological

接点であるデータベースの現状と活用状況を紹介し

molecules (shared by three instructors). For

た。卒研 ･ 修論テーマ例：糖鎖によるトリプシノー

graduates, I delivered lectures and book-readings in

ゲン活性化抑制機構の発見と解析、抗体分子に見出

the class on the current research issues in chemistry

した抗原認識とは異なる糖結合性の解析、組織修復

and biology of carbohydrates and their research

と糖鎖、等。

methods including related glycotechnology and
glycomedicine. In "General bioscience", databases in
the glycoscience were introduced.

◆研究計画
・膵消化酵素に見出した糖鎖結合性を利用した、酵素の活性調節。その医療および産業的利用。
・血液凝固因子、血清蛋白質等に見出した糖鎖結合性の機能解明とその応用。
・細胞外マトリックス分子の機能は糖鎖調節される。その分子機構と生物学的意義のビジュアル解析。成果の
医療活用。
・われわれが創製したシュードプロテオグリカン等の糖鎖プローブによる生命現象の解明と生物機能調節への
利用。
・アレルゲン糖鎖の構造と抗原性、その薬剤への応用性

◆メッセージ
私は学生時代に化学を勉強しましたが、生命科学の研究には、化学や生物の知識が活かせます。受験にあたっ
ては、あなたの持っている力を信じて、5 年先、1 年先の自分をイメージして下さい。目標をしっかりもった
前向きな姿勢と毎日の努力が、自信になり、必ず結果を生むと思います。ぎりぎりまであきらめない、受験勉
強も学問研究も、その点では同じです。がんばってください。
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氏名： 荻原

千鶴

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（人文科学）／ PH.D in Japanese literature
専門分野： 日本文学、特に日本上代文学／ Japanese ancient literature
E-mail： iwasaki.ogihara.chizuru@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

古事記／風土記／万葉集
Kojiki ／ Fudoki ／ Manyoushu

◆主要業績										

総数（4）件

・論文（単著）「九州風土記の甲類・乙類と『日本書紀』」『風土記研究』第 33 号（風土記研究会）
47?71 頁 29 年 6 月
・論文（単著）
「
『出雲国風土記』の説話表現 ? 感情の描出をめぐって ?」
『風土記の表現 記録から文学へ』
（笠間書院）248?263 頁 29 年７月
・論文（単著）
「九州風土記の構想と『文選』賦──『豊後国風土記』大野郡網磯野条を中心に──」
『青
木周平先生追悼 古代文芸論叢』（おうふう）377?391 頁 29 年 11 月
・論文（単著）「万葉初期の挽歌」『大学院教育改革プログラム「日本文化研究の国際的情報伝達スキル
の育成」平成 21 年度活動報告書 海外教育派遣事業編』（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学
研究科）245?249 頁 21 年３月
・Reika Higa, Kosuke Matsubara, Takao Okamawari, Saneyasu Yamaguchi, and Masato Oguchi

◆研究内容

／

Research Pursuits

九州風土記甲類・乙類・
『日本書紀』三者の関係性

I found that Nihonsyoki was compiled earlier

について、仮名字母を論拠として考究。九州風土記

than Otsu-rui Kyusyu-Fudoki and Kou-rui Kyusyu-

は両類とも『日本書紀』の影響下にあること、乙類

Fudoki,and had influences on them. Rsesearching

の成立は養老四年前後、甲類の成立はそれ以後（た

Chinese characters used as "kana",I represented that

だし養老四年上限）から天平十二年までの間である

Otsu-rui was formed therabout Yourou 4th year,and

こと、
乙類が現況地形に関心するのに対し、
甲類は『日

Kou-rui was formed after that and before Tenpyou

本書紀』を規範としての制度化を指向しており、そ

12th year.

こに新たに甲類が編纂された意義を求めうることを

The Plot of Kyusyu-Fudoki and Fu of Wen-xuan

解明した。九州風土記が構想のレベルにおいて、『文

: Mainly about the Place Amishino Village, Oono

選』三都賦を念頭に置いていることを明らかにし、

County in Bungonokuni-Fudoki
I declared that Kyusyu-Fudokis,both of Otsu-rui and

併せて『豊後国風土記』の本文の乱れを正した。
一方『出雲国風土記』の説話表現に感情表現がきわ

Kou-rui, sat Wen-xuan as a model when they plotted

だって乏しいことを指摘し、それが地名を項目化し

out Fudoki.

ようとする『出雲国風土記』のデジタルな方法論に

I found there are very few representations of

よる所産であることを究明した。

feelings in Izumonokuni-Fudoki.I declared these

初期万葉の挽歌が中国文学の哀傷表現を触媒とし

phenomenons resulted from that Izumonokuni-

つつも、
「見る」ことの希求によって、日本の歌とし

Fudoki has a degital methodology on description of

ての独自の表現を獲得していく過程を解明した。

place-names,and Izumonokuni-Fudoki aims to treat
place-names as items.
It is a fact that Chinese poems triggered the
descriptions of Japanese laments in early Man’ yo,
I found that they groped original descriptions as
Japanese songs in early Japan, demonstrating their
wish to look at their departed familiars.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、日本古典文学史論（上代）
・日本言語文化

Under graduate courses: Basic seminars. Introduction

概論・日本上代文学特殊講義 ?・日本古典文学論基礎

to Japanese Language and Culture. History of

演習 ?・日本古典文学論演習（上代）
・日本文学研究

ancient Japanese literature. Advanced seminar of

指導の授業を担当した。このうち文学史は、記紀・

ancient Japanese literature. Advanced lectures in

風土記を中心に文学の史的展開について講じた。特

ancient Japanese literature. Seminar of introduction

殊講義では上代文学の話型を取り上げ、その特性や

to Japanese literature. Seminar on Man’ yousyu and

変容を考察する教育を行った。基礎演習では日本文

Kojiki. Direction of research on ancient Japanese

学を研究するにあたっての基礎的トレーニングを、

literature.

演習では日本上代文学を研究するにあたってのトレ

Graduate courses: Advanced lecture on history of

ーニングを指導した。日本文学研究指導では、学生

ancient Japanese writings. Advanced lecture on

の卒業論文作成のための指導を行った。

ancient Japanese literature. Analysis about songs

大学院博士前期課程では、日本上代文学表現史論・

of Otomo-no-Yakamochi in his boyhood. Reading of

日本上代文学論の授業を担当した。前者では筑紫歌

papers about songs of Otomo-no-Yakamochi in his

壇と大伴家持の少年期の歌について講じた。後者で

youth.

は、大伴家持の青年期の歌と挽歌表現の歴史につい
て講じた。

◆研究計画
九州風土記の甲類・乙類についての研究を深め、『出雲国風土記』との比較研究へと進展させる。あわせて『万
葉集』と『風土記』の関係性について研究する。

◆メッセージ
『古事記』
『風土記』
『万葉集』など日本上代の文学は、13 年も前に書かれたものです。古代の人々の、現代と
は大きく異なるものの考え方・感じ方がうかがえますが、それだけにかえって、現代の私たちの中に埋没して
しまっているものを、はっと気づかせてくれたりするのです。古典を学び研究することは、現代を考えること
につながると、私は思っています。高校の授業ではあまりなじみがないかもしれませんが、上代の作品にも、
ぜひ目を向けてみてください。新鮮な驚きと意外な共感をおぼえる新しい「自分」に、出会えると思います。
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氏名： 小口 正人
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 博士（工学）／ Dr. Eng.
専門分野： ネットワークコンピューティング・ミドルウェア
E-mail： oguchi.masato@ocha.ac.jp
URL： http://www.is.ocha.ac.jp/~oguchi ／ http://ogl.is.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

ネットワークコンピューティング／ミドルウェア／ IP-SAN ／無線ネットワーク／クラウドコンピューティング
Network Computing ／ Middleware ／ IP-SAN ／ Wireless Network ／ Cloud Computing

◆主要業績										

総数（34）件

"Analytical System Tools for iSCSI Remote Storage Access and Performance Improvement by Optimization
with the Tools,” In Proc. the 3rd IEEE International Symposium
・新井絵美，平野由美，村瀬勉，小口正人：
「無線 LAN 環境における実機特有の帯域公平性についての検討と QoS 保証 TCP の性能評価」
日本データベース学会論文誌，Vol.8, No.1, pp.17-112, 29 年 6 月
・Masato Oguchi, Reika Higa, Kosuke Matsubara, Takao Okamawari, Saneyasu Yamaguchi
“Performance Improvement of iSCSI Remote Storage Access,”
In Proc. the 4th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICU
・Reika Higa, Kosuke Matsubara, Takao Okamawari, Saneyasu Yamaguchi, and Masato Oguchi:
"Optimization of iSCSI Remote Storage Access through Multiple Layers,"
In Proc. the 3rd International Workshop on Telecommunication Networking, Applications an
・豊島 詩織 , 山口 実靖 , 小口 正人：
「仮想マシンマイグレーションによるストレージアクセス最適化に関する性能評価」
コンピュータシステム研究会（CPSY）
，信学技報，Vol.19, No.296, CPSY29-37, pp.13-18，京都，29 年 11 月．

◆研究内容

／

Research Pursuits

インターネットを中心とする大規模ネットワークに

Recently, advanced network computing systems

より，種々のコンピュータや情報機器類が接続され，

have been realized as various sorts of computers

互いに連携しながら高度なネットワークコンピュー

and resources are connected with each other, owing

ティングが行われるようになってきました．私の研

to prosperity of large-scale networks represented

究室では，このような新しいネットワーク環境にお

by Internet. In our laboratory, several innovative

いて，コンピュータやその他の資源を効率良く快適

methods are proposed for such an environment in

に利用する，さらにはセキュリティに配慮し暗号化

order to make the best use of computer resources

や認証を導入して安全に利用する，といった手法を

c o m f o r t a b l y a n d s e c u r e l y. T h e y i n c l u d e I P-

研究しています．具体的な研究テーマとしては，高

SAN Consolidated PC Cluster, High Performance

性能な PC クラスタシステムに IP ベースの SAN を

Dependable SAN over Virtual Private Network (VPN),

統合した IP-SAN 統合型 PC クラスタ，仮想プライベ

Authentication and Cryptography on Wireless LAN,

ートネットワーク VPN 上における高性能・高信頼性

and TCP Parameter Analysis and Control. Network

SAN 環境の構築，モバイル環境における認証や暗号

protocols and concept models suitable for each

化の実現手法，TCP パラメータの動的な解析や制御

environment are proposed.

などが挙げられます．環境と目的に応じてそれぞれ
に適したネットワークプロトコルや概念モデルを提
案し，ミドルウェアを構築することによりそれを実
現しています．
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

コンピュータネットワーク I：
インターネットに代表されるコンピュータネットワーク
は、情報関係の様々な分野の基盤となる技術であり、こ
の知識を身に付けることは実用的にも有効である。本講
義では TCP/IP を中心としたネットワークプロトコルの基
礎並びに応用技術に関して理解することを目標とする。
情報科学：
情報科学とは何であるか、自然科学分野における位置付
けおよびその技術的な応用について学ぶ。近年急速な発
展が見られる情報技術を基礎として支えているのが情報
科学であるが、その内容は幅広く奥も深い学問である。
本講義は、情報科学やその関連分野に携わる者が知って
おくべき基礎知識について述べ、主要トピックを取り上
げて議論し、受講者にこの分野の概要を理解してもらう
ことを目標とする
分散処理特論：
ネットワーク技術の進歩により、コンピュータを単に接
続し通信を行うだけでなく、この上で分散処理を行うこ
とが可能となった。本講義では分散システムがどのよう
な構成を持つべきであるか解説し、分散処理を行う際に
考慮しなければならない同期、一貫性、セキュリティな
どの主要課題を議論する。
コンピュータネットワーク II：
コンピュータネットワークは大学、企業、家庭等あらゆ
る場面において今や不可欠な存在となり、その知識や技
術の習得を求める社会的要求も高い。本講義では、イン
ターネットを中心としたコンピュータネットワークを実
際に構築し運用するために必要な知識を総括する。
コンピュータ基礎演習：
UNIX およびプログラミング言語 C の基礎を習得する。情
報科学分野の学習・研究を進めるためには、コンピュー
タを用いて数値計算やデータ処理などを行う能力を身に
付けることが重要である。本演習では UNIX ベースのコ
ンピュータの使い方を覚え、基本的なプログラムを作成
する技術を習得することが目標である。

Computer Networks I
Information Sciences
Distributed Computing
Computer Networks II
Exercises in Basic Programming

◆研究計画
本研究室ではネットワークコンピューティング・ミドルウェアをテーマとして掲げ、これに含まれるいくつか
の種類の研究を手掛けている。この分野は大学のみで研究が行われている訳ではなく、企業も積極的に手を
伸ばしている領域であり厳しい競争が行われている。そのような状況の中で、大学の研究室の機動性を活かし
て、クラウドコンピューティングや IP-SAN、モバイルネットワークなど常に最も先端的なシステムを取り上げ、
解析や実装を行い、実際に動かしてみせることにより説得力のある研究を行ってきており、今後もその形で成
果を出して行きたい。

◆メッセージ
現在、世の中の非常に多くの人が、携帯電話やパソコンその他を通して、コンピュータネットワークのお世話
になっていると思います。それではコンピュータやネットワークは、一体どんな仕組みで動いているかご存知
でしょうか。情報科学科で私が教えている講義は、その疑問に答えるものです。またコンピュータネットワー
クは、将来どのように発展していくでしょうか。私の研究室においては、これを探る研究を行っています。
コンピュータやネットワークは、進歩のペースが物凄く速いものです。ただ利用しているだけだと中がどうな
っているのか見えませんが、この中身を勉強し、研究で未来を切り開いていく作業は、大変刺激的で面白いも
のです。
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氏名： 奥村

剛

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1995 慶応義塾大学）
専門分野： 理論物理学（特に化学物理、ソフトマター、場の理論、統計力学周辺）
E-mail： okumura.ko@ocha.ac.jp
URL： http://www.phys.ocha.ac.jp/okumuralab/

◆研究キーワード

／

Keywords

ソフトマター物理／化学物理／場の理論

◆主要業績
・Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, A simple model for the mechanics of spider webs, Phys. Rev.
Lett. 14, 3812 (21); featured in, Philip Ball, Web designers, Nature Materials 9, 19 (21).
・Minako HAMAMOTO-KUROSAKI and Ko OKUMURA, On a moving liquid film and its instability on
textured surfaces, Eur. Phys. J. E 3, 283&#8211;29 (29).
・Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, Stress and displacement around a crack in layered network
systems mimicking nacre, Phys. Rev. E 79 (29) 6618.
・Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, Crack-tip stress concentration and structure size in nonlinear
structured materials, J. Phys. Soc. Jpn. 78 (29) 3442-1--5.
・Yukari Hamamoto and Ko Okumura, Analytical studies on a crack in layered structures mimicking
nacre, J. Eng. Mech. 135 (29) 461-467.
完全な業績リストについては次の URL を参照 :
論文リスト
http://www.phys.ocha.ac.jp/okumuralab/h16/listOfPubs.htm
講演等リスト &

◆研究内容

／

Research Pursuits

本年度は、下記の研究を行った（指導学生の研究テーマ等）。
テクスチャー表面での接触角履歴
真珠層構造・クモの巣モデル等シミュレーション
微小重力下での濡れ（航空機マイクロ G 実験）
D3: スピンコーティング、サフマン・テーラー不安定性
D2: 2 次元バブルの動力学
D1: テクスチャー表面での濡れ（浸透現象）
M2: 2 次元液滴の融合の動力学
M1A: 粉粒体の動力学
M1B: 非線形・弾塑性体シートの破壊
B4: 非線形・弾塑性体シートの破壊
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

29 年度授業担当：
（学部）
物理数学 I（2 単位）必修
物理数学 II（2 単位）必修
数理物理学（2 単位）必修
連続体物理学（2 単位）選択
物理学特別講義 I（2 単位）選択
特別研究（12 単位）必修
（修士）
液体の物理学演習（2 単位）
特別研究（14 単位）
（後期博士）
非線形ダイナミックス（2 単位）
ソフトマテリアルズの物理（2 単位）
ソフトマテリアルズの物理演習（2 単位）

◆研究計画
濡れ、表面張力、破壊、複合材料、粉粒体、ゲル、液晶、高分子などのテーマをソフトマター物理学の立場か
ら研究していく。これまでの理論に加え、実験研究も行っていく。

◆メッセージ
ソフトマター物理学は、物理学の手法を、液晶ディスプレイ、ペットボトル、洗剤、化粧品、真珠などの身の
回りの工業製品・現象等、また、高分子、コロイド、石鹸、DNA、たんぱく質など高校の科目でいえば化学や
生物などで扱われている対象に適用し、注目を集めています。なかでも、私は、あたかもフランス印象派画家
たちのように自然を理解しようとする「印象派物理学の手法」に注目しています。皆さんも私と一緒に、印象
派画家になったつもりで、自然の本質をえぐりだしてみませんか？
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氏名： 織田

友恵

所属： リーダーシップ養成教育研究センター／文理融合 21 世紀リベラルアーツ
職名： 講師
学位： 博士 ( 理学 )
専門分野： 数値流体力学、分子動力学
E-mail： oda.tomoe@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

数値流体力学／情報リテラシー
Computational Fluid Dynamics ／ Information Literacy
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部１年生を対象としたノートパソコン貸与と初級情報リテラシー教育。
おもに放課後を中心として講習会を開催し、自らが管理者権限をもつコンピュータを使うという視点からの情
報教育を行っている。
また学内インターンシップとして学生相談員を募集し、学内事業の運営を通してサポート側の仕事を体験させ
ている。
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氏名： 小田切

健太

所属： お茶大アカデミックプロダクション
職名： 特任リサーチフェロー
学位： 博士（学術）／ Ph D
専門分野： 非線形科学
E-mail： odagiri.kenta@ocha.ac.jp
URL： http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/kudo/oda/

◆研究キーワード

／

Keywords

パターン形成／反応拡散系／自己増殖系／表面反応／生物・生態系
Pattern formation ／ Reactio-diffusion systems ／ Self-replicating systems ／ Surface reaction ／
Biological systems

◆主要業績										

総数（1）件

・"Traveling excitable waves successively generated in nonlinear proliferation system"
Kenta Odagiri and Kazuo Takatsuka, Phys. Rev. E 79, 056219 (2009).

◆研究内容

／

Research Pursuits

様々な自然現象や社会現象で現れるパターン形成

I study pattern formation phenomena (spatio-

（時空間秩序構造）についての理論的研究を行ってい

temporal order structures) which are observed in

る。特に、化学反応系や生物・生態系におけるパタ

natural and social phenomena. Especially, I focus on

ーン形成現象に関するモデルを構築し、主として数

chemical, biological, and ecological systems.

値計算によりモデルの解析を進めている。
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◆研究計画
現在取り組んでいる研究は、微小な世界（ナノスケール）で起こりうる様々な特異な現象を、通常使われてい
る（マクロスケールの）モデルに、効果的に取り込んだ新たな（メソスケール）モデルの構築である。この研
究が進むことによって、より容易にミクロスケールの現象をシミュレーションする事が可能となる。さらには、
理論の観点から、ナノスケールでの自己組織化現象の制御手法について、様々な提案を行えると期待される。
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氏名： 加賀美 常美代
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学博士（東北大学 )
専門分野： 異文化間心理学、異文化間教育、多文化間カウンセリング
E-mail： kagami.tomiyo@ocha.ac.jp
URL： http://jsl.li.ocha.ac.jp/kagami.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

異文化間コンフリクト／多文化間カウンセリング／コミュニティ心理学的アプローチ／教育価値観
intercultutal cconflict ／ multicultural counseling ／ Community

approach ／ educational value

◆主要業績										

総数（7）件

・加賀美常美代 ･ 守谷智美・楊孟勲 ･ 堀切友紀子 29 「台湾における日本イメージの形成：９分割統
合絵画法による分析」『台湾日本語文学報』26 号 pp258-38
・加賀美常美代 ･ 朴志仙・守谷智美・岩井朝乃・楊孟勲・堀切友紀子 29 「韓国と台湾における小・中・高・
大学生の日本イメージの形成過程の差異」 第 3 回異文化間教育学会大会発表抄録集 pp146-147
・加賀美常美代 21 26?29 年度「韓国と台湾における小・中・高・大学生の日本イメージの形成過
程と規定要因」報告書 pp1-76
・加賀美常美代 21 29 年度「奈良世界遺産から学ぶ異文化理解教育研修」報告書 pp.1-83
・加賀美常美代 「大学生の一般的価値観の国際比較大学生の一般的価値観の国際比較」 21 第 17 回
多文化間精神医学会抄録集 pp83

◆研究内容

／

Research Pursuits

1．アジア諸国の日本イメージの形成過程と規定要因

1.

CSD の異文化間コミュニケーション・プロジェクト

images.

Perceptions of Japan in Asia：an analysis of

I wrote a paper on Qualitative Research on Drawings

で、前年度、韓国、台湾の調査の小学生から大学生

of Taiwanese Young People and Children, based

までの日本イメージ形成の調査を行なったので、台

on the results of the investigation regarding how

湾の描画の質的分析の論文化を行った。また、26 年

Korean and Taiwanese young people and children

から 29 年までの一連の共同研究結果をもとに報告書

formed their images of Japan, which I conducted in

を作成した。

the Project of Cross Cultural Communication of CSD

2．葛藤解決のための異文化理解教育プログラム開発

in the previous year. In addition, I drew up a report

CSD の一連の日本イメージ調査成果からどのような

about the results of a series of joint researches on

プログラムが集団間葛藤を解消できるか、異文化理

conducted from the year 2006 through 2008.
2. Development of Intercultural Understanding

解に有効か、教育プログラムの開発をした。そのプ

Education Program for Resolving Conflicts

ログラムを実践し、成果を検討し報告書を作成した。

I developed Educat ional Prog ram which was

3．大学生の価値観の国際比較

expected to help resolving intergroup conflicts or

科研で Shwartz の個人レベルの価値観尺度に基づき

understanding cross-culture by closely examining the

7 カ国の大学生を対象に価値観の調査を実施し比較検

results of survey on images of Japan in CSD.

討した。

3．Research of individual and social values of
universities’ students in seven countries
Under the Grants-in-Aid for Scientific Research,
I conducted a research on university students’
individual and social values by using Schwartz’’ s
value Scales in seven countries and weighed the
results.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部の「多文化間交流論」は、参加型授業、協働的
グループ活動を行った。留学生と日本人学生の交流、
コミュニケーション・スキルの向上を目指した。「多
文化共生論」は、4 名のゲストスピーカーを招き多文
化共生社会の理解とグループ討論を行なった。「文化
と人間関係 ?」では、文化行動と心理学的理論をゼミ
ナール形式で行った。
「文化と人間関係 ?」では、異
文化接触をテーマとする学生を対象に卒業論文指導
を行った。
大学院の「多文化間カウンセリング特論」では、文
化と学校カウンセリングの理論と研究方法について
文献講読を通して講義を進めた。
「多文化カウンセリ
ング演習」では、多文化間カウンセリング、留学生
アドバイジング、予防的支援活動の方法のスキル向
上を目指した。

I delivered lectures of “Multicultural
communications and exchange” and “Coexistence
in Multicultural society” for undergraduates. In these
lectures, I adopted the methods of cooperative group
work. I aimed at their improving of foreign and
Japanese students’ communication skill in the former,
and, in the latter, I invited guest speakers in order
for them to improve multicultural understanding
and diversity. In “Culture and Human relationship I”
for undergraduates, I delivered lectures on cultural
behavior and social psychology.
In “Culture and Human relationship?” for
undergraduates, I advised graduation theses for
students who are interested in intercultural
psychology.
For graduates, I taught “Multicuonseling and
Psychology” . In this lecture, I put emphasis on
methodology of intercultural communication
and school counseling research. In “Seminar in
Multicuonseling and Psychology” , I aimed at
their improving skill of multicultural counseling,
international student advising,active listening and
preventive support activity.

◆研究計画
・多文化間の教育に関わる人々、多様な国籍の人々を対象に、葛藤解決方略と教育価値観、文化的価値観の関
連を比較検討する。
・教育価値観の世代間比較を行い、教育価値観尺度の有効性について検討する。
・アジア諸国の小学生から大学生までの対日イメージ形成過程についての調査の質的、量的分析を進め、多角
的に分析を行い、問題と今後の課題を明らかにする。
・異文化間コンフリクト解決プログラムの開発を検討する。

◆メッセージ
多様な文化的背景をもつ人々は、日常生活で遭遇する異文化体験から様々な葛藤やストレスを抱えています。
異文化接触のメカニズムを理解するとともに、周囲にいる人々は彼らをどのように理解し、関わっていったら
よいでしょうか。
コミュニティにおける多様性の意味や文化的背景の異なる人々と共に生きることはどのようなことか、一緒
に体験しながら考えていきたいと思います。
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氏名： 垣内 康孝
所属： サイエンス＆エデュケーションセンター
職名： 特任講師
学位： 博士（学術）／ Ph D
専門分野： 細胞生物学、理科教育
E-mail： kakiuchi.yasutaka@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

理科教育／自由研究／細胞分化／立体培養／脂質
science education ／ independent research ／ cell differentiation ／ 3D culture ／ lipid

◆主要業績								

総数（2）件／特許（1）件

・Mariko Nakano, Yasutaka Kakiuchi, Yukiko Shimada, Mika Ohyama, Yasuko Ogiwara, Narie SasakiHigashiyama, Naoko Yano, Fumi Ikeda, Ei Yamada, Akihiro Iwamatsu, Kazuo Kobayashi, Kiyoto
Nishiyama, Sohsuke Ichikawa, Kazuhiko Kaji, Toshinori Ide, Hiromu Murofus
・人類遺伝学用語事典オーム社（2008）（執筆分担）

◆研究内容

／

Research Pursuits

三次元環境におけるヒト細胞の細胞分化特性や三次

My current research aims to elucidate the properties

元基質の特性などに注目した解析をおこなっている。

of the cell differentiation in three dimensional

新たな三次元基質の開発、細胞分化に対する足場環

culture environment and the properties of 3-D

境の影響を目指している。

culture materials aiming to develop novel 3-D culture
meterials as well as to elucidate the functions of
'scaffold' in cell differentiation.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

本国の理科離れを防ぎ、理科を底上げするためには

It is pivotal approach should be taken to uplift the

小学校教員の理科指導力の向上が必須であるとの考

qualities of elementary school teachers in science

えのもと、コア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）

education in order to improve the descending

の養成に従事している。本学学生ならびに現職の小

situation of domestic science education, and one of

学校教員を対象に講義実習を行なっている。

the national approaches is to establish 'Core Science
Teacher'.
I am engaded in CST project and educating
elementary school teachers as well as graduate
students to cultivate future core science teachers.

◆研究計画
理科の楽しさ、研究の楽しさを伝えるうえで、教育現場の教師はもちろんですが現職研究者の活動はとても重
要です。研究の楽しさを最もよく知り、最も生き生きと伝えることが出来るのはその研究を行なっている当事
者をおいて他にいません。研究現場にいながら理科教育にも携われる環境を、自ら実践しながら作っていくこ
とを目指しています。
共同研究：
理科教育全般（特に自由研究に関すること）
血球系の細胞分化
三次元培養

◆メッセージ
学部、大学院、社会人いずれの場合でも、常に明確な目標意識を持ち、その達成のために必要なことを具体的
に考えるようにしてください。
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氏名： 香西 みどり
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 博士 ( 学術）
（1995

お茶の水女子大学）

専門分野： 調理科学
E-mail： kasai.midori@ocha.ac.jp
URL： http://www.food.ocha.ac.jp/chori/cook.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

予測／制御／最適加熱時間／調理性／テクスチャー
prediction ／ control ／ optimum cooking time ／ cooking property ／ texture

◆主要業績										

総数（7）件

・ミャンマー産インディカ米と日本産ジャポニカ米に調理特性の比較、田中京子、綾部園子、上田久美子、
香西みどり、畑江敬子、日本調理科学会誌、41,11-17,2008
・浸漬・冷凍処理が豆類の加熱による吸水と軟化に及ぼす影響、村上知子、香西みどり、関谷陵子、畑
江敬子、日本家政学会誌、59，81-86，2008
・高地栽培バナナと従来バナナの嗜好性および物理化学的特性の違い、飯島久美子、小西史子、嶋田淑子、
香西みどり、畑江敬子、日本調理科学会誌、41，49-54，2008
・料理のなんでも小事典、日本調理科学会編、講談社、2008、分担執筆
・マギーキッチンサイエンス食材から食卓まで ハロルド・マギー著、北山薫 / 北山雅彦訳、香西みど
り監訳

◆研究内容

／

Research Pursuits

野菜の加熱調理に関する基礎的研究として、野菜の

1.The hardening and softening rates of vegetables,

硬化・軟化速度、調理に要する熱エネルギー、最適

the energy needed for cooking and the prediction

加熱時間の予測などを行った。米の食味と炊飯条件、

of optimum cooking time were studied as the

特に炊飯過程の温度履歴との関係を明らかにした。

basic study for the cooking of vegetables. 2.The

さらに炊飯による米の成分変化に米内在性酵素がど

relationships between the cooking coditions of rice

のように関わっているかについて検討した。伝統的

and the taste of cooked rice and between the changes

食品でありながら現在は未利用となっている八升豆

in chemical components and the endogeneous

の研究を行った。多収穫という特徴を活かし、様々

enzymes of rice were studied. 3. Unutilized beans

な調理法を開発した。特に多量に含まれる L-DOPA

named Hasshomame was used as samples of the

の除去に効果的な調理条件について検討した。

research.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

調理科学として加熱操作および非加熱操作に関する

The theories of cooking processes with or without

理論に関する講義および食嗜好評価学として食品ご

heating and the cooking properties of various foods

とに詳細な調理特性を解説する講義を行った。基礎

were lectured in the class. The cooking processes

調理学実習においては調理操作の基礎を理論と実践

were explained in the basic cooking class with

という視点から各種の調理を行った。その際、調理

measuring of weights. The experiments of cookery

による変化の数量的把握のため様々な計測も行った。

science were carried to examine the physical and

調理科学実験では種々の条件における食品の物性や

chemical properties of foods. The reading of articles

成分の変化を測定し、現象の把握および原因に対す

in Englich and the discussion about the research

る考察を行った。研究室においては卒論、修論、D

were carried in the seminor of the laboratory.

論の学生と毎週ゼミを行い、外国文献の講読、討論、
研究の進捗状況の報告および討議を行った。

◆研究計画
野菜に加熱調理に関する基礎的研究は継続して行っている。各種調理条件ごとの最適加熱時間の予測に加えて
省エネルギー的調理条件の検討を数量的に行う。米の食味に関する内在性酵素の作用機序を追究していく。米
に加えて大麦についても検討する。

◆メッセージ
調理学は日常的な科学の世界であり、理論と実践の両輪でいろいろな現象をより深く理解することができます。
きっかけは身近に感じる疑問でも、様々な疑問に発展し、いろいろな知識を総合的に判断すると複雑な現象の
しくみがだんだんわかってきます。日常の身近な現象を観察し、ふと疑問を抱くことありませんか？
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氏名： 粕川 正充
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 1993 年 7 月東京工業大学博士 ( 理学 ) 取得
専門分野： ユーザインタフェース、コンピュータアーキテクチャ
E-mail： kasukawa@is.ocha.ac.jp
URL： http://www.is.ocha.ac.jp/~kasukawa/

◆研究キーワード

／

Keywords

ユーザインタフェース／フィジカルコンピューティング
User Interface ／ Physical Computing

◆主要業績
・口頭発表 : 粕川 正充 、渡邊朋子「遠隔植物育成ツールと情報的疎遠度の提案」、29 年夏のプログラ
ミングシンポジウム、
29 年夏のプログラミングシンポジウム報告集、21 年 1 月発行
・口頭発表 : 大塚めぐみ、粕川 正充「プログラミング言語 Scheme を用いた初心者による Web ページ
作成の試み」
、29 年夏のプログラミングシンポジウム、
29 年夏のプログラミングシンポジウム報告集、21 年 1 月発行

◆研究内容

／

Research Pursuits

人間を中心としたコンピュータと人間の共棲

Toward the Symbiosis of man and Computer, I study

を目指す。

the interfaces between human and computer.

現在のコンピュータのありかたは酷くいびつである。

The development of computers stepped into

コンピュータをありうるべき姿で捉えなおし、人間

the croocked way.

にとって自然なパートナーであるように研究をして

I hope to justify the way to the right one.

いる。

Also I carry on research about Cryptography,
Computer Architecture.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部講義としてコンピュータアーキテクチャ I、コンピュータアーキテクチャ II、基礎ゼミ「ことばとコンピ
ュータ」を担当した。
コンピュータアーキテクチャ I はコンピュータのハードウェア面を主として授業を行った。コンピュータアー
キテクチャ II はコンピュータのソフトウェア面を主としてオペレーティングシステムの授業を行った。
基礎ゼミは「言葉とコンピュータ」を絡めた 1 年生向けの導入授業であり、全員に配布されるノートパソコン
を利用して、ずっと課していたレポートの文章と授業担当者の作成した文章をコンピュータプログラムを用い
て比較し、その結果を各自プレゼンテーションを行った。

◆研究計画
昨年度に学生と共同で行った植物と人間とのインタフェースの研究をまとめ、夏のプログラミングシンポジウ
ムで発表した。現在共著論文としてまとめて投稿準備中である。
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氏名： 加藤 敬子
所属： 教育開発センター
職名： 講師
学位： 修士（教育学）
専門分野： 教育学
E-mail： kato.keiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

高等教育／大学入試／女子教育史／女性メディア／生涯教育
higher education ／ university examination ／ the history of girls education ／ media

of women ／

lifelong education

◆主要業績										

総数（4）件

・公演：お茶の水女子大学 AO 入試と日本の入試制度
韓国外語大学 AO セミナー
・戦後日本社会形成と変容に関する共同研究 研究成果報告書
・お茶の水女子大学 AO 入試について 於大妻女子大学付属高校
・AO 入学前教育レポート集成
CD 編集

◆研究内容

／

Research Pursuits

これからの多様化しグローバル化する社会において

My study are the education of university and AO

のリーダーとなる女性の育成を目的にして、女子大

selection. A diversified and globalize

学のあり方や教育について研究しています。特に、

so ciety to day requires not only solid expert

その入口となる大学入試について、従来の学力テス

knowledge but also communication capability to

トを中心とする一般選抜だけでは評価できなかった

deliver it and execution capability to apply it .We

コミュニケーション能力、創造力、応用力、将来へ

aim at education for women leaders who own

のビジョンなどを評価する必要があると思われます。

broad knowledge of liberal arts and high expert

そして、様々な能力を持った人材を確保し、キャン

knowledge in all fields from Literature to Science

パスの中で互いに刺激しあって、多様化する社会に

and Life Science. I believe future

対応していかなければならないと考えています。そ

women leaders must have a potential for both

のためには様々な入試形態が取り入れられるべきで、

interdisciplinary and global scope of thinking, which

本学 AO 入試はその試験方法においても、文理双方の

cannot be found through conventional achievement

関心を持ち、国際的なコミュニケーション能力を持

tests. I think that

つ人材選抜として全国の中でも高く評価されると思

university provides opportunity for career

われます。個性を尊重し様々な能力を見出す選抜方

development base to any woman disregarding age

法を研究課題としています。

and nationality who seeks career in diversified fields
across period as
an independent woman. This is why I study AO
selection.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

高大連携の視点から高校生や高校教師にお茶の水女

I participate in seminars and consultations for

子大学をよく知ってもらうために大学教育について

high school students and teachers to have them

質問相談を受けたり大学説明会に参加したりしてい

understand Ochanomizu University better

ます。また入学前教育においては合格者研修会、レ

viewpoint of cooperation of the university and its

ポート作成指導、カセット教材を使っての英語教育、

affiliate high school.

その他相談などを行っています。

I am also dedicated to various pre-enrollment

また学部では、社会教育学特論においてさまざまな

education programs for the qualified students,

教育組織の歴史的考察を踏まえ、これからの高度情

such as seminar for the qualified, consultation on

報化・グローバル化・少子高齢化の進む社会におけ

reporting, English Language Training using cassette

る教育の在り方、大学を基盤とした生涯学習、女性

materials.

の教育などについて検討しています。

As a faculty member, I give a lecture on Societal

社会教育課題研究では、社会教育施設の見学レポー

Education Study based on my lifelong study through

トを通し地域住民の教育要求と教育制度について追

consideration of various historical educational

及しています。

organizations. My study scope covers various hot

from a

topics such as role of university education in our
society moving forward to an advanced information
society, globalization and aging society with
continued low birthrate as well as lifelong education
and women’ s study at the university.
In the research arena of Social Education issues,
my focus is community’ s educational demand
and system balance through visit report of adult
education institutions.

◆研究計画
これからの社会における女性リーダー育成のための人材確保と大学教育の多様性について調査研究していきた
いと思っています。そのためには、入学後の追跡調査、卒業後の追跡調査、大学生の意識調査、大学生活の満
足度調査、高校生の意識調査など高校、大学、社会生活を対象とした長期的な視野で総合的に研究していかな
ければならないと考えています。また、高校生に大学選びのための情報をどのように伝達するのが効果的か、
大学教育への期待を入試後・入学後も如何に持続させるか、高校生の学習要求をどのように把握し大学教育に
結びつけるか、などについても具体的に研究していく予定です。そして、大学が個々人の生涯にわたっての学
習や活動の基盤となり、さらに、世界の様々な研究の拠点となるための制度を構築していきたいと思います。

◆メッセージ
お茶の水女子大学は、学習、就職、相談など様々な視点から女性をサポートしていくシステムが充実している
と痛感しています。この恵まれた環境の中で、自己の才能を発見し開花させていってほしいと願っています。
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氏名： 加藤 美砂子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 理学博士（1988

東京大学）

専門分野： 植物生理学
E-mail： kato.misako@ocha.ac.jp

◆主要業績										

総数（3）件

・Kato, M., Kitao, M., Ishida, M., Morimoto, M., Irino, F. and Mizuno, K. Gene expression for caffeine
biosynthesis and related enzymes in Camellia sinensis.(29) Z. Naturforsch. 65c. 245-256.
・Mizuno, K., Kurosawa, S., Yoshizawa, Y. and Kato, M. Essential region for 3-N methylation in
N-methyltransferases involved in caffeine biosynthesis. (21) Z. Naturforsch. 65c 257-265.
・加藤美砂子「N- メチルトランスフェラーゼの多様性から考えるプリンアルカロイドの生合成」植物
の生長調節（29）44(1): 43-48.

◆研究内容

／

Research Pursuits

（1）植物のカフェイン生合成に関与する N- メチル

(1) We investigates the structure and function of

トランスフェラーゼ (NMT) に関する研究を行ってい

N-methyltransferase involved in caffeine biosynthesis.

る。カフェイン生合成系を制御する NMT 遺伝子を単

The regulation in the expression of NMT genes

離し、その発現調節機構を調べるとともに、植物に

isolated by our laboratory and the diversity of NMT

おける NMT 遺伝子の多様性から二次代謝に関与する

genes are examined to clarify the contribution

NMT の機能と進化を研究している。また、カフェイ

of NMT on the secondary metabolism in plants.

ンは細胞の中の液胞に蓄積されるので、カフェイン

Moreover, we investigate the subcellular transport of

の細胞内輸送メカニズムの研究も行っている。

caffeine into vacuole.

（2）炭化水素を蓄積する微細藻類の炭化水素生合成

(2) Our laboratory investigates the biochemical

調節機構を研究している。炭化水素生合成に関する

pathways involved in the production of hydrocarbon

基礎的な知見を得るだけではなく、炭化水素生産ま

, the enzymes that catalyze them, and the genes that

で視野に入れた研究を行っている。

encode these enzymes. Genetic engineering of algae

(3)

with such genes can result in the useful production

藻類の有用テルペノイド化合物の生合成経路の

解明を目的とした研究を行っている。

of hydrocarbon.
(3) There are a lot of useful terpenoids in limited
species of algae. We investigate biosynthetic
pathway of some terpenoids with anti-oxidant
acticity.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

2 年生の必修科目である代謝生物学 II を担当した。

The aim of the undergraduate program in metabolic

植物の代謝調節の基礎的な事項を解説した。3 年生対

biology II is to understand the basic mechanism of

象の選択科目である植物生理工学ではさらに進んで

plants. I lecture on the hot results and the application

植物生理学の最新の知見と共に実用化をめざした応

in the field of plant bioscience in plant physiological

用研究の現状を解説している。3 年生の選択科目であ

engineering. In addition, I hold the lecture of basic

る代謝生物学実習を担当し、植物を材料とした代謝

biology A for undergraduate students.

生物学実験の指導を行なった。
生物学科以外の学生を対象とした基礎生物学 A の
1 単位分を担当した。受講者の多くは、理科の教員免
許の取得をめざす学生である。植物の代謝および植
物ホルモンの作用について解説した。
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氏名： 金本 理奈
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任助教
学位： 博士（理学）／ Ph.D.
専門分野： 量子多体理論／ Quantum many-body theory 原子・分子・量子光学理論／ AMO physics
E-mail： kanamoto.rina@ocha.ac.jp
URL： http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/rina/

◆研究キーワード

／

Keywords

量子多体理論／原子・分子・光科学
quantum many-body theory ／ atomic, molecular, and optical physics

◆主要業績
・Metastable quantum phase transitions in a periodic one-dimensional Bose gas: Mean-field and
Bogoliubov analyses
R. Kanamoto, L.D. Carr, and M. Ueda
Phys. Rev. A 79, 63616 (29)

◆研究内容

／

Research Pursuits
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

物理英語（学部）
理学総論（大学院）
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氏名： 金子

聡子

所属： 生命情報学教育研究センター
職名： 特任助教
学位： 博士 ( 理学 )
専門分野： 遺伝学
E-mail： kaneko.satoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

分子進化／ゲノム／重複遺伝子群
molecular evolution ／ genome ／ multigene family

◆研究内容

／

Research Pursuits

ゲノムに起きた変化が表現形質に与える影響を知る
ことを目的として、特にゲノム中の冗長な配列に注
目して研究を行っている。遺伝子の多様性獲得や新
規機能の獲得の過程について、重複遺伝子群の分子
進化学的な解析により明らかにすることを試みてい
る。
また、2 つの生物間での転写量の比較を行うことによ
り、転写量の差異を生み出す重複遺伝子群に注目し、
遺伝子発現調節領域に起きた変異と表現型との関係
についての研究も行っている。
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氏名： 河田 敦子
所属： 人間発達教育研究センター
職名： 特任アソシエイトフェロー
学位： 博士
専門分野： 日本教育史、教育行政史、教育制度史
E-mail： kawata.atsuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

教育制度史／山県有朋／地方教育行政史／権力構造／地方制度
history of Japanese educational system ／ Aritomo

Yamagata ／ structure of Nation power ／

local administrative govenmental system

◆主要業績										

総数（2）件

・幕末明治の女性
内藤ますの生涯とその教養形成過程
ー「駿河紀行」全文翻刻付ー
・Influence of Moral Education Policy in Modern Japan:Philosophical Differences between Aritomo
Yamagata and Arinori Mori

◆研究内容

／

Research Pursuits

①筆者は、1880 年代の近代日本地方教育行政制度成
立過

程における内務卿山県有朋の地方制度を通し

た教育政

策を解明し、2007 年度に博士号を取得し

た。2009 年度

は、山県の一連の政策と、同時期に

文部大臣だった森

有礼の教育政策との関係を明ら

かにすることを課題と

した。

②その研究結果は、博士論文に加筆し、2010 年度学
術振

興会研究成果公開促進経費を獲得できたため、

2010 年

度内に出版する予定である。

③山県と森の道徳教育観の相違が近現代日本道
徳教育に

与 え た 影 響 を 論 じ、 英 文 モ ノ グ ラ

フ と し て、2010 年 3

月にお茶の水女子大学

GCOEPROCEEDINGS09 に掲載され

た。

④明治初期山梨県女子教育の先駆者として著名な女
性内

藤ますについて、彼女の教養がどのように形

成された

かを研究した。
『駿河紀行』という内藤ま

すが執筆し

た旅日記を基に新たな幕末明治の女性

のライフヒスト
治の女性

リーを描き出し、編著書『幕末明

内藤ます

の生涯とその教養形成過程ー

『駿河紀行』全文翻刻付

ー』という刊行物を出版し

た。

110

◆教育内容

／

Educational Pursuits

鎌倉女子大学非常勤講師（日本教育史）
武蔵野美術大学非常勤講師（通信：教育原理Ⅰ）
埼玉工業大学非常勤講師（道徳教育研究）

◆研究計画
教育行政制度および教育制度が当該社会に生きる人々の価値観に如何に影響を与えるかを解明し、歴史的比較
のみならず、国際比較ができるようになりたいと考えている。

111

氏名： 菅

聡子

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（人文科学）
専門分野： 近代日本文学、とくに明治小説、女性作家
E-mail： kan.satoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

近代日本文学／ジェンダー／メディア／サブカルチャー
Modern Japanese Literature ／ Gender ／ Media ／ Subculture

◆主要業績										

総数（5）件

・単著：
「ヒモと〈女〉と ? 荷風小説の夢のあと」「文学」第 1 巻第２号、平成 21 年３・４月号、pp56
・単著：
「柳原白蓮の〈昭和〉」「お茶の水女子大学 人文科学研究」第５巻、平成 21 年３月、pp1-12

◆研究内容

／

Research Pursuits

日本近代文学、とくに女性表現を研究対象とし、ジ

My specialization is about Japanese Women''s

ェンダーの視点から研究している。

wrinting. Especially I study from the view point of

近年の関心は、女性表現と国民国家の共謀関係にお

gender.

ける感傷の規制の解明である。

Recently I focus on the system of sentimentalism

同様の関心から、現代サブカルチャーについても研

in the conspired relationship between women''s

究をすすめている

literature and the nation state.
I study about the problem of contemporary
subculture samely.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、近代日本文学史等、基本的文学研究関連の授業に加え、ジェンダーの視点から、従来の作品評価の
再検討を行い、学生が新しい視野を拓くことができるよう、授業を展開している。
大学院では、研究の最先端の問題意識を共有し、それを自らの個別研究に生かすことができるよう、ゼミを中
心に授業を展開している。

◆研究計画
女性文学と国民国家との連関について、継続的に研究をすすめる。
さらに、そこからの展開として、女性読者研究に焦点をしぼり、時代と女性の欲望の交差や、テクストと読者
間の interaction について研究していく予定である。

◆メッセージ
文学研究は、ともすれば現実社会とコミットしていないと考えられがちだが、それは誤りである。私たちは、
つねに「物語」のなかを生き、ときに、より「大きな物語」による抑圧を受ける。そのような抑圧にあらがう
ために、私たちは「物語」自身のみならず、その「物語」を発信・受容するシステムや、「物語」のコンテク
ストを読み解く力を持たなければならない。そのような広い意味でのリテラシーを得ることができるのは、文
学研究の分野である。そもそも、現在の私たちをとりまき脅かす「大きな物語」の原型は、すべて過去にすで
に語られたものなのだ。そのようなアクチュアルな学問の形として、文学研究はある。
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氏名： 菅野

健

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学修士 (1975 東京大学）
専門分野： 独文学、特にトーマス・マンを中心とする２世紀独文学
E-mail： kanno.ken@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

ドイツ語／ドイツ文学／トーマス・マン／教養小説／精神史

◆研究内容

／

Research Pursuits

コア科目としてのドイツ語を、全学部の学生を対象として、いかに丁寧にかつ効率的に教えるか、というこ
とが、専門のドイツ文学のコースがないお茶大においては（ドイツ語の専任は一人）、常に一方の研究課題に
ならざるをえません。お茶大生のために、長年の研究成果として『改訂・ドイツ語の文法』（２２年、第三書
房刊）を作成した後は、どこをどうすればさらによくなるかを考え続けています。
ドイツ文学の研究対象としては、ゲーテ , シラー、ショーペンハウアー、ヴァーグナー、ニーチェなどの影
響を多大に受けた、２世紀最大の作家の一人トーマス・マンを主たる対象として考察を続けています。時代の
精神状況がどこからどこへ、どのようにして流れて行くのか、それを偉大な精神がどのようにとらえて表現し
ようとするのか、ということを思索の原点にしています。
さらにこの大きな精神史の流れをとらえる一環として、このところかなり長期にわたって、『フィヒテ全集』
の本邦初訳 となる著作の翻訳に取り組み続けています。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

ドイツ語初級では、文教育学部の文 B というクラスと、理学部の理 A というクラスの、それぞれ「文法」と「演
習」をペアで２コマ、計４コマ担当しました。週２回のリレー形式での授業なので、相当な実力がつき、その
教育成果は、多数の独検合格者が出るという形でも現れました。
中級の２コマの一方のクラスでは、
『こんにちは！

ドイツです』というテキストを用いて、ドイツ語を丁

寧に読みながら、ドイツの現在のさまざまな事情を学びました。もう一方のクラスでは、『ドイツ・ことばと
文化ーやさしく読めるドイツ文化史ー』を精読しつつ、ドイツの文化の流れを学び、ドイツ語の読解力を高め
ました。
上級、
「独文学演習」
（大学院は「近代独文学論」「近代独文学演習」）では、ヨハンナ・シュピーリの『ハイジ』
を一字一句おろそかにしないで読みつつ、ドイツ語の力を伸ばし、ゲーテにつながる、ヨーロッパにおけるド
イツ文学特有の教養小説のあり方について、考察を深めました。

◆研究計画
お茶大生のために長年の授業経験を生かして作成した教科書『改訂・ドイツ語の文法』を、さらによりよきも
のにしていきたいと考えています。
ドイツ文学の分野では、精神史の大きな流れ、ルター、レッシング、ゲーテ、シラー、ショーペンハウアー、
ヴァーグナー、ニーチェ、そしてトーマス・マン（１８７５? １９５５）に至る時代の背後に潜む精神状況を
考察の対象にしています。人間の精神は、それぞれの時代に、どこから来てどこへ行こうとしていたのか。そ
して今、我々はどこに向かっているのか。
このような大きな精神史の流れをとらえる一環として、このところかなり長期にわたって、『フィヒテ全集』
の本邦初訳となる多数の著作の翻訳に取り組んでいます。すでに一冊は刊行されましたが、さらに二冊刊行さ
れる予定です。
また一方で、現在のジェンダー研究に至る先駆的役割を果たしたとも言えるヴィルヘルム・フォン・フンボ
ルトの、まさにジェンダー論の、これまた本邦初訳となる論文の翻訳にも取り組んでおり、発表する予定です。

◆メッセージ
残念ながら専門のコースはないのですが、ドイツ語・ドイツ文学を、広く豊かな世界観・人生観を得るべく学
びたい人にこそ、ぜひ入学してもらいたいと思っています。
ドイツ語の論理的構造をしっかり学んで行くことは、どのような学問分野を専攻するにせよ、その専攻分野
の認識を深めることに役立って行く作業なのです。ドイツ語の基本構造を理解・分析する能力を高めて行くこ
とは、それぞれの専門分野をより深く理解・分析する能力を高めることと、同時並行的に起こって行くことで
しょう。
大学に入って、まさに生まれて初めてドイツ語を学び始めるということは、それまでは経験しえなかった新
しい世界に触れることであり、その世界を果てしなく広げて行くことでもあるのです。
森鴎外のドイツ留学を挙げるまでもなく、明治以来日本は、ありとあらゆる分野で、ありとあらゆることを、
ドイツから学んで来たのでした。そのような文化と文化の交流の歴史に、皆さんも加わってほしいのです。
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氏名： 神原 啓介
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任リサーチフェロー
学位：
専門分野：
E-mail： kambara.keisuke@ocha.ac.jp
URL： http://sappari.org/

◆研究キーワード

／

Keywords

ユーザーインタフェース／ユビキタスコンピューティング／オノマトペ／ Web
User Interface ／ Ubiquitous Computing ／ Onomatopoeia ／ Web

◆主要業績										

総数（4）件

・神原啓介 , 塚田浩二 , “オノマトペン” , 日本ソフトウェア科学会 論文誌（コンピュータソフトウェア）
, Vol.27, No.1, pp.48-55, 岩波書店 , Feb. 2010.
・神原啓介 , 塚田浩二 , “ソーシャル顔アイコン” , 日本ソフトウェア科学会 WISS2009 登壇発表 ,
pp.53-56, Dec. 2009.
・半田智子 , 神原啓介 , 塚田浩二 , 椎尾一郎 , “なめらカーテン” , 情報処理学会 ヒューマンインタフェー
スシンポジウム 2009 論文集 , pp.117-120, Sep. 2009.
・辻田眸 , 北村香織 , 神原啓介 , 塚田浩二 , 椎尾一郎 , “Asa1-coordinator：履歴情報を利用したファッ
ションコーディネート支援” , 情報処理学会 ヒューマンインタフェースシンポジウム 2009 論文集 ,
pp.85-88, Sep. 2009.

◆研究内容

／

Research Pursuits

冷却原子／分子気体の理論的研究。特に、量子気体

Theoretical study on cold atomic/molecular gases. In

中の分子形成、双極フェルミ気体の量子動力学。

particular, molecule formation in quantum gases and
quantum dynamics of a dipolar Fermi gas.
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氏名： 岸本 美緒
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士（1977 年 3 月）
専門分野： 中国史
E-mail： kishimoto.mio@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

中国史／ Chinese history

◆主要業績										

総数（8）件

・
「
『中国』の擡頭 ?? 明末の文章書式に見る国家意識の一側面」『東方学』118 輯、29 年 7 月、1?21 頁。
・
「清初の『文武相見儀注』について」『東洋史研究』68 巻 2 号、29 年 9 月、92?121 頁。
・
「冒捐冒考訴訟与清代地方社会」邱澎生・陳熙遠編『明清法律運作中的権力与文化』聯経出版公司、
29 年 4 月、143-173 頁。
・Social Turbulence and Local Autonomy: Japanese Historians Interpret Chinese Social Groupings,
trans. by Joshua A. Fogel, Late Imperial China,Vol.3, No.1, June 29, pp.119-15.
・
「
『近世化』論と清朝」岡田英弘編『別冊環 清朝とは何か』藤原書店、29 年 5 月、232-238 頁。

◆研究内容

／

Research Pursuits

29 年度は、文部科学省科学研究費基盤研究（B)「身分感覚の比較史的研究」の第二年度であったこともあり、
身分関係の研究を中心に行った。28 年に台湾の学会で行った報告「冒捐冒考訴訟与清代地方社会」が出版さ
れたほか、
「清初の『文武相見儀注』について」を『東洋史研究』に発表した。又、7 月に大阪市立大学で開
かれた比較史のシンポジウムで、日本と中国の身分制に関する報告を行った。関連の社会史関係では、日本と
中国の社会団体研究を史学史的に評論した「動乱と自治」の英語版を出版した。
経済史関係では、オランダのユトレヒトで開かれた国際経済史学会議で、明清時代の市場構造に関する報告を
行った。明清間の国家的・社会的変動に関しては、論文「『中国』の擡頭」を『東方学』に掲載し、また、論
文集『清朝とは何か』に寄稿した。そのほか、書評 2 編を執筆・発表した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、
外国史論文講読、
東洋史講読のほか、特殊講義と演習を担当した。特殊講義では、
「東アジアの『近世』
」
と題し、
明清時代の社会変動を世界史的な視野から考える試みを行った。演習では、前期・後期ともに顧炎武『日
知録』の講読を中心とし、関連の論文の書評なども行った。
大学院では、演習を担当し、出席者による研究報告や書評及び討論を通じて、アジア史研究の方法を考究した。

◆研究計画
科学研究費などの共同研究にいくつか参加しているので、当面それらに即して研究を行う。

◆メッセージ
歴史学の面白さは、人間社会の多様なあり方に触れて「こんな社会もあるんだ」と驚くこと、そして、自分の
目で史料を読み、自分の頭で考えることを通じ、そうした社会を単に異様な社会としてではなく人間の生きる
一つのあり方として感じ取ること、にあると思います。それは皆さんが今後、広い世界で様々なことに興味を
もって生きていく上で、きっと役に立つ訓練となるでしょう。
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氏名： 北島 佐知子
所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名： 准教授
学位： 博士（理学）
専門分野： 非平衡量子統計物理学、量子情報理論
E-mail： kitajima.sachiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

ディコヒーレンス／量子情報理論／量子通信理論
decoherence ／ quantum information theory ／ quantum communication

◆主要業績										

総数（4）件

・M.Ban, S. Kitajima and F. Shibata: Dynamical suppression dephasing for Markov processes, Phys.
Lett. A, 373, (2009) 3614.
・K. Yoshida, T. Hayashi, S. Kitajima and T. Arimitsu: Dissipative squeezed vacuum in non-equilibrium
thermo field dynamics, Physica A, 389, (2010) 705.

◆研究内容

／

Research Pursuits

非平衡統計力学の手法を用いて、量子系のコヒーレンス消失およびその抑制過程に関する研究を行った。環境
系に囲まれている注目する量子系は、環境系との間の相互作用によって時間発展の末にその状態を変化させる。
すなわち、密度行列の時間発展方程式を具体的に扱って、注目する量子系についての量子コヒーレンス消失過
程の時間発展を調べた。注目する系は２状態系とし、環境系は量子確率模型などとして取り上げて、注目する
系の密度行列の時間発展を追うことができる。この解析解を求め、系の時間発展の様子を探り、さらには、コ
ヒーレンス消失過程に対して、パルス印加を行うことによってこの抑制がどのように行われるかに注目し、パ
ルス印加による効果を密度行列の時間発展として調べ、解析解を得ることができた。
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◆教育内容
学部

／

Educational Pursuits

：電磁気学演習、物理数学演習を担当。

大学院：博士前期過程の講義として、量子物理学特論を担当。また、博士前期課程の学生 2 名が参加するゼミ
（量子情報理論の基礎、個々の研究テーマ）を行った。

◆研究計画
量子系のコヒーレンス消失と、その抑制過程に関する研究をさらに遂行するとともに、量子情報分野で重要な
性質のひとつであるもつれあいや、非平衡量子統計の基礎的問題のひとつである相関に注目した研究を進める。
具体的なモデルを用いて、系を表現する解析解を求めることにより、より詳細な検討をすすめる。
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氏名： 刑部 育子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 教育学修士（東京大学）
専門分野： 発達心理学・保育臨床学
E-mail： gyobu.ikuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

幼稚園におけるフィールド研究／観察ツール／アートと学習
Field Study in Kindergarten ／ Observation Tool ／ Art and Learning

◆主要業績										

総数（11）件

・Ikuko Gyobu, Masashi Toda, Tomohiro Uemura, &, Yuta Kudo (29) "Tool for Collective Analysis
of Visual Scenes in Moving Activities", Proc. of World Conference on Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA29), pp. 413-418. ＜ ED-MEDIA
・刑部育子・戸田真志・植村朋弘・佐伯胖 (29). 観察中の「瞬間リフレクション」記録・分析のための
ツール開発．日本認知科学会第 26 回大会論文集 , P3-5, 2pages in CD-ROM.
・刑部育子・植村朋弘・戸田真志 (21) 実践をめぐる省察的対話を支援する観察記録の方法． お茶の
水女子大学人文科学研究 , 第６巻 , pp. 17-122.
・刑部育子・戸田真志・植村朋弘 (29) 行動観察・分析を支援するビジュアルシンキングツール . イノ
ベーションジャパン 29 新技術説明会 （9 月 16 日 ~18 日展示発表 および 9 月 18 日東京国際フ
ォーラム発表）
・刑部育子・植村朋弘・戸田真志（21）ビジュアルシンキングを支援する行動観察ツール：CAVS
(Tool for Collective Analysis of Visual Scenes in Moving Activities) のコンセプトと使用法 . 日本発達
心理学会第 21 会大会

◆研究内容

／

Research Pursuits

（１）科学研究費（挑戦的萌芽研究）および科学技術

My research interests lie in the field of education,

振興機構 JST「つなぐしくみ」助成による教育実践

specifically pre-school and elementary school level.

フィールドに有効な観察調査ツール開発を進め、そ

I conduct collaborative researches in the area of

の成果を国際教育工学会 ED-MEDIA29 で発表し、28

children’ s school activities with school teachers.

年度に続き受賞しました。さらにこの観察ツールが

I''m part of the observation tool development team.

事業化（製品化）されました。http://www.seek-feed.

This tool is used for field research in education.

jp/cavs/

We will use this tool as follows. In kindergarten, I
will observe the activities in the morning session.
Then, I and the teachers will meet and discuss my
observations in the afternoon session. Here we will
design the next program of activities to better suit
the needs of the children. This research received an
award at the ED-MEDIA 2009 world conference.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

平成 21 年度学部授業として、
「保育臨床学」
、「人間関係学」、「保育臨床講義購読」、「保育臨床実習」、「発達臨
床特別演習 ?・?」ほか、を行いました。とくに、平成 18 年度より特別教育研究経費「幼・保の発達を見通し
たカリキュラム開発」
（代表：浜口順子）が開始されて、大学と附属幼稚園と附属保育所とが連携した教育カ
リキュラム改革を推進しました。大学院の授業では「保育実践論演習」、
「保育臨床学演習」、
「乳幼児臨床学特論」
を行いました。平成 21 年度に私の研究室から提出された卒業論文・修士論文として「ナーサリーという場で
のやりとりと状況における子どものことばの獲得」、「シュタイナー教育の観点から見た子どもの遊びの中の想
像力についての考察」
「高校生の家庭科「保育体験学習」での学び」、「成長の契機を創出する小学校初任教師
の学びのデザイン」があります。

◆メッセージ
お茶の水女子大学敷地内には、日本で最も歴史ある附属幼稚園があります。また、国立大学の中で附属校とし
て初めての保育所、いずみナーサリーが大学と同じ敷地内に設置されました。乳幼児期の教育プログラムを開
発するため、大学と幼稚園・保育所が連携した研究プロジェクトが進行中です。このような学習環境が備わる
中で実践的にそして専門的な保育・子ども理解・発達を学ぶことができます。
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氏名： 清本 正人
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／湾岸生物教育研究センター
職名： 准教授
学位： 博士（理学）（1992

岡山大学）

専門分野： 発生生物学
E-mail： kiyomoto.masato@ocha.ac.jp
URL： http://marine.bio.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

棘皮動物／細胞分化／バイオミネラリゼーション／重力環境／化学物質における形態異常
Echinoderm ／ cell differentiation ／ biomineralization ／ gravity ／ chemical effect for morphogenesis

◆主要業績										

総数（3）件

・Unuma T, Konishi K, Kiyomoto M, Matranga V, Yamano K, Ohta H and Yokota Y (29)
The major yolk protein is synthesized in the digestive tract and secreted into the body cavities in sea
urchin larvae. Molecular Reproduction & Development 76:142-15. &d
・Kiyomoto M, Izumi-Kurotani A, Eguchi H and Yamaguchi M (29)The effect of gravity on the adult
skeleton of the sea urchin. Space Utilization Research 25:164-165.
・清本正人（29）ウニの骨本川達雄編 ウニ学 p.77-1 東海大学出版会

◆研究内容

／

Research Pursuits

ウニの発生や生殖について調べています。ウニの

I am studying on the development and reproduction

卵にはもともと方向性があり、骨や筋肉、消化管な

of echinoids. The sea urchin egg has a polarity, many

どを作る細胞はその片側（植物極側）から作られます。

kind of cells forming skeleton, muscle and digestive

このうち、幼生の骨を作る細胞は、最も早くその発

tract appear from the one side of egg (vegetal pole). It

生運命が決定され事が知られており、取り出して培

is well known that the cell line of skeletogenesis is a

養しても骨を作る細胞になります。単離培養によっ

first group whose cell fate is decided at first. We have

て明らかになるそれぞれの部分の自律的な発生の能

examined the developmental potential of each part in

力を調べたところ、筋肉や消化管などになる部分も、

vegetal side and shown that most of all vegetal side

小さな部分に分けて培養するとすべて骨を作る能力

has a potential of skeletogenesis in the culture after a

があることがわかりました。胚の中ではその能力が

separation to a small volume. It is considered that the

抑制され、本来の発生運命へ調節されていることに

skeletogenic potential is suppressed and each part is

なり、これまで知られていた以上に調節能力が高い

regulated to the normal cell fate in embryogenesis.

（多分化能がある）ことを明らかにしました。

Some of metal ions and chemicals have an effect on

金属イオンや化学物質の中には、形態形成や配偶

the morphogenesis of digestive tract. Exogastrula

子形成に影響を与えるものがります。エストロゲン

induced by Estrogen or Li, in which the digestive

やリチウムイオン等の影響を調べています。

tract project to the outside, is examined. The roles
of steroid hormones, such as estrogens, are also
examined on the yolk protein production and
gametogenesis.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

動物系統学、動物発生学についての授業、実習を担

I teach the lectures and the experimental courses on

当しています。動物の系統学の授業では、地球上に

the systematic zoology and developmental biology.

存在する主な動物門の特徴を解説し、体制の特徴を

In the lecture of systematic zoology, the characters

系統進化の順にたどります。動物の発生の授業では、

of body plan of each phylum are expounded in the

一個の細胞である受精卵から、動物の体が出来上が

order of phylogeny. In the lecture of developmental

るまでの形態の変化と、それを引き起こすメカニズ

biology, the morphological changes from a fertilized

ムを、組織や細胞の相互作用や、シグナルを伝達す

egg to the complete animal body are explained

る分子や遺伝子発現まで、現在までに明らかにされ

and the controlling mechanism by a interaction

ていることを解説します。実習は、臨海実験所（湾

between tissues and cells and a signaling pathway

岸生物教育研究センター、千葉県館山市）で行って

of molecules and genes are expounded. Each

います。動物の系統学の実習では、潮間帯での磯採

laboratory courses are in marine laboratory (Marine

集やプランクトン採集により、自分で集めた材料を

and Coastal Research Center, Tateyama). In the

調べ、無脊椎動物の多様性の実際を理解します。動

laboratory course of systematic zoology, students

物の発生の実習では、棘皮動物の受精、初期発生に

go to sea shore to collect animals and take a boat

ついて、胚操作や免疫組織染色等の実験を行います。

to collect marine plankton by net. They understand

さらに、水中での生物の観察調査を可能にするダイ

the real animal diversity by examining animals

ビングの実習も担当しています。

collected by themselves. In the laboratory course
of developmental biology, embryo manipulation
and immunostaining on the fertilization and early
development are performed. I also teach a laboratory
course of diving for the observation and research of
marine animals.

◆研究計画
ウニの胚細胞を単離培養することで、各部分の自律的な発生能力を調べている。現在明らかにされつつある、
各組織の分化のための gene regulation network から、高い自律的な分化能力をどのように説明できるのかを
調べていきたい。そこからは、祖先のもっていた発生のプロセスと類似したものが残っていることが近年示唆
されており、発生のプロセスの変化として形態形成の進化を説明する手がかりが得られることが期待される。
また、このようなウニ胚の細胞分化の技術を使って、化学物質や重力などが、どのステップにどのような影響
を与えるかを明らかにし、それら環境要因の生物への作用を調べる生物検定の実験系にウニを利用できるよう
にしたい。さらに、棘皮動物等の生殖を調節する仕組みを明らかにして、実験材料として安定に供給すること
を可能にしたい。

◆メッセージ
生命の生まれた海には、今でも地上にくらべてとても多くの生物のグループが生息しています。本学の臨海実
験所（湾岸生物教育研究センター、千葉県館山市）では、海のフィールドに飛び出して、無脊椎動物の多様な
姿を見て触れられるカリキュラムが用意されています。もし、あなたに意欲があれば、水の中の世界までも、、
、
。
海辺の施設で、動物の体の作り（ボディープラン）やその形成の過程（個体発生）を調べて、何億年分の進化
に思いをめぐらすのはいかがですか？
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氏名： 工藤 和恵
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任助教
学位： 博士 ( 理学 )
専門分野： 量子スピン系／ quantum spin systems
E-mail： kudo.kazue@ocha.ac.jp
URL： http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/kudo/kazue/

◆研究キーワード

／

Keywords

統計物理学／非線形・非平衡／量子スピン系／ソフトマター
Statistical Physics ／ Nonlinear Physics ／ Quantum Spin Systems ／ Soft matter

◆主要業績
・Kazue Kudo, "Effects of an oscillating field on magnetic domain patterns: Emergence of concentricring patterns surrounding a strong defect", Phys. Rev. E 8, 1629 (29)
・Tetsuo Deguchi, Pijush K. Ghosh, and Kazue Kudo, "Level statistics of a pseudo-Hermitian Dicke
model", Phys. Rev. E 8, 26213 (29)
・K. Kudo, T. Boness, and T.S. Monteiro, "Control of bound-pair transport by periodic driving", Phys.
Rev. A 8, 6349 (29)

◆研究内容

／

Research Pursuits

量子スピン系における非平衡ダイナミクス：1 次元量

Nonlinear dynamics in quantum spin chains:

子スピン系におけるダイナミクスの研究。実空間上

Theoretical study in one-dimensional quantum spin

での確率分布の時間発展の数値計算と、量子古典対

systems. The time evolution of the quantum spin

応を用いた理論解析。／

distribution in a spin chain is analyzed by means of

パターン形成：ソフトマ

ター系における秩序構造形成の数理モデルの構築と、

quantum-classical relationships./ Pattern formation:

それを用いた数値シミュレーション。

Theoretical and numerical study of pattern formation
in soft-matter systems.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

（学部）物理英語

(undergraduate) English for Physics

（大学院）理学総論

(graduate) Introduction to Science

◆研究計画
量子系と古典系との対応関係の解明と応用。ソフトマターの研究に関しては、実験グループとの共同研究を行
いたい。

◆メッセージ
お茶大アカデミック・プロダクションには、比較的若い研究者がそろっています。学生さんたちと年代が近い
ので、学問や研究に励む皆さんに、いい影響を与えられればと思っています。
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氏名： 熊谷 圭知
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 修士（社会学）
専門分野： 社会文化地理学、オセアニア地域研究
E-mail： kumagai.keichi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

地域／開発／ジェンダー／グローバル／ローカル／パプアニューギニア
region ／ development ／ gender ／ global/local ／ Papua New Guinea

◆主要業績										

総数（2）件

・熊谷圭知「変わりゆく人々の暮らし国家－－都市と村の間」（田中辰夫編『パプアニューギニア－－
日本人が見た南太平洋の宝島』花伝社、pp.14-44.2010 年 3 月
・熊谷圭知「ローカル・センシティヴなジェンダーと開発と男性」お茶の水地理 50、pp.27-47
・
「グローバル化時代の世界地誌を考える」( 日本地理学会地理教育公開講座講演）2009 年 3 月 29 日、
帝京大学

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．パプアニューギニアの開発と地域変化と住民：

１．Research on development,regional change

2009 年 8 ～ 9 月に 3 週間、セピック川支流域のク

and peoples in Papua New Guinea 2.Reflection

ラインビット村および首都ポートモレスビーにおい

on representation of area studies and regional

てフィールドワークを行った。遠隔地の村人の開発

geography highlighting their way of understanding

への希求、都市美化政策が露天商などのインフォー

of the Other.

マルセクターに与える影響などを確認した。

２．

地域研究・地誌記述と他者理解：グローバル化時代
の地域研究・地誌記述：
「他者化」に陥らない「南」
の地域理解とその表象・記述のあり方について検討
を行った。

３．インターローカルな地域おこしの

可能性と課題－－日中の比較検討を軸に：

同名の

学内共同研究費を得て、地理環境学コース教員・院
生と共同研究を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

1. 学部授業：
「オセアニア地域文化論Ⅰ・Ⅱ」
「フィールドワーク方法論」「人間と空間」「国際協力実習Ⅰ・Ⅱ」
ほか

２．大学院授業：
「開発地域文化論」｢ 環境文化論演習」

論文：１名

３．論文主指導：卒業論文：４名、修士

国際協力実習Ⅱでは、2010 年 3 月 6 日～ 13 日まで、荒木准教授とともに学生 12 名を引率し、

北部タイを訪問した。現在学生たちはその成果をまとめた報告書を製作中である。

◆研究計画
１．パプアニューギニア地域研究：セピック川支流域のクラインビット村の調査については、昨年、文化地理学・
生態人類学の野中健一教授と共同調査を行った。2010 年度から野中教授を代表者とする基盤研究 (A) において、
環境―社会／文化―人間関係を、野生動植物を通じた微量元素の摂取、生物循環といった視点を軸に、文理融
合の研究グループで共同調査する計画が進行中である。 ２．ローカル・センシティヴなジェンダーと開発研究：
2010 年 7 月に開催される国際地理学会の「ジェンダーと地理学」委員会において、日本の男性性の変容とナ
ショナリズムについて報告を行う予定である。

◆メッセージ
2009 年は、私がパプアニューギニアと関わり始めてちょうど 30 年目になります。クラインビット村には 10
回目の訪問となりました。私は、これまでの研究をまとめたスライドを紙芝居風に仕立てて持参し、現地の言
葉（ピジン語）で、村人や子どもたちの前で報告して、ささやかな知的還元の実践を試みました。地域研究は、
ともすると構造的強者の地位にある「北」
（先進国）の研究者が「南」（途上国）の人々のデータを奪い自分た
ちのものとして表象するという営為に陥りがちです。経済的格差と知の格差の双方を改善し、双方向的な地域
理解を作り出していくにはどのようなことが必要なのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
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氏名： 倉田 容子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： リサーチフェロー
学位： 博士（人文科学）
専門分野： 日本近代文学
E-mail： kurata.yoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

老女／語り／エイジング／ジェンダー／近代家族
old woman ／ narrative ／ aging ／ gender ／ modern family

◆主要業績										

総数（3）件

・単著『語る老女 語られる老女―日本近現代文学にみる女の老い』（學藝書林、2010・2）
・
「学術単行書籍」1 件 『語る老女 語られる老女―日本近現代文学にみる女の老い』（學藝書林、
2010 年 2 月）
・
「学術著書」1 件 辞典「堀田善衛」「横光利一」（『近代日中関係史人名辞典』東京堂出版、2010 年
5 月刊行予定、入校済み）

◆研究内容

／

Research Pursuits

本研究の目的は、日本近現代文学に描かれた老いと

The purpose of this study is making to the

そのジェンダーの非対称性を前景化し、キャノン（正

foreground the aging and the asymmetric diversity

典）化された文学作品における老女像に対して新た

of gender drawn in the modern Japanese literature,

な読みを提示するとともに、老女を視座とした代替

to present a new reading to the old woman image in

的な文学史のアウトラインを提示することにある。

the canon literary work, and to present the outline of

日本近現代文学史においてキャノンと呼ばれるもの

an alternative literary history of which the viewpoint

の大半は男性作家の作品群が占めており、キャノン

who is the old woman. Man writer's work group is

的作品の主人公は多くの場合青年＝〈若い〉〈男性〉

occupying the majority in modern Japanese literary

である。また、1980 年代以降のフェミニズム批評に

history, and they have young hero not old heroine in

おいても、高齢女性の表象／語りは看過されがちで

many cases. Moreover, even in the feminism criticism

あった。以上のような理由から、不可視化されてき

after 1980's, the representation of/by old women is

た女性の老いを浮かび上がらせることを試みた。本

overlooked and forgot. I tried to make emerge the

年度は、これまで積み重ねてきた研究のまとめとし

women’ s aging which had been invisible. This year, I

て、学位申請論文を再編集し、大幅な加除修正を加

published the doctoral dissertation.

えて単著を上梓した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

・東京家政学院にて「国語総合」を担当

・“Japanese” at Tokyo Kasei Gakuin Senior High

・千葉工業大学にて「文学と芸術」
（日本近代文学）

School

を担当

・“Literature and Art” at Chiba Institute of Technology

◆研究計画
これまでに構築してきたジェンダー／エイジング批評のフレームワークを発展させ、「都市」と「地方」の分
断と老いの問題が文学作品のなかでどのように結び付いてきたのか検討する。とくに『八つ墓村』や『楢山節
考』
、ポストモダニズム作家たちによるサーガ、90 年代の土俗系ホラーなど、同時代に大きな影響を与えた作
品群の語りの分析を通して農山村と老女表象の連関性を探り、昭和の精神史を再検討するとともに、今日の超
高齢化社会が孕む問題系を照らし出したい。
また、これまで既に歴史学や社会学の若手研究者とジェンダー／エイジング関連文献の読書会を開催してき
たが、今後その研究成果をまとめ、活字化して世に問いたいと考えている。

◆メッセージ
文学を「読む」とはどういうことでしょうか。また、人は何のために文学を「読む」のでしょうか。文学研究
は必ずしもこれらの問いに対して単一の答えを出すためのものではありません。むしろ様々な「読み」の方法
を学ぶことで突き当たる混乱を出発点とし、そこから思考力や批判的読解力、情報収集能力、さらには論述能
力を鍛えていくプロセスであると言えます。文学を「読む」作業を通じて、社会を、歴史を、政治を、そして
自分の人生を、これまでとは少し違った角度から見つめなおしてみてください。
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氏名： 桒田

和正

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 講師
学位： 京都大学博士 ( 情報学 ) (24)
専門分野： 確率論 /probability theory
E-mail： kuwada.kazumasa@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

確率解析／カップリング／微分評価／距離空間／リッチ流
Stochastic analysis ／ coupling ／ gradient estimate ／ metric space ／ Ricci flow

◆主要業績										

総数（8）件

・K. Kuwada "Contraction properties of Wasserstein metric under diffusions"
Talk at Arbeitsgemeinschaft "Optimal Transport and Geometry"
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Germany Apr. 29
・K. Kuwada "Laplace approximation for stochastic line integrals"
Probabilituy Theory and Related Fields, Vol 144 (29) 1-51
・K. Kuwada "Characterization of maximal Markovian couplings for diffusion processes"
Electronic Journal of Probability, Vol. 14 (29) 633-662
・K. Kuwada, "Duality on gradient estimates and Wasserstein controls"
Talk at First CIRM-HCM joint meeting: Stochastic Analysis, SPDEs, Particle Systems, Optimal Transport
Levico Terme(Trento), Italy Jan. 21
・K. Kuwada "Couplings of the Brownian motion via discrete approximation under lower Ricci
curvature bounds" Probabilistic Approach to Geometry, 273-292
Adv. Stud. Pure. Math. Vol. 57 (21)

◆研究内容

／

Research Pursuits

Brown 運動は，熱の伝播をランダムな粒子の運動と

The Brownian motion is a probabilistic model whose

して記述する確率モデルである．Brown 運動の挙動

behavior describes propagation of heats. Its behavior

は粒子の存在する状態空間の幾何学的性質と深い相

is closely related to the geometry of the underlying

関を持つ．特に，Brown 運動のカップリングとその

space. I have worked on couplings of Brownian

幾何学への応用について研究している．

motions and their applications in geometry.
Here "coupling" means two interacting particles each

「カップリング」とは，相互作用を持つ 2 粒子であっ
て，個々は Brown 運動として振る舞うものを指す．
状態空間の幾何学的性質を反映した” 良い” 性質を持

of which moves as a Brownian motion. The existence
of a "nice" coupling in the sense that it well reflects
the geometry of the underlying space provides

つカップリングの存在は，様々な解析的／幾何学的

a deep connection between several analytic and

性質と深い相関がある．例えば，空間の幾何学的性

geometric properties of the underlying space.

質を利用したカップリングの構成により，関数不等

For example, a construction of a nice coupling by

式が導出できる．あるいは逆に，関数不等式の持つ

using a geometric structure of the underlying space

意味をカップリングの性質で特徴づけることができ

can produces a family of functional inequalities.

る．このような手法は，とりわけ，通常の微積分が

C o n v e r s e l y, a f u n c t i o n a l i n e q u a l i t y c a n b e

展開しにくい特異空間での幾何解析で有用と考えら

characterized by a property of couplings. I think

れる．

that such an approach will be useful especially for
geometric analysis on singular spaces where usual
differential calculus does not work well.
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◆研究計画
最適輸送理論の言葉で定義された「曲率が下に有界」な測度つき距離空間上で，エントロピー汎関数の勾配流
として構成される熱流を確率過程論と結合する．更に確率過程のカップリング法をそれらの熱流に適用するこ
とで，既知の関数不等式の性質を精密化する．また，カップリングの性質と関数不等式との対応関係を拡張す
ることで，空間の幾何学的特性に対する多角的な理解を目指す．さらには，この対応を基にして，確率解析お
よび関数不等式手法を無限次元空間，リッチフローや特異空間での幾何解析へ応用する．逆に，確率解析の手
法で盛んに研究されている自己相似集合での解析学に対して，既存の手法を最適輸送の理論と結合する事で，
新たな観点からの解析手法を確立する．

◆メッセージ
数学においては，公式をひたすら覚えそれらを組み合わせて事に当たるのではなく，問題の意味をよく考えな
がら勉強しましょう．計算の意味が分かっていれば，公式の覚え間違いなどで計算結果がおかしくなっても，
常識で判断して間違いを修正できることが，しばしばあります．
物事を深く考える力を身につけることは，数学に限らず，一生の宝となります．もちろん，大学でより進んだ
数学を学ぶ場合も然り，です．
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氏名： 小風

秀雅

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学博士（1995 東京大学）
専門分野： 日本史学（日本近代経済史、経済政策史、交通史）、国際日本学
E-mail： kokaze.hidemasa@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

近代化／世界遺産／不平等条約／企業史料論／地域史
modernization in Japan ／ World Heritage ／ un-equel treaty system ／ business archives ／ regional
history

◆主要業績										

総数（14）件

・Lint&eacute;r&ecirc;t pour le patrimoine mondial et sa concentration sur le patrimoine industriel: le
cas du Japon;pp.113-117, Patrimoine de lindustrie 22
・
「第二次鉱毒調査委員会の設置と公害対策の提言」、『日光市文化財調査報告第二集 足尾銅山跡調査
報告書』２、35?41 頁、１?49 頁
・
『佐渡金銀山の歴史的価値に関する歴史学的・史料学的研究』全 164 頁
・
『19 世紀世界システムのサブシステムとしての不平等条約に関する研究』（科学研究費研究成果報告
書・基盤研究 (C)1852488）全 116 頁
・
『回想の湘南』（藤沢市史ブックレット１）, 全 2 頁

◆研究内容

／

Research Pursuits

不平等条約体制が東アジアにおいて果たした国際関係史的機能について、従来の支配・従属論ではなく、共
存と協調を基礎とした、欧米との安定した関係を構築していたことを、日本・中国・朝鮮のケースを分析し、
東アジアのみが 19 世紀後半期に独立した国家主権を保持しえた国際的条件を明らかにした。その後、これを
基に 3 本の論文を執筆し、21 年度中に活字化される予定である。
世界遺産に関しては、文化庁で委員を勤めるとともに、九州・山口の近代化産業遺産、佐渡金銀山、足尾銅山、
について、近代経済史の専門家としての立場から、検討・推進委員として調査や原案作成に関与している。
関連して、経済産業省の産業遺産選定にも関与し、パリで開催された国際学会で報告し、論文を執筆したほか、
政府広報 TV 番組にも解説者として出演した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、日本近代史に関する講義・演習を担当した。講義では、19 世紀の東アジアをめぐる国際関係に
ついて概観するとともに、不平等条約の国際関係的機能についてシステマティックに説明した。演習では、大
久保利通に関する史料を選択させ、史料解読と問題発見の方法について指導した。卒業論文は 6 本指導した。
このほか、産業遺産の現地調査を行い、フィールドワークを歴史学にも取り入れる試みを本年度も辞実施した。
学生の反応も良く、着実に定着している。
大学院では、マスター 5 人、ドクター 11 人について、日本近代史に関する研究指導を行なった。また主査
として博士学位論文 1 本を指導、学位を取得させた。修士論文では 2 本を指導し、ともに大学院後期課程に進
学させた。また、博士前期課程では、指導した 2 名を入学させた。

◆研究計画
不平等条約体制について、単著を準備しているほか、日本の近代化に関する概説書を準備中である。また、
これまでの交通史研究をまとめた研究書の刊行を計画している。
その後は、日本における近代国家の成立を、明治憲法の制定を軸として、行政的・政治的視点ばかりでなく、
国民の形成の視点から、明らかにしたい。すでに論文を準備中であり、英文で発表する予定である。
世界遺産や産業遺産については、複数の自治体から調査研究を依頼されており、これを基礎として共同研究
へと発展させることを計画している。

◆メッセージ
世界のなかで、より活動的かつ人間的に生きていくためには、ひとつの立場にとらわれないで、世界を多面
的かつ全体的にみることのできる教養と広い視野をもつことが絶対に必要です。それがないと、本当の意味で
の国際的コミュニケーションをおこなうことはできません。
さまざまな文化や歴史、社会をとらわれない目で見、理解し、行動するためには、歴史学の複眼的視点はと
ても役に立ちます。東洋史・西洋史とか、日本史といった地域にとらわれることなく、比較したり、関係への
着目を通して、グローバルな視点をぜひ獲得してください。
最近ブームを呼んでいる世界遺産や産業遺産なども、人類史という視点から、自国の歴史や文化を見直す良
いきっかけとなります。
大学という自由で活気に満ちた環境のなかで、21 世紀を切り開く人材へと自己成長するためにも、ぜひ大
学で、新しい歴史学に触れ、感動してほしいと思います。
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氏名： 小谷 眞男
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 学術修士（1989 東京大学）
専門分野： 基礎法学（法社会学、比較法文化史、イタリア法文化論）
		 sociology of law and comparative legal culture, especially of Italy
E-mail： kotani.masao@ocha.ac.jp
URL： （日本語版）http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/Teacher_Kotani.html
		 （英語版）http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/e_Professors_Kotani.html

◆研究キーワード

／

Keywords

イタリア／比較法文化／法社会学／法と文学／社会福祉
Italy ／ comparative legal culture ／ sociology of law ／ law and literature ／ social welfare

◆主要業績										

総数（6）件

・
「
《研究動向》里親委託という主題 ---「家族的養育委託（affidamento familiare）」に関するイタリア
の研究動向より ---」（『家族社会学研究』21(2), pp.21-27, 29 年 1 月）
・
『ヨーロッパの司法統計 I, II』（佐藤岩夫ほか 4 名と共著、東京大学社会科学研究所 Research Series
no.38、21 年 3 月、pp.126+146）
小谷分担執筆：「第 4 章 イタリアの司法統計」（vol.II, pp.69-129）
・研究報告「“badanti” の時代におけるイタリア家族像」（国際シンポジウム「日本の中の《イタリア》
：
文化表象にみるイメージの社会構築をめぐって」、29 年 11 月 6 日、早稲田大学）
・研究報告「統一刑法典編纂と国民国家 “イタリア” の形成」（イタリア統一 15 周年記念シンポジウム
「イタリア人を創る --- 自由主義期イタリアと国民国家形成 ---」、29 年 12 月 19 日、日本女子大学）
・
「喜怒哀楽を生きるイタリア人：「生（vita）だけが生きることを教える」」（『Excellent Italy Bella
Italia』no.1, pp.34-39、29 年 11 月）

◆研究内容

／

Research Pursuits

1) 名誉と恥をめぐるイタリア法文化についての比

1) Research on the Italian legal culture, especially

較史的研究の包括的再検討作業に入った。関連して

from the historical viewpoint

1889 年統一イタリア王国刑法典編纂過程の分析結果

2) Research on the social welfare of the

について研究報告をおこなった（業績 4）
。

contemporary Italy

2) 現代イタリアの社会福祉についての共同研究の作

3) Explore the themes of "law and literature"

業を進めた。イタリアの里親委託制度に関する研究

4) Research on the judicial statistics in Italy

動向サーヴェイを執筆した（業績 1）
。また現代イタ

5) Translation of Beccaria''s masterpiece in Japanese

リア家族像について、とくに外国人ホームヘルパー
の急増という視点から検討する研究報告を国際シン
ポジウムでおこなった（業績 3）
。
3) 法と文学を基盤とする新しい教養法学の構想を検
討した。
4) イタリア司法統計についての研究をまとめた（業
績 2）
。写真は、イタリア最高破毀院（最高裁判所に
該当）正面玄関の「正義の女神」像である。
5) C.Beccaria, “Dei delitti e delle pene”（
『犯罪と刑罰
について』
、1766 年版）を原典イタリア語校訂版か
ら日本語に全訳（訳注付き）する作業を進めた（21
年度後半に翻訳が刊行される予定）
。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

生活法学演習 I・II、生活社会科学演習、生活法学総

Lectures and seminars on the sociology of law and

論、消費者科学入門（消費者法の分野を分担講義）、

the comparative legal cultures.

法学 II
（法学入門）
、
生活法社会論等の諸科目において、
生活世界と法システムの関係および法文化をめぐる
諸問題について、さまざまな角度から、法社会学的
に検討した。

◆研究計画
1) イタリア法文化研究を比較法文化論一般に展開させていく構想を温めている。
2) 法と文学についての研究、法のナラティブ的理解という Vico 的方法論の枠組みを活用して、21 世紀の市民
的教養としての法学教育のための一風変わった法学入門書を執筆したいと考えている。
3) ベッカリーア『犯罪と刑罰について』の完全翻訳版の公刊（21 年度後半を予定）。ベッカリーアの市民社会
論の研究。
4) マリオ・パガーノ『刑法典の原理』
『刑事訴訟論考』の翻訳作業。近現代イタリア刑事法学史の研究。
5) イタリア司法統計史についての調査研究を掘り下げる
6) イタリアにおける国民国家形成とイタリア法の生成という問題の追究
7) イタリア社会福祉についてのコムーネレベルでのケーススタディ

◆メッセージ
一所不住、雲水行脚、必ず樹下石上を宿とす。異国の土を踏もう。世界は広く、かつ深い。
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氏名： 小玉

亮子

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 教育学修士（東京大学 , 1986）
専門分野： 教育学、子どもと家族の歴史社会学
E-mail： kodama.ryoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

子ども／家族／教育／社会問題／社会史
children ／ family ／ education ／ social problem ／ social history

◆主要業績										

総数（5）件

・広井多鶴子・小玉亮子監修（29）『文献選集：現代の親子問題（第一期 子育てのエージェント、第
二期「問題」とされる親と子）』全 2 巻・別巻、日本図書センター
・小玉亮子（29）
「父親論・母親論 ? 父親不在』と『母子密着』という問題 ?」広井多鶴子・小玉亮子編『別
巻 解説：文献選集 現代の親子問題』日本図書センター、pp.265‐294
・小玉亮子（29）「捨て子・虐待・子殺し・子の売買 ? 子どもたちの受難 ?」広井多鶴子・小玉亮子編『別
巻 解説：文献選集 現代の親子問題』日本図書センター、pp.295‐328
・小玉亮子（29）
「ひとり親家庭・養子・里子・いろいろな親子 ? 近代家族規範と子どもたち ?」広井多鶴子・
小玉亮子編『別巻 解説：文献選集 現代の親子問題』日本図書センター、pp.328‐361
・小玉亮子（21）「少子化、ナショナリズム、ジェンダー ?191 年代のドイツにおける出生率低下問題
から ?」
『比較家族史研究』第 24 巻

◆研究内容

／

Research Pursuits

近現代のドイツ・日本・アメリカを中心に、子ども

My research field is comparative social history of

と家族に関する比較歴史社会学を専門としている。

education, especially on modern Japan, Germany, and

「子ども」や「家族」に関する自明性を、歴史的、社

U.S. I am mainly concerned about the obviousness

会学的に問い直すことを課題としている。現在すす

of the “children” and the “family” , which I try

めているのは、家族や子ども、教育についての言説

to deconstruct from a historical and sociological

分析と制度分析である。

viewpoint. In order to do this, I set two research

今年度（29 年度）参加した共同研究は、27-29 年

strategies, one is the analysis of discourse and the

度科研費「世紀転換期における国民・ジェンダー規

other is the analysis of system and institution.

範の形成」
（代表加藤千香子）
、29- 継続「
「子ども」

In this fiscal year I analyzed the trend of the

の保護・養育と遺棄をめぐる学際的比較史研究」( 代

family education in post war Japan. I and my friend

表橋本伸也 )、29- 継続「戦後ドイツにおける「過去

published the books of reprint edition. And we wrote

の克服」の研究 ? 宗教・家族・政治教育・教育学の

the commentaries on these books.

再生 ?」に研究分担者として参加した。
また、比較家族史学会（6 月）
、教育史学会（1 月）
で、大会シンポジウムシンポジストとして報告を行
い、家族社会学会（9 月）では、記念テーマセッショ
ンで報告をおこなった。
また、戦後日本の家族に関する復刻版（日本図書
センター）の監修に携わり、計 2 冊の本を選定し、
解説を執筆、刊行した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、発達臨床心理学講座において、比較教育

Under Graduate education: As the exercise in the

文化論に関する講義と、幼児教育に関して国際比較

2009 fiscal year, I lectured educational culture in

をおこなった文献購読の演習を担当し、幼児教育に

many perspectives, for example gender, power, and

おける大人と子どもの関係について、多様なテーマ

so on. In seminar we discussed by taking up the

の下に比較文化的検討をおこなった。この他、教職

literature on the theme of the comparative early

科目の「生徒指導の研究」および「家庭科教育論」

childhood education system. I am also concerned

を担当した。

with the education and the management of the

大学院では、人間発達科学系の保育・児童学コー

teacher-training course.

スに所属し、授業では、幼児教育の比較世界史に関

Graduate-school education: In the 2009 fiscal year,

する文献購読を行い、ドイツ、イギリス、日本等の

in seminar we discussed by taking up the literature

幼児教育の思想と制度の成立史について検討をおこ

on the theme of the early childhood teacher’ s

なった。

training system and thought in world history.

また、あわせて、子ども社会学研究会を開催し、

I also had workshop on sociology of children, and

メディアと子どもというテーマで今年度は映画を通

in this workshop we discussed on the children on

して、子どもがどのように表象されているのかを検

the movie. This workshop opened for graduate and

討した。

under graduate students, and will continue in the
next year.

◆研究計画
家族と子どもに関する歴史社会学的分析をドイツと日本を中心として共同研究に参加してきたが、29 年度か
らは、29- 科研費「戦後ドイツと＜過去の克服＞」（代表對馬達雄）に研究分担者として、科研費「『子ども』
の保護・養育と遺棄をめぐる学際的比較史研究」（代表橋本伸也）に研究分担者として、科研費「大学コミュ
ニティにおける乳幼児保育の場から生成される重層的カリキュラムの開発」（代表浜口順子）に連携研究者と
して参加しており、すべては 211 年度まで継続される。
さらに、21 年度から、新たに科研費の研究代表者として「ヴァイマル期ドイツにおける消費社会の進展と
家庭教育に関する社会史的研究」に着手する予定である。
また、加えて、現代の日本を中心に子ども・親子関係について、メディアや言説がどのように議論してきた
のか、その変遷に関する分析をまとめたものを 21 年には刊行する予定である。

◆メッセージ
子どもや家族、教育といったテーマは、だれでも語ることのできるテーマですし、多くのことが「あたりま
え」のこととして、人々に共有されているようにおもいます。「やっぱり家族だよね」とか、「子どもなんだか
ら」とか。でも、そういう言葉をきくとき、違和感を感じることも少なくないように思います。家族ってなに？
子どもらしさってなに？

そういった違和感にたちどまってみたいとおもいます。そして、子どもや家族、教

育といった事柄に関わる「あたりまえ」について、少し距離を持ちながら検討していきたいと考えています。
そのためには、比較の視点が重要になるとおもいます。自分がどこに立っているのかを見極め、自分の立ち
位置ではない位置から再検討してみること。比較のやり方は様々ですが、時代・地域・ジェンダー・エスニシ
ティといったことにセンシティブになりながら、様々な試みをしていきたいとおもっています。
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氏名： 後藤

真里

所属： 生命情報学教育研究センター
職名： 特任助教
学位： 博士（理学）／ Ph.D.
専門分野： 細胞生物学
E-mail： gotoh.mari@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

環状ホスファチジン酸／脂質／細胞膜／受容体／痛み
cyclic phosphatidic acid ／ lipid ／ cell membrane ／ receptor ／ pain

◆主要業績						

				

総数（9）件

・William J. VALENTINE, Gyongyi N. KISS, Jianxiong LIU, Shuyu E, Mari GOTOH, Kimiko MURAKAMIMUROFUSHI, Truc Chi PHAM, Daniel L. BAKER, Abby L. PARRILL, Xuequan LU, Chaode SUN, Robert
BITTMAN, Nigel PYNE, Gabor TIGYI
“(S)-FTY720-Vinylphosphonate, an analogu
・Mari GOTOH, Nigel RIBEIRO, Bernard MICHELS, Mourad ELGABIRI, Anne-Marie ALBRECHT-GARY,
Jun YAMASHITA, Masakatsu HATO, Guy OURISSON, Yoichi NAKATANI
“A novel type of membrane based on cholesteryl phosphocholine, cholesteryl phosphate or sitosteryl
phosphat
・Mari GOTOH, Ayako MIKI, Hajime NAGANO, Nigel RIBEIRO, Mourad ELHABIRI, Elzbieta GUMIENNAKONTECKA, Anne-Marie ALBRECHT-GARY, Marc SCHMUTZ, Guy OURISSON, Yoichi NAKATANI
“Membrane properties of branched polyprenyl phosphates, postulated as primitive membra
・Mari GOTOH, Yukiko TAKAMOTO, Kahori KUROSAKA, Junko MASUDA, Michiru IDA, Ayano SATOH,
Eiji TAKAYAMA, Kyoko KOJIMA-AIKAWA, Yoshiro KOBAYASHI, Isamu MATSUMOTO
“Annexins I and IV inhibit Staphylococcus aureus attachment to human macrophages”
Immunology Lett
・Mari GOTOH, Ayae SUGAWARA, Kazunari AKIYOSHI, Isamu MATSUMOTO, Guy ORISSON, Yoichi
NAKATANI “Molecular recognition on giant vesicles: coating of vesicles with a polysaccharide bearing
phytyl chains or cholesteryl anchoring groups”
Chemistry and Biodiversi

◆研究内容

／

Research Pursuits

環状ホスファチジン酸 (Cyclic phosphatidic acid: cPA) は独特な環状リン酸構造を持つ脂質メディエーターとし
て、ミクソアメーバ Physarum polycephalum から単離され、1992 年にその構造と細胞増殖抑制作用が報告
された。その後ヒトの血清や動物脳をはじめ、広範な生物とその組織に存在していることが明らかにされ、こ
れまでに、がん細胞浸潤・転移抑制、神経細胞生存促進、疼痛抑制などが、cPA の特異的な作用として見出さ
れている。これらの結果は、cPA をがん治療や疼痛治療などの医療分野へと応用することの可能性を示唆し、
今後の研究の進展に期待がもたれる。現在、
有機合成された cPA よりも代謝的に安定な cPA 類似体を作成して、
そのがん細胞に与える影響、神経細胞に与える影響、痛み抑制効果を精査しており、さらに、それらの作用に
関わる cPA の受容体の探索と、受容体の活性化によって誘導されるシグナル伝達の解明を進めていく予定であ
る。
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氏名： 小林

一郎

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（工学）（1995 東京工業大学）
専門分野： 言語情報処理、知能情報処理
E-mail： kobayashi.ichiro@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

知能情報処理／言語情報処理／ウェッブインテリジェンス／知的インタフェース／言語化
intelligent information processing ／ Language information processing ／ Web intelligence ／
intelligent interface ／ Verbalization

◆主要業績										

総数（19）件

・Ichiro Kobayashi and Naoko Okumura: Verbalizing time-series data: With an Example of Stock Price
Trends, 29 IFSA Conference, 29 EUSFLAT Conference, Lisbon,
Portugal, pp. 234-239, 2-24 July, 29.
・Yoko Mino and Ichiro Kobayashi:Recipe Recommendation for a Diet Considering a Users Schedule
and the Balance of Nourishment, 29 IEEE International Conference on Intelligent Computing and
Intelligent Systems (ICIS 29),Paper-ID:355, Shanghai,China,
・Rie Makino, Ichiro Kobayashi, Noriaki Izumi and Koiti Hasida: An Ontology Approach to Creating a
New Recipe by Reusing Parts of the Existing Recipes, 29 IEEE International Conference on Intelligent
Computing and Intelligent Systems (ICIS 29),Paper-ID
・Ichiro Kobayashi, Noriaki Izumi, Koiti Hasida, and Wakako Tamura: Video Authorling Based on the
Relation between Scenes, 29 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent
Systems (ICIS 29),Paper-ID:3984, Shanghai,China, 2-22
・Sayaka Ajikata and Ichiro Kobayashi: A Study on TODO Task Management at Home, International
Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR29), Malacca, Malaysia, 4-7 Dec., 29.

◆研究内容

／

Research Pursuits

人工知能や言語情報処理の技術を使って対象となる

I am interested in anything that makes systems

システムをより知的に、かつより親しみのあるもの

more intelligent and user friendly using artificial

にすることに興味を持って研究を進めています．近

intelligence and language information processing

年では、住居環境そのものを知的にするための研究

technologies. Our university, Ochanomizu University,

を進めており、実際の日常生活を支援する基礎的な

is going to build an experiment house equipped

技術やアプリケーションの開発を行っています．ま

with many ubiquitous applications. We are now

た、ウェッブインテリジェンスという情報検索技術

interested in making the house itself intelligent and

や自然言語処理、データベース技術が融合された技

providing several intelligent applications which

術の研究を進めており、実際の生活空間とウェッブ

can be used in actual everyday lives. I am also in

のサイバー空間を融合し、日常生活をより快適にす

charge of developing Web intelligence. So, I am also

る研究も進めています．

interested in integrating the real life environment,
i.e., human everyday lives at residences, and the
cyber environment, i.e, Web space, evaluating
our developed technologies at the real residential
environment.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部

For undergraduate students:

１年生の後期にプログラミング実習の講義を行い、

At the first year of undergraduate course, I taught

プログラミング言語であるＣ言語の実用的な使い方

the exercise of programming using C language. I

についての技術の習得が行えるよう努めた。

prepared for lots of material for the students to blush

３年生の前期に自然言語論を、後期に人工知能論お

their skills up and burdened the students with some

よび英文講読を行った。毎回、配布資料を準備し、

tasks that they have to do by themselves so that they

授業中に演習問題を出し、講義内容を深く理解させ

can acquire the basic skill of programming.

ることに務めた。

At the third year of the undergraduate course, I

英文講読については、英文法だけではなく、取り上

taught natural language processing (NLP), artificial

げた人工知能理論の内容について学生が深く理解で

intelligence (AI), and English training. As for NLP

きるよう努めた。

and AI, at every lecture I gave all slides that I used in

大学院

my lecture to the students and gave them problems

言語情報特論では、自然言語処理の基礎技術から応

to exercise so that they understand deeply about

用システムまでを幅広く取り上げ、講義を行った。

the content of the lecture. As for the latter subject, I

言語メディア特論では、現在、注目を浴びている

did not only taught English grammar, but also what

Web 上での情報技術の枠組みであるセマンティック

artificial intelligence is, which was the subject we

ウェッブを取り上げ、輪講形式で講義を行った。

studied through the readings.
For graduate students:
I gave a lecture about advanced language information
processing. I took up the basic technologies of
natural language processing and advanced systems
using the technologies as the subjects of the lecture.
I also taught advanced theory of language media.
In the subject, we took “Semantic Web” that is a
remarkable technology on the Web. We hold a
colloquium in the lecture.

◆研究計画
将来の研究計画：
現在、本学が所有する実験住宅プロジェクトに参画しており、いくつかの課題として、健康、エコロジー、コ
ミュニケーションなどに取り組んでいる。これらの課題を通じて、日常生活が豊かになる技術を開発していく
つもりである。また、ロボットの知能を開発することを視野に入れた、視覚情報を言語で表現する技術の開発
を進めており、言語と知能の関係についても研究を進めているつもりである。
研究の展望：
人の幸せを実現するためには、健康、コミュニケーション、エコロジー、などが充実している必要があると考
える。これらに着目し、それぞれをより良くすることによって、人々の幸福を実現する。ロボットが本当に知
的な物になるためには言語による知能の実現が必要と考える。言語と知能の関係について深く考察を進めてい
く。
共同研究の可能性：
健康、エコロジー、コミュニケーション、環境の知能化などに関して幅広く共同研究することが可能である．

◆メッセージ
すでに世界の垣根はなくなり、現在は、世界で活躍する時代となっています。日本国内のことだけではなく、
常に世界を意識して一緒に頑張りましょう。
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氏名： 小林

功佳

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 博士（理学）（1994 東京大学）
専門分野： 物性理論、固体物理、表面物理
E-mail： sakura@phys.ocha.ac.jp
URL： http://www.phys.ocha.ac.jp/kobayashilab/home.html

◆研究キーワード

／

Keywords

固体物理学／表面・界面物理／ナノスケール物理／メタ物質／計算物理
Solid State Physics ／ Surface and Interface Physics ／ Nanoscale Physics ／ Metamaterial ／
Computational Physics

◆主要業績										

総数（1）件

・Electronic states of Ag thin films with a laterally periodical insertion of stacking faults, Katsuyoshi
Kobayashi and Takashi Uchihashi, Physical Review B 81, 155418 (21).

◆研究内容

／

Research Pursuits

平成 21 年度は、積層欠陥超格子薄膜の電子状態につ

In 2009 I studied the electronic states of stacking-

いて研究を行った。積層欠陥はバルクの物質に良く

fault superlattice thin films. Stacking faults are

見られる原子配列の欠陥であり、その構造に関して

defects usually found in bulk materials, and they

はこれまでよく研究されてきた。最近、金属吸着し

have extensively been studied. Recently Ag thin

た Si 表面上に Ag 薄膜を成長させる実験が行われた

films were grown on metal-adsorbed Si surfaces, and

が、成長した薄膜には積層欠陥が周期的に挿入され

stacking faults are periodically inserted in these thin

ていると考えられる。これは、従来のバルク中にラ

films. This system is different from the usual systems

ンダムに入っている積層欠陥とは異なり、ナノスケ

where stacking faults are randomly inserted, and it

ールで制御された積層欠陥である。この光電子分光

is a controlled system on nano scales. Photoemission

による測定では、積層欠陥による電子の閉じ込めが

experiments of this system showed confinement

観測されている。われわれは、この積層欠陥超格子

of electrons by stacking faults. We studied this

薄膜の電子状態に関する理論的研究を行い、積層欠

system theoretically, and clarified the transmission

陥の電子の透過特性、薄膜の有限サイズ性による効

properties of electrons through stacking faults, the

果、光電子分光の実験結果を説明するメカニズム等

finite-size effect of the thin films, and the mechanism

について明らかにした。

that explains the photoemission experiments.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

平成２１年度は学部卒研生３名、大学院修士学生３

In 2009 I have three undergraduate students and

名の研究指導を行った。卒業研究の題目は「メタマ

three graduate students in master course. The titles

テリアル‐負の屈折からイリュージョンまで‐」、「フ

of the graduation researches are "Metamaterials -

ォトニック結晶における光の透過特性」および「ナ

From negative refraction to illusion -", "Transmission

ノスケールの抵抗について」である。また、修士論

properties of light through photonic crystals" and "On

文の題目は「半導体副格子交換系の電子状態」である。

the nanoscale electrical resistance". The title of the

担当した授業は、学部で「計算物理講義・演習」、「量

master thesis is "Electronic states of semiconductor

子力学 II」
「固体電子論」
、
、
大学院では「表面物理特論」

sublattice-exchange systems". I have teaching classes

および「物性物理学演習」である。

of "Computational Physics", "Quantum Mechanics II"
and "Solid State Physics" for undergraduate students,
and "Advanced Surface Physics" and "Exercise on
Solid State Physics" for graduate students in master
course.

◆研究計画
今後も、新たに作成された物質のナノスケールでの物性を理論的な立場から調べ、新たな物性を探求する計画
である。特に興味あることは、表面・界面系の電子物性、電子系のメタ物質の実現に向けた研究などである。

◆メッセージ
大学の物理学科では、現代の物理学の基礎的な内容を学ぶことになりますが、それとともに卒業研究では、新
たな研究を自ら行うことになります。新しい研究は、その研究方法もすでに決まったやり方があるわけではな
く、新たな知識を得るために自らが考えて一歩一歩進んでいかなければなりません。そのためにも、大学では
単に授業を受けるだけでなく、学問に対して積極的に関わるようになればと思います。
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氏名： 小林

哲幸

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位：
専門分野：
E-mail：
URL：

薬学博士／ Ph.D. in Pharmaceutical Science
脂質生化学、細胞生化学、脂質栄養学／ Lipid Biochemistry, Cell Biochemistry, Lipid Nutrition

kobayashi.tetsuyuki@ocha.ac.jp
http://tetkoba.umin.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

生理活性脂質／メタボローム解析／ソフトイオン化型質量分析／アレルギーと炎症／必須脂肪酸
bioactive lipids ／ metabolome analysis ／ soft-ionization mass spectrometry ／ allergy and
inflammation ／ essential fatty acids

◆主要業績
・Hiroyasu Sato, Yoshitaka Taketomi, Yuki Isogai, Seiko Masuda, Tetsuyuki Kobayashi, Kei Yamamoto,
and Makoto Murakami (29) Group III Secreted Phospholipase A2 Transgenic Mice Spontaneously
Develop Inflammation. Biochem. J., 421 (1): 17-27
・福島正子，竹山恵美子，志賀清悟，竹内征夫，小林哲幸 (21) グリーンナッツオイル摂取による酸化
ストレスバイオマーカーの低下作用．脂質栄養学、19 (1), 17-115
・小林哲幸ほか共著、遺伝子医学 MOOK 16 号 「メタボロミクスと最新分子バイオマーカー研究」、
185-19, メディカル ドウ社
・小林哲幸ほか共著、滝澤公子、室伏きみ子編、「サイエンスカフェにようこそ！」科学と社会が出会
う場所、
「油脂と健康 ? このおいしくて怖いもの」pp.113-142、冨山房インターナショナル 29 年 8
月発行

◆研究内容

／

Research Pursuits

我々の研究室では、
「脂質分子から細胞機能・病態を
探る」をメインテーマとして、細胞生化学的手法や
分子生物学的手法、さらには質量分析を駆使して、
以下のテーマを研究している。研究姿勢としては、
流行を追うというよりは独創的な研究を目指してい
る。１）生理活性脂質の代謝と機能；生理活性リン
脂質である環状ホスファチジン酸（cPA）やリゾホス
ファチジン酸（LPA）の生物活性を解析すると共に、
これら脂質分子の生体内濃度バランスを制御する機
構について解析している。２）
脂質メタボローム解析；
いち早く最新の質量分析技術を駆使した脂質分子の
系統的・網羅的解析手法の確立に努め、リン脂質分
子やステロイド関連化合物について新知見の発見を
目指している。３）細胞のストレス応答に関与する
ステリルグルコシドの合成誘導と機能の解析。４）
必須脂肪酸バランスと生活習慣病（脂質栄養学）；オ
メガ３系列脂肪酸の生理作用；DHA に代表されるオ
メガ３系列脂肪酸について最新の知見を整理し、予
防医学的観点から研究成果を社会へ還元することに
努めている。

We have investigated cellular functions of lipid
molecules using the techniques in biochemistry,
molecular cell biology and mass spectrometry.
Original research themes rather than fashionable
topics are conducted in our laboratory. Our main
research interests are as follows. 1) Metabolism
and funct ions of bioact ive lipids: Biolog ical
activities including of an inhibitory activity toward
cancer cell invasion and neurotrophic effects on
cultured embryonic hippocampal neurons by cyclic
phosphatidic acid (cPA) and lysophosphatidic
acid (LPA) have been studied as well as their
metabolism. 2) Lipid metabolome analysis
based on mass spectrometry. Investigations of
phospholipid and steroid molecules using softionization mass spectrometry are performed. 3) Lipid
mediators involved in cellular stress responses. We
demonstrated the rapid induction of sterylglucoside
（CG）by heat shock in human cultured fibroblasts
to suggest that CG may act as a lipid mediator in an
early stage of the stress signal transduction system.
4) Biological activities of omega-3 fatty acids. I have
reviewed the recent research papers concerned with
omega-3 fatty acids to return the results of research
to society at large from the lipid nutritional point of
view.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部生に対しては、生化学関連の各種講義や実習を

I deliver lectures about biochemistry to

担当し、卒業研究の指導を行っている。また、院生

underg raduate students and supervise their

に対しては、脂質生化学に関する新しい研究課題を

graduation thesis. I also supervise a dissertation

基盤において、博士前期や後期課程の院生の講義・

for master- and doctor-course students by co-

演習や学位取得のための研究指導を行っている。教

invest ig at ing new research projects of lipid

育目的として、問題解決能力の高い、知的基礎体力

biochemistry. My educational goal is to produce

のある人材を社会に供給することを目指している。

excellent human resources with remarkable problem-

そのための教育理念として、単に知識や技術を教え

solving abilities and fundamental knowledge.

るのではなく、知識をどうやって得るか、また、ど

Knowledge is not enough, we must apply. Willing

のように適用するか、そのための「知恵」を授ける

is not enough, we must do. With this point in

ことを念頭において教育を行っている。自主性を重

mind I make much account of teaching how to

んじ、面白いデータが得られたときの感動を知って

get knowledge, and how to apply it. I regard

もらいたい。これは大学院での研究に限らず、学部

individual initiative as important. I want them to

の講義や実習にもあてはまる。質の高い高等教育を

know new-found excitement during studying in

行うためには、ハイレベルな研究がその基盤になく

the undergraduate classes or graduate course.

てはならない。したがって、私は脂質生化学に関す

Higher education of good quality should be built

る最新の研究課題に取り組みながら、独創的な研究

on highly advanced research. Therefore, I attempt

を展開することを心がけている。

to develop original research by investigating
new research project of my research field, lipid
biochemistry. I also promote and implement joint
research with collaborators outside the University.
This collaboration contributes substantially to our
educational activities.

◆研究計画
以前は、生体膜の単なる構成成分としてしか考えられていなかった脂質は、近年、様々な生理機能への関与が
明らかにされ、
ホットな研究領域の一つとなっている。生理活性脂質としての cPA や CG に関する我々の研究は、
世界的にみても独創的かつ重要な研究となっている。また時代は今、新たなポストゲノム研究に入り、脂質生
化学の分野でも代謝産物の構造と機能を網羅的に解析するメタボローム解析が可能となった。新しい質量分析
装置を駆使して脂質の構造解析と定量の技術にさらに磨きをかけ、脂質分子の新機能を見出して行きたい。
共同研究が可能なテーマとして、以下の項目がある。
１）生理活性リン脂質の機能（アルルギー・炎症・がん）解析と代謝制御の解明
２）質量分析による脂質メタボローム解析のための基盤技術の構築とその適用
３）DHA をはじめとするオメガ３系列脂肪酸の生理機能

◆メッセージ
生物には美しいほどの見事な原理や論理性が潜んでいます。私の専門は、脂質生化学という研究分野で、細胞
膜などの生体膜やそれを構成する主要な脂質分子の構造や機能を研究対象にしています。細胞膜は単なる仕切
ではなく、ダイナミックに変動する脂質分子の変換工場です。脂質分子からは生理活性分子が作られ、そのバ
ランスが崩れるとアレルギーやがん等の病気になることが分かってきました。さらに、神経機能にも関わって
います。生命維持や健康において果たす脂質分子の重要な役割について、いっしょに学んで解明してみません
か？
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氏名： 近藤 和雄
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 医学博士／ M.D. Ph.D.
専門分野： 医学 ( 内科学 ) ／ Internal medicine、脂質代謝／ Lipid metabolism、臨床栄養学／ Clinical nutrition
E-mail： kondo.kazuo@ocha.ac.jp
URL： http://pea.ieshl.ocha.ac.jp/kondo ／ Default.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

動脈硬化／血管内皮機能異常／単球 / マクロファージ活性化／活性酸素／抗酸化物質
atherosclerosis ／ endothelial dysfunction ／ monocyte/macrophages activation ／ Reactive Oxygen
Species (ROS)、／ antioxidant

◆主要業績										

総数（1）件

・Yoshimi Kishimoto, Mariko Tani, Harumi Uto-Kondo, Maki Iizuka, Emi Saita, Hirohito Sone, Hideaki
Kurata, and Kazuo Kondo: Astaxanthin suppresses scavenger receptor expression and matrix
metalloproteinase activity in macrophages. Eur J Nutr.49:119-126,21 &
・Yoshimi Kishimoto, Mariko Tani, Harumi Uto-Kondo, Emi Saita, Maki Iizuka, Hirohito Sone, Kuninobu
Yokota, Kazuo Kondo: Effects of magnesium on postprandial serum lipid responses in healthy human
subjects. Br J Nutr. 13:469-472,21
・Masumi Kamiyama, Yoshimi Kishimoto, Mariko Tani, Kazunori Utsunomiya, and Kazuo Kondo: Effects
of equol on oxidized low-density lipoprotein-induced apoptosis in endothelial cells. J Atheroscler
Thromb. 16: 239-49, 29
・Junko Ui, Kazuo Kondo, T Sawada, and Yukiko Hara-Kudo: Survival of foodborne pathogens in grain
products and the effect of catechins. Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 5: 126-3, 29
・Kamiyama M, Kondo K et al:Inhibition of Low-density Lipoprotein Oxidation by Nagano Purple Grape
(Vitis vinifera x Vitis labrusca). J Nutr Sci Vitaminol. 55:471-478,29

◆研究内容

／

Research Pursuits

29 度は、血管内皮機能障害および、単球／マクロフ

This is the primary focus of our research that

ァージの活性化に対する改善作用について検討を行

antioxidant food could prevent from endothelial

った。その結果、カロテノイドの一種であるアスタ

dysfunction and monocyte/macrophages activation

キサンチンにおいて高血糖刺激による血管内皮機能

leading to atherosclerosis in 2009.1.

障害を、PKC- β ? の活性化抑制を介して、改善する
可能性が示された。さらにポリフェノールを豊富に
含むコーヒーを健常成人に摂取させたところ、血管
内皮機能の指標である FMD の改善が認められた。ま
た、単球／マクロファージの活性化については、レ
モン、ライチ、シソ、レッドビート、サツマイモ葉部、
バルサミコ酢など、いくつかのポリフェノールを含
む食品において、活性酸素種産生、炎症性サイトカ
イン発現、内皮細胞への接着、マクロファージの泡
沫化などを抑制することを示した。これらの研究成
果は、多くの学会で報告し、日本臨床栄養学会若手
奨励賞、2 演題が日本未病システム学会ポスター優秀
賞を受賞した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、生活科学部食物栄養学科で、病態栄養学、

We take charge of the Metabolism and Clinical

医学概論を担当し、動脈硬化を引き起こす高脂血症、

Nutrition and Medical outline in 4-year education

肥満、糖尿病、高血圧、メタボリックシンドローム

program. We study the relation of food to diagnoses

などの生活習慣病における診断、治療について食物

and treatments of the hyperlipidemia, obesity,

との関わりを中心に講義している。

diabetes, hypertension and metabolic syndrome.

大学院では、学部の講義を一歩すすめて、動脈硬

In the graduate school, we study the effects of

化症の成り立ち、老化の問題を、リポ蛋白代謝を中

antioxidants contained in food on lipoprotein

心に、活性酸素と活性酸素に対抗する食物に含まれ

metabolism, and the prevent ive roles in the

る抗酸化物の関わりを、生体防御、この防御システ

pathogenesis of the atherosclerosis and the problem

ムの観点から講義している。

of aging, from the viewpoint of biological defense
such as removing Reactive Oxygen Species (ROS).

◆研究計画
様々な疾病の予防に、食物に含まれるポリフェノールを中心とした抗酸化物の関与が明らかになっている。
ポリフェノールは、LDL の酸化抑制をはじめ、動脈硬化の進展抑制にあらゆる課程で関わっている。ポリフェ
ノールなどの動脈硬化抑制の役割を明らかにするとともに、病気の発症を予防する食環境を探求し、生活習慣
病を発症させない食生活を構築する。
（共同研究の可能性）
・抗動脈硬化作用を有する食品の研究
・ヒトを対象とした食品の機能性に関する研究
・遺伝子多型を基にしたテーラーメード食事療法に関する研究

◆メッセージ
食物と人体の関係の研究に興味のある学生諸君の来訪を待っています。
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氏名： 近藤 讓
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 学士 ( 音楽 )(1972 東京芸術大学 )
専門分野： 作曲、音楽理論
E-mail： jk@cc.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

作曲／音楽学
Composition ／ Musicology

◆主要業績										

総数（4）件

・
《長短賦》
（ピアノ独奏曲）
・
《空の空》
（バス・フルート、ヴィオラ、チェロ、ピアノのための四重奏曲）
・イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館（米国、ボストン市）主催による自作品特集演奏会（演
奏は、ボストンのカリサンピアン／コンソート）。
・招待講演「The Art of Being Ambiguous」( ケルン大学現代音楽研究所）

◆研究内容

／

Research Pursuits

作曲の実践的研究、及び、現代音楽についての美学

Musical composition, and aesthetics of contemporary

的研究。

music.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

近現代の西洋音楽理論。

Music theories in western modern music.
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氏名： 近藤

敏啓

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 工学（博士）（1993、東京工業大学）
専門分野： 電気化学、界面物理化学、自己組織化
E-mail： kondo.toshihiro@ocha.ac.jp
URL： http://ana4.chem.ocha.ac.jp/~kondo/

◆研究キーワード

／

Keywords

自己組織化／ナノ界面／放射光利用表面Ｘ線散乱／電気化学／単結晶電極
Self-Assembly ／ Nano-interface ／ Surface X-ray Scattering Using SR Light ／ Electrochemistry ／
Single Crystal Electrode

◆主要業績										

総数（3）件

・T. Kondo, S. Takakusagi, K. Uosaki, "Stability of Underpotentially Deposited Ag Layers on a Au(111)
Surface Studied by Surface X-ray Scattering", Electrochem. Commun., 11(4), 84-87 (29).
・T. Kondo, K. Tamura, S. Takakusagi, K. Kitamura, M. Takahasi, J. Mizuki, and K. Uosaki, "Partial
Stripping of Ag Atoms from Silver Bilayer on a Au(111) Surface Accompanied with the Reductive
Desorption of Hexanethiol SAM", J. Solid State Electrochem., 13(
・N. Umezawa, M. Tsurunari, T. Kondo, "Electrochemical Atrazine Detection Using Au(111) Electrode
Modified with Self-Assembled Monolayer of Mercaptoquinone", Chem. Lett., 38(8), 766-767 (29).

◆研究内容

／

Research Pursuits

電極／溶液界面における電子移動反応は、厳密に基

It is very important to study the electrochemical

礎的に理解し、燃料電池やバイオセンサといった次

reaction not only for the fundamental surface

世代ナノテクノロジーに応用していくためには、電

science but also for the applications related to

気化学活性界面を高い空間分解能／時間分解能で知

nanotechnology. Surface X-ray scattering (SXS)

る必要がある。シンクロトロン放射光利用表面Ｘ線

technique using synchrotron radiation is one of the

散乱（Surface X-ray Scattering; SXS）法を利用して、

most promising methods to investigate the interfacial

.1 nm オーダーという非常に高い空間分解能で電気化

structure with ultra-high spatial resolutions in situ.

学活性界面の三次元構造をその場決定する事に加え、
時間分解能が低いというこれまでの SXS 法の欠点を、
装置（光源、入射波長の選択）や電気化学セルの工

In this year, we determined the static structure and
discussed dynamics of surface structure change of
Au(111) and Au(100) single crystal electrodes during
oxidation/reduction reaction cycle measured in a

夫によって克服し、電気化学活性界面の構造ダイナ

sulfuric acid electrolyte solution using a specially

ミクスを高い時間分解能で測定／解析する事を目的

designed electrochemical cell. In this year, in situ

としている。平成 2 年度は、Au(111)、Au(1) 表面に

structural study on Au(111) and Au(100) single

形成した酸化膜二重構造を高精度に決定し、ダイナ

crystal electrodes was carried out. At both single

ミクスに挑戦した。

crystal electrodes, bilayer of surface oxide formed

また、燃料電池のカソード触媒として利用される白

and structure of the interface was determined in

金量低減化を目的として、金単結晶表面に白金を単

details.

原子層電析した電極において、高効率な酸素還元反

On the other hand, as an aim of Pt reducing at a

応を実現した。

cathode in the fuel cell, Pt monolayer was deposited
on the Au single crystal surfaces and high catalytic
activity for oxygen reduction reaction was achieved
at these modified electrodes.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

分子分光法（学部３年）
：昨年度までの「分子分光学」

Methods of Molecular Spectroscopy (B3): This

と「機器測定法」を合わせた科目である。まず分子

subject is summation of Molecular Spectroscopy and

分光についての基本的な部分を量子力学から講義し、

Methods of Experimentals, which were opened from

その後化学の分野で一般的に用いられる機器分析法

last year. As a first, the fundamental phenomenon

を理解し、これらに共通して必要な基礎事項、測定

about spectroscopy was lectured based on the

機器使用時のマナー、化学反応や物理現象からセン

quantum dynamics. After that, in order to understand

サにより得られる信号の取り扱いなどを、主に発表

the methods of instrumental measurements in

／討論形式で行った。

the chemistry field, general fundamentals for

電気化学（学部４年（卒論生）
）
：当研究室において

instrumental measurements and operation of the

必須の電気化学について、基礎的な事項から機器の

signals from the sensor were discussed. This lecture

取り扱い／実験操作まで完璧に理解するよう指導し

was carried out in a seminar style.

た。また、電極表面修飾剤としてアルキルチオール

Electrochemistry (B4): Electrochemical methods

類の合成、自己組織化単分子層の形成／脱離、及び

were completely explained and electrochemical

機能評価についても指導した。

experiments were carried out for the bachelor thesis.
Seminar in Interfacial Chemistry (M1, M2): This
lecture was carried out in a seminar style. Today’ s
topics for interfacial chemistry were discussed.

◆研究計画
電気化学活性界面（電子移動を伴う電極／溶液界面）を厳密に理解し、燃料電池やバイオセンサといった次世
代のナノテクノロジーへと応用していくためには、構造が原子／分子レベルで制御された界面で電子移動反応
を行い、反応が起こっているその場で高い空間分解能／時間分解能で界面構造を知る必要がある。この指針を
元に、
「自己組織化を利用した界面ナノ構造制御」と「界面ナノ構造その場追跡法の開発」について推進していく。

◆メッセージ
我々の生活の中では、燃料電池、バイオセンサ、化粧品／繊維など、すでにいろいろなところでナノテクノロ
ジーの技術が使われています。より豊かな社会生活にするため、そして次のノーベル化学賞を目指して、一緒
に環境にやさしいナノテクノロジーの研究をするために、ぜひ、お茶の水女子大学に来てください。
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氏名： 近藤

恵

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 助教
学位： 博士（理学）（1995
専門分野： 自然人類学

東京大学）

E-mail： kondo.megumi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

人類進化／自然人類学／年代測定／化石骨／ジャワ原人
Human evolution ／ Physical anthropology ／ Dating ／ Fossil bone ／ The Java man

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．化石骨の年代測定学・年代判定学：化石骨試料

１．Dating of fossil bones；Measure contents of

に含有される少量・微量元素を調べることにより、

minor or trace elements contained in fossil bones to

それらの年代測定または間接的な相対年代判定を行

determine the absolute age or discriminate the fossil

う。

bearing layers.

２．ジャワ原人の編年および変遷史：インドネシア

２．Chronology and palaeoanthropology of the

のジャワ原人に関する遺跡の地質学的調査を行い、

Indonesian fossil hominids；Examine the history of

各種試料の年代分析をすることにより、化石骨の編

the Java man by geological survey of the site and

年を行う。またそれにより、人類進化の様相を考察

chronological analyses of several kinds of specimen.

する。

３．Chronology and palaeoanthropology of the

３．日本の旧石器時代の人類の編年および変遷史：

Japanese Palaeolithic hominids；Determine the age

日本の旧石器時代の人類とされる化石骨について、

of the Japanese “Palaeolithic” hominids by absolute

年代測定または年代判定を行い、それらの編年を行

or relative dating to examine the origin of hominids

うことにより、日本列島の人類の由来について考察

of the Japanese archipelago.

する。

４．Improvement of the pretreatment of fossil bone

４．放射性炭素年代測定における分析試料の前処理：

samples for carbon 14 dating；Aim for much higher

化石骨試料の化学的処理について再検討し、高精度

accuracy of dating.

な分析を目指す。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

人間の形態を見る目と表現する方法を修得する目的で、「人体計測学演習」を担当する。具体的には人体寸法
計測ができるようになり、計測した人体寸法データの処理ができるようになることを目標とした演習である。
解剖学的特徴点の同定のしかた、それを理解するために必用な基礎的な解剖学の知識、被験者に対する配慮の
しかた、マルチン式人体計測器の取り扱い方、計測結果の取り扱い方、計測誤差の評価のしかたについて演習
する。計測者として被験者への接し方、補助者としてやるべきことについても教育する。

◆研究計画
ジャワ原人関連の資料について年代分析を進めることにより、アジアに留まらず、人類進化の様相がより明確
になっていくと期待される。また、特に日本の資料については、従来よりも精度の高い分析が可能になってき
たことにより、試料の処理方法がより重要になっていることから、当研究室で進めている前処理法の研究がさ
らに重要視されつつある。より精密な年代分析を必要とする資料を取り扱っている研究者と共同研究ができれ
ば、当研究室での成果が生かせると考える。

◆メッセージ
自然界において「ヒト」という生物はどのように形成されてきたのか、そしてどのような特性を持つに至ったか、
など、科学的に考えてみたい方々に、興味深い研究分野です。自分自身がどのような生物であるか、理解を深
めてみませんか。
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氏名： 近藤

るみ

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 講師
学位： 博士（理学）（1993 総合研究大学院大学）
専門分野： 分子進化学、実験集団遺伝学
E-mail： kondo.rumi@ocha.ac.jp
URL： kondo.rumi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

適応進化／嗅覚・味覚／ショウジョウバエ／ゲノム解析
adaptive evolution ／ olfaction /taste ／Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ／ genome analyses

◆主要業績										

総数（1）件

・Seasonal changes in the long-distance linkage disequilibrium in Drosophila melanogaster.J Hered. 21
Jan-Feb;11(1):26-32.

◆研究内容

／

Research Pursuits

ショウジョウバエ 8 種の嗅覚・味覚受容体遺伝子群

Expression analysis of 8 Drosophila olfactory and

の発現解析

gastatory receptor gene family.

外界の化学刺激を受容する、味覚受容体と嗅覚受容

The olfactory receptor (Or) and gustatory receptor

体は、非常に大きな遺伝子群を形成している。動物

(Gr) multigene families gives animals the ability to

の中でも、ショウジョウバエはこれらの遺伝子数が

smell and taste various chemicals in the environment.

各々約 6 個と少なく、また、各遺伝子間の配列の違

We

いが大いために、パラログとオーソログの区別がしや

of gene loss and gain, divergence, in the entire

すいという特徴がある。生命情報学的に得られたシ

repertoire of 70 Gr genes in 12 Drosophila species.

ョウジョウバエ１２種の嗅覚・味覚受容体遺伝子の

In this study, we created a specific oligo-microarray

うち、８種（D. melanogaster, D. sechellia, D.yakuba,

for the Or and Gr genes of 8 Drosophila species

D.erecta, D.ananassae, D. persimilis, D. willistoni, D.

(D. melanogaster, D. sechellia, D.yakuba, D.erecta,

virilis) について、それらの配列の特異的なプローブ

D.ananassae, D. persimilis, D. willistoni, D. virilis) and

を搭載したカスタムオリゴマイクロアレイを作成し、

examined the expression level of each gene in adult

成虫雄における発現を調べた。これにより , 食べ物や

male flies of each species. As a result we showed

生息場所が異なるショウジョウバエ種間で発現する

how the OR and GR repertoir differ between species

嗅覚・味覚受容体のレパートリーがどのように異な

with different ecological needs.

るかを明らかにした。
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ｈ ave previously investigated the pattern

◆教育内容

／

Educational Pursuits

1. 学部 :

1.Undergraduate course：

生物学科必修科目の基礎遺伝学、生物学実習 I を

For “Basic Genetics” , I lectured on the basic issues

分担で担当。基礎遺伝学では集団遺伝学や量的形質

on Population Genetics and Genetics bases of

の遺伝学を取り上げた。選択科目の進化遺伝学、基

complex inheritance. For “Evolutionary Genetics” I

礎遺伝学実習、生物学演習を担当。進化遺伝学では、

lectured the basic issues on Evolutionary Genetics,

講義の他、DNA やアミノ酸配列の進化の特徴や、分

especially focusing on the phylogenetics approach

子系統学的手法を学ぶコンピューター解析の演習を

of studying evolutionary genetics. Also, I used the

行った。

computer class room to teach the basic issues on

2. 大学院 :

molecular evolution hands on. Two laboratory

集団遺伝学、集団遺伝学特論では、Fundamentals of

courses were taught: “Biology lab. I” , “Basic Genetic

Molecular Evolution の輪読と最新の論文の講読を行

lab.”

った。遺伝カウンセリングコースの特設集団遺伝学

2.Graduate course:

で は、Genetics in Medicine (7th Ed) の 8,9,1,2 章 の

Recent research articles concerning each student’’

講読及び、関連分野の講義、論文紹介を行った。分

s interest were discussed in 2 classes, “Population

子進化学では、DNA やアミノ酸配列解析の基本的

Genetics” and “Advanced course in Population

手法について、講義と演習を行った。その他、女性

Genetics” . In “Population Genetics for Genetic

リーダー育成プログラムの「生命情報学を使いこ

Counseling” , we read Chapter 8,9,10,20 of Genetics

なせる女性人材の育成」
、
「雇用環境モデルの構築

in Medicine (7th Ed.) and discussed about the related

（COSMOS)」
、
「統合データーベース」
、
「FD」」、「LA」

topics through reading research papers.

の事業に関わった。
Other:
I also took part in the educational projects such as
“Bioinformatics Program” ,” COSMOS project” ,
“Database project” , “Faculty development” , and “LA”
.

◆研究計画
本研究室で確認された、ショウジョウバエの味覚・嗅覚受容体遺伝子の発現パターンの違いについて、特に発
現量に特徴的な違いが見られたものについては、別の実験手法によって確認する。さらに、遺伝子の上流配列
を含めた領域の配列の解析をもとに、タンパク質発現量の変化の原因となる配列の変化やその結果受ける進化
的な力の変化などについて、分子進化学的な解析を行いながら考察する。
共同研究のテーマとしては、感覚系遺伝子とその発現量の多様性と進化及びミトコンドリアＤＮＡの遺伝様
式と分子進化等が挙げられる。
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氏名： 今野 美智子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1974

東京大学）

専門分野： 物理化学、構造分子科学、構造生物学
E-mail： konno.michiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

核酸 RNA ／タンパク質の反応機構／タンパク質の立体構造／タンパク質のフォールディング機構／アミノア
シル -tRNA 合成酵素
nucleic acid RNA ／ reaction mechanism of enzyme ／ hree-dimensional structure of protein ／ folding
mechanism of protein ／ aminoacyl-tRNA synthetase

◆主要業績										

総数（3）件

・M. Konno, T. Sumida, E. Uchikawa, Y. Mori, T. Yanagisawa, S. Sekine, & S. Yokoyama, Modeling of tRNAassisted mechanism of Arg activation base on a structure of Arg-tRNA synthetase, tRNA and an ATP analog
(ANP). FEBS J. 276, 4763-79 (29).
・Y. Kawaguchi-Murakami, N. Fukutsu, T. Kajiro, T. Araki, T. Murakami, T. Kawasaki, N. Kishi & M. Konno,
A prediction system of oxidation reaction as a solid-state stress condition: applied to a pyrrole-containing
pharmaceutical compound, J. Pharm. Biomed.
・G. Saito, Y. Yoshida, H. Murofushi, N. Iwasawa, T. Hiramatasu, A. Otsuka, H.Yamochi, K. Isa, E. Mineo, M.
Konno, T. Mori, K. Imaeda, & H. Inokuchi, Preparation, Structures and Physical Properties of Tetrakis(alkylthio)
tetraselenafulvalene (TTCn-TSeF, n =

◆研究内容

／

Research Pursuits

アミノアシル -tRNA 合成酵素の酵素反応について新

I obtained new information for enzymatic reaction on

たな知見を得た。Arg-tRNA、Gln-tRNA- と Glu-tRNA

aminoacyl-tRNA synthetases. The mechanism that the

合成酵素のみ，対応する tRNA の助けにより ATP-PPi

cognate tRNA is required in the ATP-PPi exchange

交換反応が起こる現象についてこれまで説明がなさ

reaction on only Arg-tRNA, Gln-tRNA and Glu-tRNA

れなかった。パイロコッカスホリコシ由来 ArgRS、

synthetases, remained to be not solved. I determined

tRNAArg(CCU) と ATP アナログの複合体の結晶構造

the crystal structure of Pyrococcus horikoshii Arg-

を基に、新たに得られた ArgRS 上での ATP の位置の

tRNA synthetase (ArgRS) bound tRNA(Arg,CCU)

分子科学的知見から、分子モデルを構築し、低ｐ H

and ATP analog. On the basis of newly obtained

で は、tRNA の A76 の 2’ -OH と Arg の カ ル ボ キ シ

information about the position of ATP on ArgRS, I

ル 基 の 間 の 水素結合が、Arg-AMP の形成反 応 と 逆

constructed the structural model for a mechanism in

のピロフォスフォリシス反応を促進する機構を示し

which the formation of hydrogen bond between 2’

た。更に、高い PH では、Arg の側鎖がサイクリッ

-OH of A76 of tRNA and the carboxyl group of Arg

クなコンフォメーションを持つ Arg-tRNA が ArgRS

facilitates the formation reaction of Arg-AMP and

に結合することを示した。これらの結果は、FEBS J

pyrophospholysis reaction at low pH. I also indicated

276 4763-4779(29) で報告した。更に、酵母菌由来

that ArgRS has binding affinity for Arg-tRNA with

ArgRS がトランスクリプト tRNA(Asp) をアルギニル

cyclic-form of Arg moiety at high pH. These results

化 す る 興 味 あ る 報 告 か ら、tRNA(Asp) と tRNA(Arg)

were reported thepaper FEBS J. 276 4763-4779

の立体構造を基に tRNA(Asp) の変異体のモデル構築

(2009). From the interesting report that ArgRS in

を行い、ArgRS の結合サイトとアンチコドンの塩基

vitro arginylates non-cognate transcript tRNA(Asp),

との相互作用について調べた。

I constructed the model of tRNA(Asp) mutant on the
basis of structures of tRNA (Asp, GUC) and tRNA(Arg,
CCU)and investigated the interaction between the
bases of anticodon and binding sites of ArgRS.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

21 年度から文理融合リベラルアーツで生命と環境５：

I h a d o n e o f l i b e r a l a r t s p r o g r a m s ‘ l i f e and

生命と環境を担当した。この授業では、
「21 世紀に

circumstances5’ for new students. In this lecture, the

託された問題」として「生命の起源と地球環境（温

origin of life and global warming was explained as

暖化）
」について講義した。生命の起源では、科学的

problems, which should be solved on 21th century,

視点で、宇宙の始まりから太陽系の成り立ち、地球

in addition of experiment. I had lectures of ‘physical

上の生命誕生についての問題について話した。化石

chemistry IV’ and a lecture ‘special chemistry

燃料の使用による二酸化炭素の増加に伴う地球の温

seminal II’ . I guided an elementary chemistry

暖化の問題を資料に基づいて詳しく話した。また、

experiment for second-years student and physical

ノーベル賞を含めた最近の生命科学の分野の進展と

chemistry experiment for third-years students. For

女性研究者の状況についても説明した。

students of master course I had a lecture ‘protein

大学院の必修科目「理学総論」では、地球の温暖化

crystallography’ and in a lecture ‘introduction of

について講義した。

science’ , I also discussed the problem of global

学部の授業として例年担当する化学の専門授業、物

warming.

理化学 IV、結晶化学の講義と、2 年化学基礎実験、3
年化学専門実験を受け持った。化学科教員全体で行
う化学特別ゼミ II、化学演習１、II を行った。大学院
授業として、蛋白質結晶学、構造生物化学演習を担
当した。

◆研究計画
タンパク質と核酸の塩基の結合機構に関する主な研究の１つとして、アミノアシル -tRNA 合成酵素と基質
tRNA の研究がある。tRNA が結合したアミノアシル -tRNA 合成酵素の複合体の立体構造は、６種類のクラス Ia
では Met-tRNA 合成酵素を始めすべてにおいて複合体の結晶構造が報告された。しかし、統一的な tRNA の塩
基の認識機構に付いて説明がなされていない。更に、クラス II に属する Asp の tRNA がクラス Ia の Arg-tRNA
合成酵素によりアルギニル化される興味ある報告があり、tRNA の結合についてクラス I とクラス II が統一的
に説明される可能性がある。今後は、モデリングにより塩基の識別を論ずる方向に向かう。また、水溶液にお
ける分子間相互作用について、結晶構造で観測されるタンパク質の基質の結合は、結晶化の影響を受けている。
今後、結晶の立体構造を基に、水溶液中における基質の結合についてモデリング構築が行われる。

◆メッセージ
21 世紀に残された問題、
「生命の起源」と「地球の温暖化」の問題は、若者に託されています。日本のテクノ
ロジーは省エネルギー化で世界に貢献してきました。若年層の減少にともない、社会を支える女性の役割が益々
大きくなります。女子高校生、科学に進出し、日本のテクノロジーを共に支えましょう。
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学位：
専門分野：
		
E-mail：
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坂元 章
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教授
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◆研究キーワード

／

Keywords

メディア／心理学／テレビ／テレビゲーム／インターネット
Media ／ Psychology ／ Television ／ Video games ／ The Intenet

◆主要業績										

総数（24）件

・Anderson, C., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Sakamoto, A., Rothstein, H. R., Bushman, B. J., Saleem,
M., & Barlett, C. P. (21) Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in
Eastern and Western countries: A meta-analyt
・Gentile, D. A., Anderson, C. A., Yukawa, S., Ihori, N., Saleem, M., Ming, L. K., Shibuya, A., Liau, A. K.,
Khoo, A., Bushman, B. J., Huesmann, L. R., & Sakamoto, A. (29) The effects of prosocial video games on
prosocial behaviors: International evidence
・Ye, S. Y., Uru, K., Akasaka, R., & Sakamoto, A. (29) Characteristics of mobile phone e-learning systems
in Japan. International Journal for Educational Media and Technology, 3(1), 68-8.
・Omi, R., Sakamoto, A., Adachi, N., Ando, R., Akiyama, K., Kimura, F., Kashibuchi, M., Naito, M.,
Takahira, M., Sakamoto, K., Suzuki, K., Kato, S., Sakamoto, T. (29, 9) Causal relationships between
media use and information literacy: A three-wave panel s
・坂元章（監修）ＮＴＴドコモ・サービス（制作）(29, 4) [ スライド、冊子、ビデオ ] ケータイ安全教
室 ? トラブルに会わないために いま、しなければならないこと ?（小学生用、中学生・高校生用、教員用、
保護者用）ＮＴＴドコモ

◆研究内容

／

Research Pursuits

従来、
「メディアと人との関わり」を研究課題として

My research interests are in relationships between

いるが、29 年度もそうした研究を進めるとともに、

media and people, and in the fiscal year of 2009, I

その成果を、論文や学会発表などによって報告した。

have still conducted some studies on this issue and

著名な国際誌に発表した共著論文もある。29 年度、

presented articles where their findings are reported

とくに力を入れた研究は、日本学術振興会科学研究

with my coresearchers. Some articles have been

費補助金に基づくテレビ暴力シーンの影響に関する

published in famous journals. The studies I made the

研究と、三菱総合研究所と共同して進めているケー

greatest efforts for in this fiscal year were research

タイ使用といじめに関する研究である。共同研究者

on the effects of violence scenes in television and

とともに子どもに対する大規模な調査を実施した。

research on the use of cell phones and bullying.

この他、情報リテラシーやメディア・リテラシー教

Coreseachers and I conducted large size surveys

育の教材の開発に協力するなどの仕事を行った。

toward children for these studies. In addition, I
contributed to the development of some teaching
materials of information literacy and media literacy.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

従来、学部および大学院において、社会心理学に関

I have some classes on the field of social psychology

する授業を担当しており、その領域の研究、理論、

for graduate and undergraduate school students,

方法などの指導を行っている。卒業論文、修士論文、

and I have been teaching them its research, theories,

博士論文の研究においては、メディアに関するテー

methods, etc. In addition, most students belonging

マを持つ学生が多く、その分野の指導を行っている。

to my laboratory study issues on media to make their

例えば、29 年度の卒業論文のテーマを挙げると「ウ

bachelor’’ s, master’’ s, and doctoral theses, and

ェブ日記執筆が精神的健康に及ぼす影響」
「コンピュ

therefore I have been engaging in the guidance of the

ータ・コミュニケーションが反社会的態度に及ぼす

field. For example, as to the fiscal year of 2009, the

影響」であった。また、特別教育研究経費「リスク

titles of bachelor’’ s theses were

社会に対応したコミュニケーションシステムの開発」

“The influence of Web diary writing on mental

プロジェクトの一環として、協力者とともに、ｅラ

h e a l t h” a n d “ T h e i n f l u e n c e o f c o m p u t e r

ーニングを活用した授業と、メディア分析法の授業

communication on anti-social attitudes.” In addition,

を、協力者とともに開発し実践を行った。

in the “Communication System Development” project
of Ochanomizu University, I designed the class with
e-learning systems and the class of media analysis
methods and actally conducted these classes toward
undergraduate students with some co-educators.

◆研究計画
現在、メディアの心理学的研究について、いくつかのテーマに関する研究を進めているが、今後は、それぞれ
の研究を充実させるとともに、この分野の研究の活性化や、その「メディア心理学」という一つの研究領域と
しての確立に尽力したい。
その一方で、メディアに関する現実的な問題に取り組むためには、他の分野や専門との連携が重要であり、
それゆえ、共同研究にも意欲的に取り組みたいと考えている。

◆メッセージ
「メディアと人間の関わり」について知りたい方は、少し以前のものですが、
「メディアと人間の発達」（学文社、
坂元 章編、23 年）をご参照ください。とくにテレビゲームについては、「テレビゲームと子どもの心」（メタ
モル出版、坂元 章、24 年）をご覧ください。
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職名： 教授
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◆研究キーワード

／

Keywords

社会意識／文化／家族・ジェンダー／メディア・コミュニケーション

◆主要業績
・
「洋装化と女性雑誌 ?? 戦前の関与について」『人文科学研究』第 6 巻 p.123-134、21 年 3 月
・” Womens and Mens Magazines & Gender Norms as Seen in Questionnaire Results” , Proceedings:
Science of Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society” Ochanomizu University
Global COE Program 9, march,21,p.87-92

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．明治維新からの女性の洋装化の歴史的過程と、それに対する女性雑誌の関与について分析し論文とした。
２．前年度おこなった首都圏の 2-49 才の男女を対象とした外見と格差との関係についてのランダムサンプリ
ングによる計量調査から、女性雑誌とジェンダー規範意識との関係を再検討し、英語論文として発表した。女
性雑誌は、しばしば、ジェンダーをめぐる規範の普及、内面化に関与していると考えられているが、女性雑誌
を読むことが、性役割規範の意識と関係しているとはいえないことが判明した。
３．Ｊ．バトラーのパフォーマティビテイの概念について再検討をおこなった。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部のゼミでは、各自のテーマ発表とともに、社会学の分析方法を具体例を通じて広く学び、理論との接合に
ついて議論するため、
インタビュー調査による分析をおこなった E. ホックシールド『セカンド・シフト』を読み、
議論した。
大学院では、発表のほか、前期はアリエスの『子どもの誕生』を購読、後期は各自のテーマにもとづいた文
献発表をおこない議論した。
このほか、卒論の個人指導・共同指導、修士論文共同指導、博士論文審査を担当した。この年は、１本の卒
業論文審査、５本の修士論文審査、博士論文では、主指導１本、副指導として審査を３本担当し論文の指導・
審査をおこなった。

◆メッセージ
現代社会では、さまざまな情報が氾濫しています。いかに情報を集め、その良否を確かめ、自分で考え、自分
の言葉で語っていくか。私の授業が、そうしたことを、学んでいける場になればと思っています。
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◆研究キーワード

／

Keywords

二次代謝／分子進化／フラボノイド／ベタシアニン／転写制御
Secondary metabolism ／ Molecular evoluition ／ Flavonoid ／ Betacyanin ／ Transcriptional control

◆主要業績										

総数（15）件

・Yamagami,A., Nakazawa, M., Matsui, M., Tujimoto, M., Sakuta, M., Asami, T. and Nakano, T.
Chemical genetics reveal the novel transmembrane protein BIL4, which mediates plant cell elongation
on brassinosteroid signaling. Biosci. Biotechnol. Biochem. 7
・Takahashi, K., Takamura, E. and Sakuta, M.
Isolation and expression analysis of two DOPA dioxygenases in Phytolacca americana. Z.
Natureforsch. 64c:564-573. (29)
・作田正明 ナデシコ目はなぜアントシアニンを合成しないのか ? アントシアニン生合成の進化 ?
植物の生長調節 44: 49-55. (29)
・Yoshida, K., Iwasaka, R., Shimada, N., Ayabe, S., Aoki, T. and Sakuta, M.
Transcriptional control of dihydroflavonol 4-reductase multigene family in Lotus japonicus. J. Plant
Res. in press.
・Yoshida, K., Wakui, E., Kume, N., Nakaya, Y., Yamagami, A., Nakano, T. and Sakuta, M.
Comparative analysis of the triplicate proathocyanidin regulators in Lotus japonicus. Plant Cell
Physiol. in press.

◆研究内容

／

Research Pursuits

植物ゲノムの特徴の一つとして、遺伝子の多重性が

Leguminous plants have many paralogous genes encoding
enzymes in flavonoid biosynthetic pathway. Duplicated

挙げられる。マメ科植物ではフラボノイド合成に関

genes are predicted to contribute to production of
various flavonoid compounds and creation of diversity
of legumes. Here we identified the gene duplication
occurred in transcription factors regulating flavonoid
biosynthesis in the model legume Lotus japonicus. Three
copies of homologues of Arabidopsis thaliana TT2, a MYB
transcription factor that regulates the proanthocyanidin
biosynthesis, were present in L. japonicus genome.
Organ specificities and stress responsibilities differed
among three L. japonicus TT2s, and correlations of
proanthocyanidin accumulation and expression levels of
all LjTT2s was observed during seedling development.
Moreover, three LjTT2s functionally complemented
AtTT2 in transient expression experiments in A. thaliana
leaf cells. The different reporter activity caused by LjTT2a
was consistent with the branching pattern of phylogenetic
tree. These results suggest that LjTT2 factors diversify
functions in their expressing tissues, and in particular,
LjTT2a is predicted to evolve flexibility of interacting
property to other transcrption regulators in order to
resist environmental stresses.

与する酵素群は多重遺伝子族を形成しており、その
背景には種々の要因に応答する複雑な転写制御ネッ
トワークの存在が推察される。近年、種々の植物に
おいて、フラボノイド合成に関与する転写調節因子
(MYB、bHLH、WD4 タンパク質 ) が単離され、特性
解析がなされている。当研究室では、これまでにマ
メ科モデル植物であるミヤコグサより、プロアント
シアニジン合成に関与するとされるシロイヌナズナ
の MYB 型転写因子 TT2 のホモログ LjTT2-a、-b、-c
を単離し、これらがゲノム上でタンデムに配列し多
重遺伝子族を形成することを見出した。3 つの LjTT2
はすべて、TT2 と同様にシロイヌナズナの BANYULS
(BAN)、dihydroflavonol 4-reductase (DFR) のプロモ
ーターを活性化するものの、器官の違いやストレス
の負荷に応じた発現パターン、TT8、TTG1 との相互
作用において三者の間で違いが見られることから 3
つの LjTT2 はそれぞれ機能分化している可能性を示
唆した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

2009 年度は、大学院および学部において、それぞれ

In 2009, I conducted two classes each in

2 つの授業を行った。授業の内容としては、植物生

undergraduate and graduate courses. The course

理学、植物生化学といった基礎生物学から代謝工学、

contents include both basic biology such as plant

遺伝子組換え植物といった応用生物学までの広い範

physiology or plant biochemistry and applied biology

囲を扱った。特に植物バイオテクノロジーに関して

for instance metabolic engineering, GMO (gene

は、その背景となる基礎研究を解説し、理解させる

modified organisms). I have tried to make classroom

ことにより、学生に基礎生物学研究の重要性を認識

coursework easier to understand and get my teaching

してもらうように努めた。授業では、学生にわかり

across to all students attending. A Ph.D., five master

やすく、受講者全員が授業内容を理解できるよう心

and two undergraduate students have worked in lab

掛けた。また研究室では、博士課程後期 1 名、博士

under my supervision.

課程前期 5 名、学部 2 名の学生の研究指導を行った。

◆研究計画
高等植物の特徴の一つに多様な二次代謝の存在が挙げられる。我々は、この二次代謝を指標として、植物の環
境や分化に応答した遺伝子発現の制御機構、さらには植物の進化を遺伝子レベルで解析することを試みている。
環境や分化に応答した二次代謝系遺伝子の発現の背景には、複雑かつ正確な転写ネットワークの存在が予測さ
れる。こういった種々の要因に応答した複雑な遺伝子発現ネットワークの実態を解明することは、生体の統合・
制御機構を理解するうえで極めて重要であると考えられる。さらに応用面では、この研究は、遺伝子組換え植
物の作出において、目的遺伝子を、好きな時に、好きな状況下で、好きな場所に発現させるための基礎技術に
直結するものである。

◆メッセージ
私たちは、
「花の色」を指標として、植物の分化や環境に応答した遺伝子発現の制御機構、さらには植物の進
化を遺伝子レベルで解析するという研究を行っています。「花の色」に代表される植物色素は、紫外線や温度
（低温による紅葉の誘導）により合成が促進され、生合成系の遺伝子群が誘導されることから、植物の環境応
答の有効なモデル系です。また、深紅の花でも色素が合成・蓄積されるのは表皮の細胞一層のみで内部は白色
（リンゴやサツマイモの切り口と一緒です。
）であることから分化の指標として優れています。さらに、花の色
は受粉を助ける昆虫や種を運ぶ鳥たちと共に進化してきたといわれており、花色の合成系の遺伝子解析により、
植物の進化をうかがい知ることができます。このように、私たちの研究は、生物学のきわめて基礎的な部分に
着目したものですが、見方を少し変えると最近話題の「青いバラ」に象徴される、植物バイオテクノロジーの
基盤技術でもあります。
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氏名： 佐々木

泰子

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士（1978 お茶の水女子大学）、 人文科学修士（1993
専門分野： 日本語教育、日本語学

お茶の水女子大学）

E-mail： sasaki.yasuko@cc.ocha.ac.jp
URL： http://jsl2.li.ocha.ac.jp/kyookanHP/sasa.html ／ http://yasukosasaki.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

談話分析／会話分析／接触場面／コミュニケーション／文化
discourse analysis ／ conversation analysis ／ contact situation ／ communication ／ culture

◆研究内容

／

Research Pursuits

「言語と文化とコミュニケーションの関わり」を研究

My current research is primarily concerned with the

課題としており、日本語の話し言葉及び書き言葉の

disciplines of discourse analysis. I am concerned to

ディスコースに関する研究を行っている。

explain the characteristics of the Japanese written

2009 年度は多人数による会話の場面における参加者

and spoken discourses.

の合意のプロセスを明らかにするために、データ収

In the academic year 2009, the main focus of

集を行った。

attention of my research was set on the interaction
of individuals in the experimental multi-participants’
discussion situations in order to analyze how they
negotiate and reach an agreement.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

【学部】

In the undergraduate program, I taught a Japanese

留学生を対象とした授業では、新聞記事を取り上げ、

language classes for international students and a

現在の日本に関する知識を得るとともに、多様なメ

teachers’ training course of Japanese as a second

ディアの文章を批判的に読む力の習得をめざした。

language. My classes were designed to develop

また日本語日本文化研修留学生を対象とするクラス

the ability of the interaction with multicultural

では、1 年間の研修のまとめとして修了レポートを書

participants.

くという課題をプロジェクトワークを通して達成す

In the graduate program, I taught the methodology

る。

of discourse analysis and conversation analysis.

日本語教育基礎コースの授業では、将来日本語教師

Based on the alternative methods, students were

を目指す学生を対象に、日本語を母語とする人と日

asked to describe their interactions with their

本語を母語としない人のより良いコミュニケーショ

friends and neighbors and to investigate how people

ン場面をデザインする方法について実践を通して学

negotiate and reach an agreement.

ぶ。
【大学院】
大学院生を対象としたクラスでは、談話分析・会話
分析について実際にデータの収集・記述を通して学
びつつ、文献講読を通して談話分析・会話分析への
理解を深める。指導学生のテーマは、例えば、勧誘・
断りなどの言語行動に関する対照研究や発話の分り
にくさ、スピーチレベルシフトなどの話し言葉に関
するものと作文に現れた引用や接続詞の使用などの
書き言葉の研究がある。

◆研究計画
同一文化内のコミュニケーションだけでなく異文化間のコミュニケーションの実態を明らかにすることを通し
て、多文化共生社会に資するコミュニケーションのあり方についての考察を行う。対象を２者間の会話のみで
なく今後ますます社会的要請が期待される多人数による会話において合意の形成がどのように行われるのかに
ついて、同文化間、異文化間、それぞれの特徴を明らかにし、その成果を幼児から大学生までのコミュニケー
ション能力の発達モデルの開発、大学での学習を支える日本語表現能力育成カリキュラムの開発に反映するこ
とを目指す。

◆メッセージ
日本社会の多文化化に伴い、私達はコミュニケーションスタイルの異なる人たちとコミュニケーションをする
機会が今後ますます増えていくことが予想されます。そのような社会にあって言語の果たす役割はこれまで以
上に重要になると言えるでしょう。
また私たちのコミュニケーションには対面の会話だけではなく、電話による会話、携帯メールやインターネ
ットを媒介としたチャットなど様々な手段が考えられます。皆さん自身や周りの人たちの言語行動を分析する
ことを通して、言語を用いて私たちはどのようにコミュニケーションを成し遂げているのか、それらは文化背
景の違いによって異なるのかなどについて一緒に考えてみませんか。
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氏名： 佐治 由美子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 講師
学位： 修士 ( 家政学、お茶の水女子大学、1982)
専門分野： 保育学
E-mail： saji.yumiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

保育／実践研究／省察／身体／保育者養成
Hoiku ／ Study in the Field of Childcare ／ Reflection ／ Body as Plasticity ／ Students Nurturing for
Childcare

◆主要業績
・透明なキャンバスに描く ? ３歳未満児の対話的保育の実践報告 (1)、中澤智子・佐治由美子、日本保
育学会第 62 回大会発表論文集、29、p643
・
『ガラス絵』から見えるもの、佐治由美子、幼児の教育 18-4 お茶の水女子大学「幼・保・大」連携
研究の試み (28)、フレーベル館、29、pp5-59
・さまざまな現場にある保育者の共同省察、佐治由美子・猪本こを、幼児の教育 18-12 お茶の水女子
大学「幼・保・大」連携研究の試み (36)、フレーベル館、29、pp54-59
・保育者養成をめぐるメール書簡 (1)? 省察 ( リフレクション )?、上垣内伸子・佐治由美子、幼児の教
育 18-9 お茶の水女子大学「幼・保・大」連携研究の試み (33)、フレーベル館、29、pp58-63
・保育者養成をめぐるメール書簡 (2)? 実習体験の語り合いから生まれる喜び ?、上垣内伸子・佐治由美子、
幼児の教育 18-1 お茶の水女子大学「幼・保・大」連携研究の試み (34)、フレーベル館、29、pp5863

◆研究内容

／

Research Pursuits

2009 年度は、
「幼保の発達を見通したカリキュラム開発 ( 幼保プロジェクト )」の最終年度であった ( 特別研
究経費研究として４カ年計画 )。
・大学と附属幼稚園・附属保育所 ( いずみナーサリー ) の協働によるカリキュラム開発として、学部の専門科目「保
育臨床実習」の定着を図るため、現場との連携を密に行った。
・学部の専門科目「発達臨床特別実習 ?( インターンシップ )」を担当し、外部にある実習の場に足を運んで振
り返りを共同で行いつつ、大学では学生と複数名いる担当教員との振り返りを丁寧に行った。
・28 年度にスタートした附属校園の連携研究に大学から関与する立場として、29 年度も「環境グループ」の
オブザーバーの役を務めた。年度末に発行された「お茶の水女子大学人間発達教育研究センター子ども発達教
育研究部門 研究集録第２号」に分担執筆した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

・
「保育臨床実習」
附属幼稚園・附属いずみナーサリー、その他外部の公立・私立の幼稚園・保育所の協力を得て、子どもの生
活をつぶさに観察し、話し合い、記録するサイクルの中で子ども理解・保育理解を深めることを目指している。
子どもに出会うだけでなく、現場の保育者との話し合いも企画し、保育を実地に近いところで学ぶ機会として
いる。
・
「発達臨床特別実習 ?( インターンシップ )」
附属幼稚園・附属いずみナーサリー・愛育養護学校、その他文京区公立幼稚園の現場に実習生として通年の
受け入れをお願いし、大学では学生の振り返りを共有している。29 年度は、学生の実習先に教員が出かけて
現場での振り返りに参加することにより学生の学びを支援すること、また、大学での複数の担当教員と学生と
の振り返りの中で学生の実践による学びと文献との結びつきを促すことの二つに、教育を焦点化する一年であ
った。

◆メッセージ
お茶の水女子大学には、日本で最古の幼稚園である附属幼稚園と国立大学の附属保育所として最初に誕生した
いずみナーサリーが同じ敷地内にあります。大学キャンパス内で日常的に子どもと行き交うことがあるだけで
なく、学生が希望すれば、保育を専門としていなくともボランティアとして保育体験をする場が開かれている
という意味において、貴重な学びができる大学だといえましょう。子どもに近い環境に身を置きながら子ども
という存在についてじっくり考えてみる、そんな学びが保障されています。子どもの存在を通して子どもとい
う思想を学ぶことのできるカリキュラムが用意されています。子どもに関心のある方は、是非一緒に学びまし
ょう。卒業後先生になってもならなくても、子どもと共生する社会の実現に力を発揮される方がこのキャンパ
スから巣立っていかれることを期待しています。
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氏名： 貞許

礼子

所属： お茶大アカデミック・プロダクション／糖鎖科学教育研究センター
職名： 特任助教
学位： 博士（工学）
専門分野： 化学
E-mail： sadamoto.reiko@ocha.ac.jp
URL： http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/sadamoto/

◆研究キーワード

／

Keywords

ケミカルバイオロジー／生体関連化学／細胞表層工学
Chemical biology ／ Biomimetic chemistry ／ Cell-surface engineering

◆主要業績										

総数（3）件

・MATSUSHITA Takahiko, SADAMOTO Reiko, OHYABU Naoki, NAKATA Hideki, FUMOTO Masataka,
FUJITANI Naoki, TAKEGAWA Yasuhiro, SAKAMOTO Takeshi, KUROGOCHI Masaki, HINOU Hiroshi,
SHIMIZU Hiroki, ITO Takaomi, NARUCHI Kentarou, TOGAME Hiroko, TAKEMOTO Hiroshi, KONDO
・ITO Takaomi, SADAMOTO Reiko, NARUCHI Kentaro, TOGAME Hiroko, TAKEMOTO Hiroshi, KONDO
Hirosato, NISHIMURA Shin-Ichiro, Highly oriented recombinant glycosyltransferases: Site-specific
immobilization of unstable membrane proteins by using Staphylococcus aure
・貞許 礼子 , 生合成経路を用いたバクテリア細胞壁への分子提示法 , バイオインダストリー ,21,(2)3742 , 2010.

◆研究内容

／

Research Pursuits

〜化学を使って新しい生体機能を開拓する〜生合成

Chemical Engineering of Bacteria through Cell-Wall

経路を利用したバクテリア細胞壁化学修飾 化学的手

Biosynthesis:

法を応用して、バクテリアなどがもつ多様な生体機

Our recent research has focused on the chemical

能を活かした機能性材料の開発研究を行っています。

modification of the bacterial cell wall via the

たとえば、バクテリアの表面に糖鎖を化学結合させ

biosynthetic route with possible applications to the

ることで、表面の接着性をコントロールすることが

development of functional bacteria; for example,

できます。

bacteria that can be modified chemically to display

遺伝子組み換えによるバクテリア改変とは違った化

artificial sugar moieties on the surface, thus

学的な手法により、バクテリアの機能を活かしたま

affording unique adhesion properties. Based on this

まデバイス化できるような、化学と生物の新たな融

chemical approach, which differs from simple genetic

合技術を目指します。

modification, new technological innovations can be
expected.
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氏名： 佐藤

祐子

所属： 情報基盤センター
職名： 講師
学位： 修士（理学）/ Master of Science
専門分野： 数値流体力学 / CFD
E-mail： sato.yuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

数値シミュレーション／数値流体力学／風力エネルギー
Numerical Simulation ／ CFD ／ Wind Energy

◆主要業績										

総数（1）件

・佐藤祐子，河村哲也，” 波動方程式を用いた回転翼から発生する音波伝播の数値シミュレーション”，
京都大学数理解析研究所研究集会 29.7

◆研究内容

／

Research Pursuits

29 年度は、直線翼垂直軸風車まわりの流れ場の数値

In 2009, I have studied about a straight-wing vertical

的研究を行った。

axis wind turbine by using numerical simulation.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

授業としては、学部のコア科目として以下のものを

Lectures given in Ochanomizu University are as

行った。

follows:

1. 情報処理演習

1. Exercises in Data Processing

2. プログラミング演習２

2. Exercises in Computer Programming 2

3. コンピュータ演習２

3. Exercises in Computer 2

4. メディアリテラシ

4. Media Literacy

◆研究計画
種々の風車周りの流れの数値解析や風車騒音問題について取り組んでいく予定。
特に環境問題に関する応用に重点をおきたいと考えているが、それだけに限らず、数値シミュレーションを理
学・工学の諸問題へ幅広く応用していきたい。

◆メッセージ
コンピュータの活用をすることにより、情報の収集・発信の幅が大きく広がります。皆さんの多くは、既に電
子メールやウェブページを活用し、ワープロソフトや表計算ソフトを利用することができるでしょう。大学に
おいては更にそのスキルを向上し、また、情報化社会を支えるコンピュータやネットワーク技術の基礎知識を
学び、今後次々と出てくる新しい情報技術にも柔軟に対応できるようになってほしいと思います。&a; また、
コンピュータシミュレーションは、理学や工学において理論や実験と並ぶ重要な研究方法となっています。コ
ンピュータで計算された結果から、革新的な発見が得られるかもしれません。大学では研究することの楽しさ、
知ることの素晴らしさを是非学んでほしいと思います。&a;
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氏名： 佐野

浩子

所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任助教
学位： 博士（理学）
専門分野： 発生遺伝学
E-mail： sano.hiroko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

発生遺伝学／細胞生物学／ショウジョウバエ／生殖巣／脂肪組織
Developmental Genetics ／ Cell Biology ／ Drosophila melanogaster ／ Gonad ／ Adipose tissue

◆主要業績										

総数（1）件

・佐野浩子
細胞移動のメカニズム：ショウジョウバエ始原生殖細胞から得られた新知見
蛋白質 核酸 酵素 , 55, 41-47 (21).

◆研究内容

／

Research Pursuits

ショウジョウバエの脂肪組織および生殖巣をモデル

Our research goal is to understand mechanisms of

として、器官形成およびその機能を司る遺伝的およ

organ formation and their functions. I have been

び細胞学的基盤の解明を目指す。

using Drosophila adipose tissue and gonad as a
model system. With sophisticated fly genetics, I will
uncover cellular and molecular mechanisms of how
these organs develop distinctive morphologies and
fulfill their unique functions.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

【学部教育】
科目名：発生遺伝学
対象：理学部生物学科 3 年次
内容：双翅目昆虫発生の遺伝子カスケード
科目名：基礎遺伝学実習
対象：理学部生物学科 2 年次
内容：ショウジョウバエ fushi tarazu 遺伝子の発現および機能解析
【大学院教育】
科目名：ライフサイエンス論
対象：大学院人間文化創成科学研究科前期課程

ライフサイエンス専攻

内容：ショウジョウバエ遺伝学の歴史と最近の研究についての概説
科目名：国際化加速プログラム ( 英語による講義 )
対象：大学院人間文化創成科学研究科前期課程

全専攻

内容：ショウジョウバエ遺伝学の歴史と最近の研究についての概説
科目名：理学総論
対象：大学院人間文化創成科学研究科前期課程

理学専攻

内容：異分野の学生に対するショウジョウバエ研究の紹介

◆研究計画
脂質代謝制御については、遺伝学的スクリーンにより新奇脂質代謝制御因子を同定する。また、生殖幹細胞ニ
ッチがどのように形成されるかを明らかにするために、バイオインフォマティクスを利用した網羅的遺伝子発
現解析を行う。
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氏名： 椎尾 一郎
所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名： 教授
学位： 工学博士／ Ph D
専門分野： ヒューマンインタフェース
E-mail： siio@is.ocha.ac.jp
URL： http://www.siio.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

ヒューマンコンピュータインタラクション／ユビキタスコンピューティング／実世界指向インタフェース／日用品としてのコンピ
ュータ／コミュニケーション支援
Human-Computer Interaction ／ Ubiquitous Computing ／ Real-world oriented interface ／ Everyday Computing ／ Computer
mediated communication

◆主要業績										

総数（32）件

・Tsujita, H., Tsukada, K., and Siio, I. 2009. InPhase: a communication system focused on "happy coincidences" of daily behaviors.
In Proceedings of the 27th international Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (Boston, MA,
USA, April 04 - 09, 2009). CHI EA
09. ACM, New York, NY, 3401-3406.
・Eriko Iwabuchi, Maki Nakagawa, Itiro Siio, Smart Makeup Mirror: Computer-Augmented Mirror to Aid Makeup Application,
Lecture Notes in Computer Science, LNCS56130495, Vol. 5613, pp. 495--503, Springer, isbn 978-3-642-02582-2, (13th
International Conference, HCI International 2009, San Diego, CA, USA, July 19-24, 2009, Proceedings, Part IV ) July 2009.
・椎尾 一郎 , 元岡 展久 , 塚田 浩二 , 神原 啓介 , 太田 裕治 , Ocha House とユビキタスコンピューティンク , 家とインタフェース特
集 , ヒューマンインタフェース学会誌 Vol.12 No.1 2010, pp. 7--12, 2010.2
・沖 真帆 , 塚田 浩二 , 栗原 一貴 , 椎尾 一郎 , イルゴール : 家庭の生活状況を奏でるオルゴール型インタフェースの研究 , インタラ
クション 2010 論文集 , 情報処理学会シンポジウムシリーズ , ISSN 1344-0640, Vol. 2010, No. 4, pp.177--178, 2010.3.1-2.
・辻田 眸 , 塚田 浩二 , 椎尾 一郎 , InPhase: 日常の偶然の一致に着目したコミュニケーションシステムの提案 , コンピュータソフト
ウェア ( 日本ソフトウェア科学会 ) Vol. 27, No. 1, pp. 18-28, ISSN0289-6540, 岩波書店 , 2010 (Feb.)

◆研究内容

／

Research Pursuits

“コンピュータが小型、安価になることで、日用品として
のコンピュータ利用が今後ますます進展すると予想され
ています。このようなコンピュータ利用形態をユビキタ
スコンピューティングと呼んでいます。近未来において
は、ユビキタスコンピューティングの実現により、家庭
でのコンピュータ利用がますます進展すると考えられま
す。そこで家庭において、一般の生活者が必要とするコ
ンピュータの実現をめざし、以下の研究課題に取り組ん
でいます。この結果を実装し、実験する目的で、お茶の
水女子大学小石川職員住宅跡地に、ユビキタスコンピュ
ーティング実験住宅を建設しています。
(1) ユビキタスコンピューティングのアプリケーションの
提案（例えば、キッチンやリビングや家具／日用品など
に組み込まれたコンピュータにより、調理支援、探し物
支援などの生活支援、遠隔地とのコミュニケーション支
援などを実現します）
(2) 情報家電や日用品に組込まれたコンピュータ利用のた
めの新しいインタフェース手法の提案
(3) 生活者の行動分析とこれに基づくアプリケーションの
提案
(4) 家庭における高齢者支援やリハビリテーション支援。
(5) コンピュータやネットワークの進化に対応する新しい
住宅の提案
(6) 自然と共生する機能をもつ IT 住宅。
( 実験住宅に関する情報は http://ochahouse.com/ で公開
しています )

"In the near future, we will be using many single purpose
information appliances equipped with ubiquitous,
invisible computers. At that time, house will be the most
important place for computer developers to deploy
ubiquitous computers. We have built an experimental
house for ubiquitous computing. The house is designed to
live in symbiosis with computers, sensors, and networks.
We are developing computer-augmented furniture,
decors, and house fixture to realize ubiquitous computing
applications at home.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

人と人工物とのインタラクションを考え、使いやす

I am teaching human computer interact ions

いコンピュータを実現するための考え方を学ぶヒュ

and multimedia programming development. In

ーマンコンピュータインタラクションの授業と、使

the laboratory, students are developing various

いやすいコンピュータアプリケーションを開発する

ubiquitous computing applications for everyday life

ためのマルチメディアプログラミングの授業を担当

of the future.

しています。また、卒業研究と大学院では、生活の
中で使われるユビキタスコンピューティングアプリ
ケーションを実装し評価する研究を指導しています。

◆研究計画
家電製品のみならず、家具、日用品、建具、家、建材など、いままでコンピュータとは無縁だったありとあら
ゆる身の回りの物に、コンピュータ、センサー、ネットワークが入ることで、今までにない新しいコンピュー
タアプリケーションが実現されると考えています。コンピュータメーカ、通信サービス、家電メーカのみならず、
日用品、家具、建材、ハウスメーカなど、さまざまな分野のパートナーと共同研究が可能であると考えています。

◆メッセージ
ユビキタスコンピューティングの分野では、生活に密着したアプリケーションが主体になります。そこで、女
性の視点に基づいたユニークな発想が求められています。情報科学分野の中でも女性の活躍がもっとも期待さ
れている分野であると言えます。情報科学と生活科学の両方を得意とする本学は、この分野の女性研究者、女
性技術者の育成を積極的に進めていきます。
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氏名：
所属：
職名：
学位：
		
専門分野：

SCHAEFER EDWARD JAY
人間文化創成科学研究科文化科学系
教授
MA.1 修士 TESOL1982
Ed.D 博士 24
英語教授法

		 Teaching English as a Foreign Language.Second Language Acquisition.Applied Linguistics.

E-mail： shaefer.edward@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

Second Language Writing ／ Many-Facet Rasch Analysis ／ Rater Bias in Writing Assessment

◆研究内容

／

Research Pursuits

I have been continuing my research into second language writing assessment, collecting further data on the
graduation thesis ratings carried on by the English department. I was an invited speaker at the PROMS (Pacific
Rim Objective Measurement Symposium) conference in Hong Kong in July 2009. The title of my presentation
was "A Many-Faceted Rasch Analysis of a Graduation Thesis Assessment". I also gave a presentation at the
JALT Pan-SIG conference held in Chiba in May 2009, titled "A Rasch Analysis of an End-of-Term Vocabulary
Test". I was an anonymous reviewer of two papers submitted to the journal "Language Testing".
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

I am advising two doctoral students, who are researching second language writing acquisition and corpus
linguistics respectively. I am also supervising two Master''s students and two Chinese research students. I also
carry a full teaching load, helping both undergraduate and graduate students to develop their skills in English
speaking, listening, reading, and writing.

◆研究計画
I will attend the JALT Pan-SIG conference in Osaka from May 22-23, for which I am a member of the
organizing committee. I will also help organize a workshop at the annual JALT conference on behalf of the
Testing and Evaluation SIG in November 21. I will continue to my research into differential rater functioning,
using data collected from an analysis of the English department ratings of graduation theses. I am also using
Rasch analysis to investigate the validity and reliability of a self-developed vocabulary test for English majors
studying English composition.

◆メッセージ
This is an exciting time to be studying English as well as other foreign languages. I hope you can experience
the joy of learning to speak another language. If you decide to major in English or another language, I want
you to be aware that there are so many aspects and areas in the field of language studies, and I''''m sure you
can find something that will capture your interest.
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氏名： 柴坂

寿子

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 理学博士（1988 京都大学）
専門分野： 人間行動学 , 子ども行動学（幼稚園・保育園での子どもの行動観察研究）
E-mail： shibasaka.hisako@ocha.ac.jp
URL： http://www.develop.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

幼稚園児／仲間集団／仲間関係／仲間文化
preschoolers ／ peer group ／ peer relationship ／ peer culture

◆主要業績
・柴坂寿子・倉持清美（２９）
幼稚園の自由遊びで製作活動を好んだ子ども
日本保育学会第 62 回大会発表論文集、51

◆研究内容

／

Research Pursuits

第一に、ある公立幼稚園のクラス集団を入園から卒園まで 2 年間縦断調査したフィールドワーク資料（収集済
み）の分析を行った。自由遊び時間に製作活動を好んだ子どもの事例を取り上げて、その縦断的変化を入園時
からのビデオ資料、フィールドノート等を元に分析し、再構成した。結果を日本保育学会第 62 回大会にて発
表した。
第二に、公立幼稚園において、28 年度入園のクラス集団のフィールドワークを引き続き行い、観察記録、保
育者との話し合い記録を収集した。
第三に、特別教育研究経費「幼・保の発達を見通したカリキュラム開発」（代表：浜口順子准教授）により、
発達臨床心理学講座専攻科目「発達臨床基礎演習 ?」の授業研究を、菊地知子講師・塩崎美穂講師と共同で行
った。
最終報告書「大学コミュニティにある保育実践と学生の学びをつなぐ」。
第四に、科学研究費「大学コミュニティにおける乳幼児保育の重層的カリキュラム」（代表：浜口順子准教授）
による研究を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

第一に、生活科学部 1 年生の学部共通科目の教育を行った。「児童学概論」で子どもを理解する基本的視点を
講義した。
第二に、生活科学部・発達心理学講座の学生の専門教育を行った。「発達臨床基礎演習 ?」において、菊地知子
講師・塩崎美穂講師と共同で、子ども理解につながる授業を行った。「発達臨床観察法」では観察法の基礎実
習を行った。
「発達社会文化論」では、
園における子どもの行動について具体的事例を挙げながら講義した。「人
間関係講義講読」では、観察研究に関する文献を講読した。「発達臨床論文演習 ?・?」で卒論の進捗状況報告
や先行研究論文紹介を行わせ助言するとともに、卒業論文執筆及び口頭発表を指導・助言した。
第三に、
人間文化創成科学研究科前期課程、
保育・児童学コースでは以下の科目を担当した。
「子ども行動論特論」
では現場における行動観察を行った論文等を取り上げて演習・講義を行った。「外書講読」（分担）を担当した。
「人間発達科学論」
「保育・教育支援研究方法論」で修論の中間報告に対して示唆を行った。
また修論指導と修論審査を行った。人間文化創成科学研究科前期課程の入試に携わった。
第四に、人間文化創成科学研究科後期課程人間発達科学専攻、保育・児童学領域では、「比較発達行動論演習」
を担当し、博論中間発表において示唆を行うと共に、後期課程入試における審査に携わった。
第五に、生活科学部・発達臨床心理学講座が中心に行った家庭科教員研修（文科省産業・情報技術等指導者養
成研修：高等学校（家庭科）
）において講師のひとりを務めた。
第六に、幼稚園一種免許状認定公開講座及びアップリカ特設講座における授業、「幼児理解とその方法 ?」の講
師の一人を務めた。
第七に、非常勤講師として、共立女子大学家政学部児童学科にて「児童理解の方法 ?」を講義した。
第八に、教員免許更新講習にて「幼児理解とその方法」を共同担当した。

◆研究計画
第一に、幼稚園・保育園などにおける観察と分析を継続し、これらの集積から、幼児集団における仲間関係・
仲間文化とその変容について考察を深める。第二に、特別経費「乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構
築」
（代表：浜口順子准教授）
、科研費「大学コミュニティにおける乳幼児保育の重層的カリキュラム」」（代表：
浜口順子准教授）における研究を、付属幼稚園、付属保育所の保育者及び本学保育系教員と協力し進める。

◆メッセージ
幼稚園、保育園など、子どもたちの生活の場における行動を観察・記述・分析している。子どもたちが園で体
験することの豊さにいつも驚き、それを研究を通して伝えていければと思っている
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氏名： 柴 眞理子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（学術）（お茶の水女子大学 1996）／ Ph.D
専門分野： 舞踊学・舞踊教育学／ Dance Research and Dance Education
E-mail： shiba.mariko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

舞踊行動時の脳活動（光トポグラフィー）／舞踊運動の体感／感性的コミュニケーション／舞踊教育／ダンス
セラピー
brainfunction measurement of dance behavior (NIRS) ／ bodily sensation of dance movement ／ KANSEI
communication ／ dance education ／ dance therapy

◆主要業績										

総数（7）件

・
『NIRS 計測からみた舞踊行動と脳活動の関係━舞踊の見方を中心に』
“表現文化研究 第 9 巻第 1 号 29 年度 神戸大学表現文化研究会 pp.89-1. 29.11.
Brain Function during Watching, Performing, Imagining the Dance Measured by NIRS ( 共著）
・
『NIRS 計測からみた舞踊の見方と脳活動の関係』
第 11 回日本光脳機能イメージング研究会
第 11 回日本光脳機能イメージング研究会抄録集 p32.
29.7.（共著）
・
『モーション・メディアとしての舞踊━身体表現のプロセスが伝えるもの━』
計測と制御 vol.48，no.6 pp.489-494. 29.6. （社）計測自動制御学会（共著）
・
『近赤外線光トポグラフィを用いた舞踊の創作活動中の脳機能計測 』第 61 回舞踊学会
第 61 回舞踊学会大会研究発表抄録集 p.24. 29.12.
・
『歩行データベース作成および歩行パターン分析に関する研究』第３章 歩行の美しさに関する分析
フィールドワーク共同調査開発成果報告書（オムロンヘルスケア）第１年度 pp.12-24. 29.1.（共著）

◆研究内容

／

Research Pursuits

2009 年度の研究内容は次の３つに大別できる。

１．” Brain function during creating, performing and

１、28 年に引き続き、自治医科大学の渡辺英寿教授

watching the dance measured by NIRS.”

（脳神経外科学）と共同で、舞踊の創作活動中、及び、

This study is joint research with Eiju Watanabe

鑑賞中の脳活動を計測し、創作、鑑賞中の脳活動の

who is a professor and chairman of department of

特性をみ、その成果を学会で発表、また論文として

neurosurgery, Jichi medical university.

まとめた。

2. Bodily sensation of dance movement between

２、29 年度から 3 年間、舞踊運動の体感による異文

Japanese and South Korean dance student.

化理解をテーマに科研費を得た。初年度である 29 年
度は、お茶大と韓国芸術総合大学舞踊科教授が、６
つの基本感情の舞踊運動を策定して DVD 作成。それ
を実験材料に日本人、韓国人の舞踊専攻生を被験者
にそれらの舞踊運動を踊っての体感実験を実施した。
３、財団法人理工学振興会から奨学寄附金を得て、
東京工業大学三宅准教授、オムロンのスタッフと、
舞踊専攻生を被験者に「美しい歩行」に関する実験
を実施し、そこから「美しい歩行」の定義を試みた。
報告書としてまとめた。
加えて、実践的研究として精神病院でのダンスセラ
ピーのセッションを継続中。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

「人間はなぜ踊るのか？」という問題を考えることから、人間にアプローチし、人間についての理解を深める。
そのために、
「舞踊と人間形成」を中心テーマに据え、文化として確立した舞踊のみならず、舞踊の根源であ
る無意識的・意識的身体表現をも視野にいれ、人間の個性や創造性が生きた「身体と身体の動き」による豊か
な表現がどのようなコミュニケーションを生み出し、まだそのようなコミュニケーションは人間形成とどのよ
うな関係にあるのかを考えていく。
人間の原初的な表現行為である身体表現を基盤に，より高次の精神・身体活動である舞踊の構造・機能を社
会的・文化的文脈から捉え、更に、そのような舞踊と人間の係わりが学校・病院・舞台等の様々な臨床場面に
どのように現れるのかを具体的な事例に即して（例えば、振付家と踊り手との関係、踊り手と鑑賞者の関係、
教師と子どもの関係等）学んでいく。そして、様々な臨床場面におけるその舞踊活動の内容と方法の検討、そ
の有効性と課題の整理を通して、舞踊活動の意義を考察する。

◆メッセージ
本学には、日本の国立法人大学で唯一、舞踊を専門に学べる舞踊教育学コースがあります。
このコースの特徴は、一方では自ら舞踊作品を創って踊り、他方では舞踊理論を学び、実践と理論が相俟っ
て舞踊の本質を考えるところにあります。
舞踊と関連領域の書物を読み、また、自分自身の創作活動の記録と舞踊公演やダンスの授業の鑑賞・観察の
記録をつける。そのような実践記録の積み重ねと読んだ書物の中から、自分の興味・関心のある研究テーマが
浮かびあがってきます。
自らの身体に記憶された舞踊の体験に基づいて適切なことばで舞踊を語ることは、楽しく、また時には苦し
いことでもあります。舞踊を語るキーワードを学び、仲間と共に舞踊を語る喜び、議論を繰り返し、他方で舞
踊創作体験を重ねる、この両者の循環のなかで舞踊の力が養われるとともに、自己理解、他者理解も深まります。
創り・踊りつつ、自分の舞踊活動に問いを立てそのこたえを探求する、そして、その探求が次の創作への力
となる、このダイナミックな循環、この醍醐味を体感しませんか。
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氏名： 嶌田

智

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士 ( 理学 )2 年
専門分野： 植物系統進化学 /Plant Phylogeny & Evolution
E-mail： shimada.satoshi@ocha.ac.jp
URL： http://bios.cc.ocha.ac.jp/Shimada/member/figs/framepage8.html

◆研究キーワード

／

Keywords

海洋植物／進化
Marine Plants ／ Evolution

◆主要業績									

総数（5）件

・Felix Bast, Satoshi Shimada, Masanori Hiraoka, & Kazuo Okuda. 29. Asexual life history by
biflagellate zoids of Monostroma latissimum (Kuetzing) Wittrock, (Ulotrichales, Monostromataceae)
Aquatic Botany 91: 213-218.
・Felix Bast, Satoshi Shimada, Masanori Hiraoka, Akihide Tokuyama & Kazuo Okuda. 29. Seasonality
and thallus ontogeny of edible seaweed Monostroma latissimum (Kuetzing) Wittrock, (Chlorophyta,
Monostromataceae) from Tosa Bay, Kochi, Japan. Hydrobiologia
・Kensuke Ichihara, Shogo Arai, Masayuki Uchimura, Etienne J. Fay, Hiroki Ebata, Masanori Hiraoka
& Satoshi Shimada. 29. A new species of freshwater Ulva, Ulva limnetica (Ulvales, Ulvophyceae) from
the Ryukyu Islands, Japan. Phycological Research 57: 94・Kensuke Ichihara, Shogo Arai & Satoshi Shimada. 29. cDNA cloning of a lectin related gene in
freshwater macroalga, Ulva limnetica (Ulvales, Ulvophyceae), preferentially expressed in freshwater
than seawater conditions. Phycological Research 57: 14-11
・Hiroshi Kawa, Takeaki Hanyuda, Nakamura Kiyonori, Satoshi Shimada, Judie Broom, Wendy Nelson
and Frederique Viard. 29. Origin and dynamics of the introduced populations of Undaria pinnatifida
(Phaeophyceae) and detection of introduced populations of Ul

◆研究内容

／

Research Pursuits

我々の生育するこの地球上には 1 千万種の生物種が生育していると考えられていますが、現在の所 15 万種類
が認知されているにすぎません。この地球上にはまだ見ぬ生物種のほうが多いのです。いったいどんな生物種
がいるのでしょうか？そもそも、それら多様な生物種はどのようにして多様化・進化してきたのでしょうか？
このような素朴な疑問を解決すべく，海洋植物を研究対象に系統・進化・分類に関する研究を行っています。
海洋植物は普段の生活では馴染みがなく、近年でも新属が見つかるなど陸上植物に比べて生物多様性の理解が
まだまだ進んでいない生物群で、多様性生物学にとって宝の山です。アサクサノリ、カサノリなど綺麗な種が
多いことも魅了的です。フィールドでの調査や培養実験・分子系統解析などで生物多様性の実体を把握し、そ
れら生物多様性を生み出した環境適応分子進化についてさらに詳細な研究を行っています。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

植物形態学・植物形態学実習・植物学野外実習・植物系統進化学などを担当。光合成をおこないそれによって
酸素を発生する生物（陸上植物と藻類）を一般には植物と呼ぶ。それらはクロロフィル a をもつという共通点
を有するものの，その実体は互いに系統的にかけ離れ、形態的にも多様な生物の集合に過ぎない。植物の多様
性はどのようにしてもたらされたのか？植物は生物界全体にどのように位置づけられるのか？といった疑問に
対する答えを探りつつ，各植物群の形態的特徴およびそれぞれの類縁関係などについて概説する。

◆研究計画
海洋植物における生物多様性の現状を理解し，生物多様化に関わった分子進化を明らかにする。それと同時に，
絶滅危惧種などの海洋植物種の保全にも着手していきたい。

◆メッセージ
海洋に生育する植物の進化の謎にチャレンジし、絶滅危惧種の保全に向けた生態学的研究を一緒にしません
か？！
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氏名： 清水

徹郎

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 修士（文学）／ MA
専門分野： 英文学
E-mail： shimizu.tetsuro@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

英文学／初期近代／演劇／詩／古典受容
English Literature ／ Early Modern ／ drama ／ poetry

◆研究内容

／

Research Pursuits

現在の研究内容は、英国初期近代演劇と詩における

Textual and bibliographical studies on the reception

古典受容、１６世紀でヨーロッパ大陸で印刷された

of classical literature in Early Modern English drama

古典文学関係書籍の流通とその英国詩人への影響、

and poetry, on the circulation and the influence on

および英国初期近代演劇における祝祭的・魔術的想

English poets of the editions of classical literature

像力の問題について、それぞれ文献調査を中心に進

printed on the Continent of Europe in the 16th

めるものである。

century, and on magical and festive imaginations in
Early Modern English drama.

186

◆教育内容

／

Educational Pursuits

英語については、実践的英語力および学術的レベル

In teaching English, I placed the greatest importance

の英語表現力を涵養するための訓練をもっとも重視

on students learning practical and academic-level

して教育を行い、それとともに学生各人の嗜好・個性・

skills of expressing their thoughts, while I aimed

適正に応じた柔軟な教育を心がけた。専門教育にお

a flexible education which will meet a variety of

いては、特殊講義および学部・大学院での演習を行

students' preference, idiosyncrasy, and aptitude.

うとともに、卒業論文・博士論文制作に向けた個別

As for specialist training of English-major students,

指導を行った。

I gave them a semester-length special lecture
on English literature, and several graduate and
undergraduate seminars, along with individual
tutorials for PhD and BA candidates.

◆研究計画
16 世紀英国の大学におけるギリシア語教育についての実証的研究およびルネサンス期の書籍流通についての
適して研究と現在の研究を融合させ、古典文学受容の問題を同時代の文化的コンテクストの観点から解明して
いく計画である。期待される研究成果は、この問題についての認識が修正され初期近代文化の一側面がいっそ
う明らかにされることであろう。共同研究については、もしジュネーヴ大学の研究グループと連絡をとりつ進
めることができれば理想的であろう。

◆メッセージ
まず自分の志望する学問を好きになること。結果を出すことに性急にならず、一歩一歩着実に勉強・研究を進
めて行くのがよいと思われます。
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氏名： Jesper Jansson
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任助教
学位： Ph.D. (Computer Science, Lund University, 2003)
専門分野： Efficient Graph Algorithms with Applications to Bioinformatics
E-mail： Jesper.Jansson@ocha.ac.jp
URL： http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/jj/

◆研究キーワード

／

Keywords

Graph theory ／ Combinatorial pattern matching ／ Phylogenetics ／ Dynamic programming ／ NPhardness

◆主要業績										

総数（10）件

・[Academic book] J. Jansson and K. Sadakane. "Succinct Representation of Bit Vectors Supporting Efficient
rank and select Queries". Expert Commentary in Software Engineering and Development, pp. 3-12, Nova
Science Publishers, Inc., New York, 2009. ISBN: 97
・[Research paper] A. Czumaj, J. Czyzowicz, L. Gasieniec, J. Jansson, A. Lingas, and P. Zylinski. "Approximation
Algorithms for Buy-at-Bulk Geometric Network Design". Proceedings of the Eleventh International Symposium
on Algorithms and Data Structures (WAD
・[Research paper] J. C. Clemente, J. Jansson, and G. Valiente. "Accurate Taxonomic Assignment of Short
Pyrosequencing Reads". Proceedings of the Fifteenth Pacific Symposium on Biocomputing (PSB 2010), PSB
Online Proceedings, pp. 3-9, 2010.
・[Research paper] T. Shibuya, J. Jansson, and K. Sadakane. "Linear-Time Protein 3-D Structure Searching
with Insertions and Deletions". Algorithms for Molecular Biology, Vol. 5, Article 7, BioMed Central Ltd., 2010
(special issue containing selected papers
・[Research paper] J. Byrka, S. Guillemot, and J. Jansson. "New Results on Optimizing Rooted Triplets
Consistency". Discrete Applied Mathematics, Vol. 158, Number 11, pp. 1136-1147, Elsevier B.V., 2010.

◆研究内容

／

Research Pursuits

My research is about graph algorithms and bioinformatics. More specifically, I worked on the following
topics during AC 2009: Combining a given set of rooted triplets into a phylogenetic supertree which keeps
as much branching information as possible, graph edge orientation to maximize the minimum weighted
outdegree, periodic graph traversal by an oblivious agent, geometric network design, approximate pattern
matching in node-labeled trees, succinct representation of bit vectors supporting efficient rank and select
queries, algorithms for computing a smallest multi-labeled phylogenetic tree, faster methods for searching
in 3D-structure databases of proteins, inferring a chemical structure from a path frequency vector, accurate
taxonomic assignment of ambiguous pyrosequencing reads, and fast computation of the Robinson-Foulds
distance between phylogenetic networks. I attended the following international refereed conferences to
present my research: SIROCCO 2009 in Piran (Slovenia), WADS 2009 in Banff (Canada), WABI 2009 in
Philadelphia (U.S.A.), and ISAAC 2009 in Honolulu (U.S.A.). During AC 2009, I also wrote three article
summaries for American Mathematical Society (AMS)'s Mathematical Reviews (MR), refereed several papers
for various international conferences and journals, and worked as a member of the editorial board of an
international journal named "Algorithms", ISSN 1999-4893, Molecular Diversity Preservation International
(MDPI). Finally, I was one of the three speakers at Ochanomizu University's Tutorial Workshop on Discrete
Algorithms and Machine Learning on 2009-07-01, and my talk was entitled "Discrete Algorithms for Inferring
Phylogenetic Trees".
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

Guest lecturer at Ochanomizu University in the following courses: "General Bioinformatics" (2009-11-25),
"Rigaku Souron" (2009-11-30), and "Bioinformatics/Data Mining" (2010-01-28).

◆研究計画
Research plan:
1) My next two projects will consider the complexity of inferring a minimally resolved phylogenetic supertree
and how to compute the so-called R* distance between two trees in subcubic time. 2) I expect to publish
many good papers in international conferences and reputable journals. 3) During AC 2010, I will continue
my collaboration with scientists from some of the most famous universities and research institutes in Japan
(University of Tokyo, Kyoto University, Kyushu University, National Institute of Informatics, and JAIST) and
other countries (U.K., France, Sweden, Slovakia, Switzerland, Poland, Canada, Singapore, and China).

◆メッセージ
Please contact me if you are interested in finding elegant solutions to combinatorial problems which have
important applications to Bioinformatics.
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氏名： SCHWARTZ LAURE
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系／比較日本学研究センター
職名： 准教授
学位： 博士（文学）
専門分野：
E-mail： schwartz.laure@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

日本美術史／仏教／美術館／欧米における日本学／極東美術コレクション
Japanese Art History ／ Buddhism ／ Museum ／ Western Japanology ／ Eastern Asian Art Collection

◆主要業績
・ガストン・ミジョンとルーヴル美術館の中の日本 ? 知と技の継承、融合、変革 ?
『お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター年報』第 5 号 29 年 pp.155-17
・
「源氏物語の千年 ? 日本と欧米における源氏絵の旅 ?」（28 年 7 月 6 日 お茶の水女子大学第 1 回国
際日本学シンポジウム） セッションの趣旨 : 比較日本学教育研究センター年報 5 号 pp 85-89
・29 年 7 月 5 日 第 11 回国際日本学シンポジウム セッシヨン ?
企画・コーディネイト・司会：ロール・シュワルツ = アレナレス
テーマ : 日仏交流の中のテキスタイル ? 技術 デザイン、コレクション ?

◆研究内容

／

Research Pursuits

A) 西洋における日本美術史学の誕生と発展に関する
研究
1893 年、ガストン・ミジョンが日本美術コレクショ
ンを初めてルーヴル美術館に導入した目的、その経
緯、彼を導いた思想を明らかにしながら、19 世紀後
半と 2 世紀前半に出版された多くの新聞記事、展覧
会カタログの分析を通して、欧米における日本美術
の受容という問題について考察した。
B) 日本仏教美術、及びイコノグラフィー研究
前年度までに引き続き、平安時代の仏画の傑作、「応
徳涅槃図」
（186 年制作）に関する研究と並行し、日
本仏教美術及びイコノグラフィーについての欧米に
おける研究史について、比較研究的な観点からの研
究を続けた。泉武夫教授率いる研究プロジェクト（「兜
率天往生の思想とそのかたち」科学研究 基盤研究
(B)）では、弥勒菩薩と兜率天に対する西洋の見方、
そして西洋におけるその研究について明らかにし、
また兜率天の思想とそのイコノグラフィーを、西洋
美術における「煉獄」の表現と比較する作業を開始
した。
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A) Researches on the genesis and the development of
the Japanese art history in West
While continuing to present the thought, the stages
and the objectives which conducted Gaston Migeon,
to introduce for the first time in 1893 the collections
of Japanese art at the Mus&eacute;e du Louvre, I
continued, through the analysis of numerous articles
of newspapers and catalogs of exhibitions published
during the last decades of the 19th century and
the beginning of the 20th century, to deal with the
question of the reception of the Japanese art in
Europe and in United States.
B) Researches on Japanese Buddhist art and
Iconography
In continuation with my research on the Otoku
nehan zu, masterpiece of the Heian Period preserved
at the Reihokan Museum (Mount Koya), I also
continued to study from a comparative point of view,
the history of researches conducted in Europe and
in United States about Japanese Buddhist art and
iconography. As a member of a project directed by
Professor Izumi Takeo (Rebirth in Tusita HeavenForms and Thoughts;JSPS Grants-in-Aid for Scientific
Research Project） I began to examine the history
of the regards and the studies developed in western
countries on Miroku Bosatsu and Tosotsuten
believes and I have been also trying to compare the
thought and the iconography of Tosotsuten with the
representations of the Purgatory in the western art.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

授業
1999 年にパリに移築された「木曽の古民家」を例とし、
フランスにおける日本の伝統建築及びデザインの受容に
ついての問題を取上げた。現在一時的に人類博物館に保
存されているこの古民家は、麻織物の伝承者、畑中たみ
の所有であったが、民族学者ジャーヌ・コビが設立した「木
曽の古民家協会」が中心となって解体・移築された。29
年「ル・モンド」誌に掲載された「木曽の古民家」に関
する 2 件の記事やその他の資料の翻訳を基に、この古民
家の保存、展示、そして西洋の美術館における日本の建築・
デザインの普及をめぐる問題について考察した。
演習
例年通り、西洋における最初の日本美術コレクションの
歴史をテーマとした演習では、アーネスト・フェノロサ
の功績と思想に焦点を当てた。フェノロサ没後 1 周年を
記念し、著作の大部分を初めて集めて出版された『フェ
ノロサ没後 1 周年記念出版 フェノロサ英文著作集』の中
の資料を基に、芸術遺産、特に日本美術に対するフェノ
ロサの考え方を、歴史的、比較研究的視点に立って分析、
解釈した。

Course: From the presentation of a very topical case, the
“ House of Kiso” (Prefecture of Nagano ), which reached
Paris in 1999, we have been tackling the question of
the reception of the Japanese traditional architecture
and Design in France. At present temporarily kept in
the Mus&eacute;e de l’ Homme (Paris) , this House
having belonged to Tami Hatanaka, weaver of hemp, was
pulled down and transported from Kiso to Paris on the
initiative of the association “The House of Kiso” , founded
by the ethnologist Jane Cobbi. From the translation of
papers dedicated to this house published in 2009 in the
French newspaper Le Monde as well as other additional
documents we have dealt with the problems involving
the preservation, the exhibition and the diffusion of the
architecture and the Japanese design within the western
museums.
Seminar: Dedicated to the History of the first western
collections of Japanese art, our seminar aimed to present
the thought of Ernest Fenollosa. From the papers edited
in english language in the book recently published on the
occasion of the Centenary of its death (Ernest Francisco
Fenollosa: Published Writings in English in 3 volumes
Introduced by Seiichi Yamaguchi, Series: Collected
Works of Japanologists Ed.Synapse, 2009) we tried to
analyze in an historical and comparative perspective, the
conceptions of Fenollosa towards the artistic heritage.

◆研究計画
ガストン・ミジョンに関する研究の続きとして、西洋における日本美術への関心とその研究の歴史について、特にフランス、広く
はヨーロッパやアメリカにおける日本の美術作品の受容と解釈に言及する資料（展覧会カタログ、新聞や雑誌の記事、観光案内書
など））の研究を中心に調査を進めていく。ガストン・ミジョン、クロード・メートル、レイモン・ケクラン、あるいはジョルジュ・
サールといった偉大な先駆者のそれぞれの思想や行動の関連性だけでなく互いの相違を明らかにしながら、20 世紀前半のフラン
スに見られたような極東美術、特に日本美術の概念と普及に関わる重要な史実とその展開に、新たな要素を見出すことが目標とな
る。
また、日本仏教美術に関する研究では、欧米における兜率天の表現とその受容の歴史についての比較研究をさらに掘り下げていく
ことになる。
ミジョンに関する研究の続きとして、西洋における日本美術への関心とその研究の歴史について、特にフランス、広くはヨーロッ
パやアメリカにおける日本の美術作品の受容と解釈に言及する資料の研究を中心に調査を進めていく。ミジョン、メートル、ケク
ラン、あるいはジョルジュ・サールといった偉大な先駆者のそれぞれの思想や行動の関連性だけでなく互いの相違を明らかにしな
がら、20 世紀前半のフランスに見られたような極東美術、特に日本美術の概念と普及に関わる重要な史実とその展開に、新たな
要素を見出すことが目標となる。
また、日本仏教美術に関する研究では、欧米における兜率天の表現とその受容の歴史についての比較研究をさらに掘り下げていく
ことになる。
共同研究の可能性：
* お茶の水女子大学比較日本学研究センター /INALCO ･ コレージュ ･ ド ･ フランスなど ( 研究プロジェクト名：欧米における日本
学 ?? 日本美術研究を中心に ??)
* お茶の水女子大学 / パリ第 7 大学 ･ フランス国立高等研究院 日本学 : 本学の新たな構築の試み
2004 年 6 月にお茶の水女子大学比較日本学研究センター助教授に着任して以来、フランス人研究者としての日本美術史に対する
考察を伝え、大学や美術館での研究・勤務経験を生かして、お茶の水女子大学の国際学術交流に貢献できることは大変光栄である。
講義や、比較日本学研究センターが主催する国内外での様々な活動（講演会、セミナー、シンポジウム、出版）を通して、海外で
力強く発展し続ける日本学に接し、学生が研究テーマを発見し、これを深めていけるように促していきたい。日本美術に関する海
外の文献の紹介と解説、海外の主要な日本学研究施設の訪問、講義や比較日本学研究センター主催の国際セミナー等は、我々の目
的とするところであり、関心のある学生と共に追究していきたいと願っている。

◆メッセージ
2004 年 6 月にお茶の水女子大学比較日本学研究センター助教授に着任して以来、フランス人研究者としての日本美術
史に対する考察を伝え、大学や美術館での研究・勤務経験を生かして、お茶の水女子大学の国際学術交流に貢献できる
ことは大変光栄である。講義や、比較日本学研究センターが主催する国内外での様々な活動（講演会、セミナー、シン
ポジウム、出版）を通して、海外で力強く発展し続ける日本学に接し、学生が研究テーマを発見し、これを深めていけ
るように促していきたい。日本美術に関する海外の文献の紹介と解説、海外の主要な日本学研究施設の訪問、講義や比
較日本学研究センター主催の国際セミナー等は、我々の目的とするところであり、関心のある学生と共に追究していき
たいと願っている。
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氏名： 申 琪榮
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系／ジェンダー研究センター
職名： 准教授
学位： 政治学博士 (University of Washington, U.S.A.)
専門分野： 政治学 (Political Science) ／ Gender Studies
E-mail：

◆研究キーワード

／

Keywords

ジェンダーと政治／フェミニズム理論／日韓比較政治／女性運動／男女平等法政策
Gender and Politics ／ Feminist Theory ／ Comparative Politics of Japan and Korea ／ Womens
Movement, Feminist Movement ／ Gender Mainstreaming Policy and Laws

◆主要業績										

総数（3）件

・申・キヨン , 2009「超国家移住と多文化社会の国籍：フィリピン女性の日本への移住と国際婚外子の
国籍問題を手掛かりに」『日本研究論叢』30 号（韓国語）
・申琪榮、2009「女性センターの未来を提案する」『女たちの 21 世紀』60 号 36-39 頁
・申 ･ キヨン , 2009「日本社会分野」『未来研究』韓国行政研究院委託（韓国語）

◆研究内容

／

Research Pursuits

通常の研究に関しては、研究キーワードを参考にしてください。加えて 2008 年後期からは本学の文部科学省
委託研究「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」に参加し、最近の日本のワーク・ライフ・
バランスに関する政策取り組みに関して研究している。また、2010 年度からは科学研究プロジェックト（基
盤研究Ｂ）
「政権交代と社会運動」に参加している。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

博士前期：
フェミニズム理論の争点／演習

(Issues of Feminist Theories)

ジェンダー立法過程論 (Gender and Policy Making Process)
国際社会ジェンダー論 (International Societies and Gender)
開発ジェンダー論特論 (Special Seminar on Development and Gender)

◆研究計画
これまで行ってきた日韓の女性運動／社会運動の比較研究に基づいて、最近の政治・社会の構造変化に伴う新
しい社会運動の展開の解明と理論化を進めていきたい。さらに、グローバル化による国家・社会関係の変化や
フェミニズム理論に沿った新しいシティズンシップの理論化を探る研究に取り組んで行きたい。そのために、
国際または国内共同研究は多角的に検討している。
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氏名： 菅本

晶夫

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1978 東京大学）
専門分野： 素粒子論、高エネルギー物理学
E-mail： sugamoto@phys.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

素粒子論／ Particle Physics

◆研究内容

／

Research Pursuits

２００９年度に菅本は、D3 の南崎梓、バージニ

In 2009, Sugamoto studied, in collaboration

ア工科大学准教授竹内建と共同して、生体分子モー

with Azusa Minamizaki (D3) and Professor Tatsu

ターの原理であるラチェット機構を素粒子的宇宙物

Takeuchi of the Virginia Polytechnic, the baryon

理学に応用して、宇宙のバリオン数を生成する模型

number generating mechanism in the universe by

を研究した。この共同研究の成果は南崎梓の博士論

applying the Rachet mechanism, which is the

文「非対称周期型ポテンシャルによる宇宙のバリオ

mechanism of the atomic motor of living beings, to

ン数生成機構の研究」にまとめられた。また D3 の深

the particle astrophysics. The results of this study

瀬陽子と東京特許庁の照沼幸子と共同して、第２量

are summarized in the ph D thesis written by Azusa

子化した QCD の弦模型を用いて中間子の質量を評価

Minamizaki. He also studied, in collaboration with

する方法を研究した。この共同研究の成果は深瀬陽

Yoko Fukase (D3) and Sachiko Terunuma of Ministry

子の博士論文「Meson Mass in the Second Quantized

of Patent in Tokyo, the second quantized string

String Model of QCD」にまとめられた。

theory of QCD and estimated the meson masses. The

菅本は又、国立天文台で行っている重力波測定装

results of this study are summarized in ph D thesis

置の開発研究に、本学の院生西田恵理奈（D １）、若

written by Yoko Fukase.

林野花（M ２）
、
江尻悠美子（M １）
、
鈴木理恵子（M1）
と共に、引き続き協力した。

Sugamoto continued to support the research and
development of gravitational wave detector ongoing
at the National Observatory with the graduate
students, Erina Nishida (D3), Yaka Wakabayashi
(M2), Yumiko Ejiri(M1), and Rieko Suzuki (M1).
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

２００９年度菅本は、４年生 ( 木佐はる香、木村都、

In 2009, Sugamoto supervised the graduate thesis

柴田靖子 ) の卒業研究を指導した。テーマは「パメラ

of the 4th year undergraduate students (Haruka Kisa,

実験」であった。

Miyako Kimura, and Yasuko Shibata). The title of the

また出雲沙理 (M2) の修士論文「AdS/CFT 対応の

thesis was “PAMELA Experiment” .

ハドロン物性系への応用」
、間京子 (M2) の修士論文

He supervised Sari Izumo (M2) who wrote

「遠方天体の分布から解明する宇宙の一様性」及び

the master thesis entitled “Application of AdS/

「スペース重量波アンテナ DECIGO のための DECIGO

CFT correspondence to hadronic matters” , Kyoko

Pathfinder 用マスモジュールの開発」を指導した。

Hazanma who wrote the master thesis entitled
“Uniformity of the universe seen from the distribution
of distant stellar objects” , and Yaka Wakabayashi
who wrote the master thesis entitled “Development of
the mass module of DECIGO Pathfinder for DECIGO”
.
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氏名： 菅原 ますみ
所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名： 教授
学位： 1990 年 7 月文学博士／ Ph.D
専門分野： 発達心理学、発達精神病理学／ Developmental Psychology,Developmental Psychopathology
E-mail： sugawara.masumi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

発達心理学／発達精神病理学／パーソナリティ心理学
Developmental psychology ／ Developmental psychopathology ／ Psychology of personality

◆主要業績										

総数（18）件

・
『保育の質と子どもの発達 ? アメリカ国立小児保健・人間発達研究所の長期追跡研究から ?』, 日本子
ども学会編集 , 菅原ますみ・松本聡子訳 , 2009.10, 赤ちゃんとママ社 .
・A Preliminary Study of the School and Family Environment of Japanese Junior High School High
School Students, Satoko Matsumoto, Hiroto Murohashi, Naomi Yoshitake, Junichi Furusho, Masumi
Sugawara, PROCEEDINGS, Science of Human Development for Restructurin
・
「コラム 3 養育と子どもの精神的健康」, 坂本真士・杉山崇・伊藤絵美 ,『臨床に活かす基礎心理学』
, 東京大学出版 , 155-156, 2010.3.
・
「第 5 章 児童虐待と保護者のメンタルヘルス」, 社団法人日本発達障害福祉連盟 ,『障害児の親のメ
ンタルヘルス支援マニュアル ? 子ども支援は親支援から ?』, 59-68, 2010.3.
・
「保育の質と子どもの発達」, 菅原ますみ・中村啓子・一色伸夫 , 子ども学 , 12, 99-128, 2010.3.

◆研究内容

／

Research Pursuits

2009 年度には以下の研究を実施した：

The following longitudinal research projects were

１）子どもの発達と家族の精神保健に関する長期縦

conducted in 2008.

断研究・・・第 14 回目の成人前期調査（22 歳時点）

１）Longitudinal study of child development

を完了した。２）Child Care Quality に関する就学前

and family mental health: This longitudinal

の縦断調査・・家庭および保育施設での養育の質が

research project aims to investigate the effect of

子どもの心身の発達に及ぼす影響についての 2009

family environment on children’ s psychological

年度 6 回目の追跡調査を完了した。３）グローバル

development and adjustment from pregnancy to

COE 子どもの QOL と社会的格差に関する縦断的研

adulthood. In 2009, wave 14 data collection was

究・・・グローバル COE の領域融合型研究として、

completed.

幼児期の国際比較研究と思春期の国内学校調査を実

purpose of this study is to find out the effects of

施した。４）メディアと子どもの発達・・・ＮＨＫ

the quality of care provided at home and child care

との共同研究で 7 回目の 7 歳時点調査を完了した。５）

centers on children’ s physical and psychological

妊娠・出産・子育てに関する追跡調査（1 歳時点）を

development by observational assessment from

ベネッセコーポレーションとともに実施した。

infancy. The sixth follow-up survey was completed.

２）Study on Child Care Quality: The

３）Child development and media: This is a
collaborative research with NHK. The effect of
electronic media on children of age 0 through 12 has
been examined by longitudinal study. The follow-up
project at 7 years of age was conducted.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育：1 年次基礎演習（理論）で臨床領域を担

Undergraduate students: In “Kiso-zemi” for freshman,

当した。2 年次・3 年次の心理学基礎教育では、実

the major theme was “family” . Studies on family

験・演習を通じて発達心理学および臨床心理学の基

from various academic fields such as psychology,

礎的技法の修得をめざした。4 年次では卒論ゼミでは、

sociology, education, behavioral genetics, and

子ども期の心理的適応と環境要因との関連に関する

comparative ethology were discussed during the

様々心理学的アプローチの実際について研究指導を

class, and each student did a presentation on

おこなった。

summary of their own ideas. Basic education of

大学院教育：発達精神病理学の基礎に関する基本英

psychology for sophomore and junior year, basic

文テキストを講読するとともに、演習および個別の

methodology of developmental psychology and

研究指導によって具体的研究方法論の指導をおこな

clinical psychology was introduced by experiments

った。修士論文・博士論文の指導では、家族関係と

and exercises. For seniors, thesis advices were

子どもの発達に関する広範囲な発達精神病理学的研

given by discussion on current issues of various

究の実際について指導をおこなっている。

psychological approaches for psychological
adjustment and environmental factors during
childhood.
Graduate students: The theoretical backgrounds
o f d e v e l o p m e n t a l p s y c h o p a t h o l o g y, a n e w
interdisciplinary of psychology, clinical psychology,
and psychiatry, were discussed. Practical advices for
conducting psychological research were given during
class and individual meeting. For those who writing
master’ s and doctor’ s thesis, thesis advices were
given by discussion on current research topics on
family relationship and children’ s development in
the field of developmental psychopathology.

◆研究計画
上記の研究プロジェクトを発展させ、また各プロジェクトにおける知見に基づいた研究発表を充実していきた
いと考えている。

◆メッセージ
子どもの健やかな心身の発達には遺伝子から家庭環境、学校での体験、社会的制度に至るまで広範囲な要因が
影響を及ぼします。これらの諸要因がどのようなメカニズムとプロセスを経て子どもの心身の発達や健康に関
わってくるのかを明らかにすることが私たちの研究室の目標です。
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氏名： 杉田

孝夫

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 文学修士（1978 東京教育大学）
専門分野： 政治学、西洋政治思想史、
E-mail： sugita.takao@ocha.ac.jp
URL： http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/A3EB7B9B-7F0D-4281-9108-02D75C42957A.html

◆研究キーワード

／

Keywords

西洋政治思想史／ドイツ啓蒙／ドイツ観念論／カント・フィヒテ・ヘーゲル／家族と市民社会
History of Political Thought in Europe ／ German Enlightenment ／ German Idealism ／ Kant・Fichte・
Hegel ／ Family and Civil Society

◆主要業績
・
（訳書）&0d0a; フレデリック・C. バイザー著・杉田孝夫訳『啓蒙・革命・ロマン主義 ? 近代ドイツ
政治思想の起源 1790-1800?』法政大学出版局 ,2010 年 3 月 , 全 756 頁 .&0d0a;
・
（論文）&0d0a;「『ドイツ国民に告ぐ』はどのように読まれ、どのように読まれなかったのか」『フィ
ヒテ研究』
（日本フィヒテ協会編）第 17 号 , 晃洋書房 , 2009 年 12 月 ,60 頁 -74 頁所収 .&0d0a;
・( 翻訳）&0d0a; ディーター・シュヴァーブ著 , 杉田孝夫・田崎聖子訳「家族の概念史」(II)『生活社
会科学研究』第 16 号 ,2009 年 10 月 , 81 頁 -96 頁 .&0d0a;
・
（口頭発表）&0d0a;
Rechtslehre bei Fichte und Schelling
&0d0a;Internationaler Fichte-Kongress: Wissen Freiheit Geschichte. Die Philosophie im 19.un
20.Jahrhundert. 7.Oktober 2009, Academie Royale des sciences; des Lettres et des Beaux-Arts de
Bruxelles.(Beligie

◆研究内容

／

Research Pursuits

ドイツ啓蒙とドイツ観念論の政治思想史研究
（１）とくにカント、フィヒテ、ヘーゲルの政治思想
の諸問題をかれらの共通枠組みである「自由と共同
性」の位相を同時代的文脈の中で再検討し
、その歴史的固有性を明らかにする作業を行ってい
る。
（２）第二の主題として、カント、フィヒテ、ヘーゲ
ルの家族観を、ドイツにおける「近代家族」の形成
過程を示すテキストと捉えて、家族の構成と機能を
分析し、同時代の社会構造の転換とどのように構造
的に連関するものであるかを明らかにする作業をお
こなっている。この作業は必然的に家長のもとの近
代家族と家長を主体とする近代社会の構造的秘密を
明らかにするものであり、近代におけるジェンダー
の思想的作為性と歴史性を明らかにする作業でもあ
る。
（３）以上の二つの側面からの研究によって現代社会
における自由と共同性をめぐる問題状況を克服する
理論的展望を得ることを目指している。とくに政治
思想史の立場から個の生成と家族と市民社会の構造
的連関を研究している。

I am chiefly interested in the intellectual history of
modern Europe , and with this area I specialize in two
related fields. One is the political thought of Modern
Germany, especially German Enlightenment and
German Idealism. The other is the genesis of Modern
Family concept in Germany.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

基礎講義「政治学入門」では、市民のための政治学

I lecture on Scope and Theory of Political Science,

という観点から、現実の政治過程を事例に取り上げ

and on the foundation of Modern Civil Society and

つつ、政治の意味と機能をできるだけわかりやすく、

Family., and run two seminar. One is for the Theory

講義した。

of Civil Society( in undergraduate senior course)

学部講義「生活政治学 I」
「生活政治学 II」では、第 2

and another for intellectual history of Europe( in

学年を主対象に、現代デモクラシーの主体である生

postgraduate course).

活者市民にとって必要な政治学の基礎理論を講義し

I have supervised Intellectual History in Modern

た。

Europe as well as in Modern Japan. I am also

学部講義「比較家族思想史」ではヘーゲル『法の哲学』

interested in the questions of the public and the

をテキストにヘーゲル家族論における近代家族観と

private and gender、which are new perspectives in

しての特質を講義した。

politics.

学部演習
「生活政治学演習 I」
「生活政治学演習 II」では、
ジョン・ロック『統治二論』を講読した。
大学院演習『生活政治論』
『生活政治論演習』ではカ
ント『人倫の形而上学』の「法論の部」の「私法」
の部分を逐語的に講読した。

◆研究計画
(1) フィヒテ全集『第 16 巻 封鎖商業国家論』および『第 17 巻 ドイツ国民に告ぐ』の担当部分を仕上げるこ
とが当面の仕事である。
(2)『ドイツ観念論の家族観ードイツにおける近代家族概念の成立ー』および『フィヒテの政治思想』をそれぞ
れ一冊にまとめたいと考えている。
(3) ドイツ啓蒙の思想家のうち、ヤコービとフンボルトの政治思想、およびフンボルトのジェンダー論につい
ては、18 世紀ドイツ思想を理解するうえで重要な対象であるにもかかわらず日本ではまったく手つかずの状
態にある。ドイツ観念論の政治思想史研究に一区切りついたならば、ヤコービとフンボルトの研究を行いたい。

◆メッセージ
政治学は古来教養の学として長い伝統を築いてきました。近代以前においては統治者の教養の学あるいは統治
の技術でした。政治学は役人や政治家になるための学問であるという見解が生まれた原因はそのような伝統に
起因します。しかし統治者＝被治者の時代であるデモクラシーの現代においては、政治学はまず第一にすべて
の市民の教養の学でなければなりません。
政治の世界は、人間が生きている間は絶えず試され、問い続けなければならない実践知の世界です。そのよう
に考えると私たちはいつでもどこでもなんらかの政治のただ中にいることに気づきます。人生は、そこで得ら
れる疑問や経験を手掛かりにして「善く生きる」ための知の探求の旅です。政治学はそのような旅の指南書の
一つと言えます。
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氏名： 杉野 勇
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 社会学修士 (1992, 東京大学 )
専門分野： 理論社会学，法社会学，社会調査
E-mail： sugino.isamu@ocha.ac.jp
URL： http://www.catnet.ne.jp/sugino/sugino_ws.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

社会調査法／民事紛争
Social Survey Method ／ Civil Dispute

◆主要業績										

総数（3）件

・田巻帝子・前田智彦・杉野勇・南方暁・村山眞維 , 2009.09,「紛争行動インターネット調査の基本集計 2」
『法政理論』,
,
第 42 巻 第 1 号 , pp. 157-180.
・お茶の水女子大学リーダーシップ養成教育研究センター , 2010.03,『お茶の水女子大学卒業生のライ
フコース ?? 卒業生アンケート調査に基づいて』（分担執筆 , pp. 8-17）.
・杉野勇 , 2009,「紛争処理と民事司法（１）?? 紛争行動調査データが測定しているもの」, 日本社会
学会第 82 回大会（於：立教大学）, 2009 年 10 月 12 日 ,『第 82 回日本社会学会大会報告要旨集』p.
242.

◆研究内容

／

Research Pursuits

[2009 年度 ] 民事紛争処理実態調査研究の成果を纏め、書籍原稿を執筆した（2010 年度刊行予定）。社会調査
方法論やその教育方法についての研究を纏め、教科書を執筆した（2010 年 4 月刊行予定）。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

2009 年度の学部の社会学の入門的講義では、長谷川ほか『社会学』（有斐閣）を使用して、都市と都市的生活
様式、日常生活における相互行為、犯罪と逸脱、
社会階級・階層と不平等、マスメディアとコミュニケイション、ナショナリズムなどのテーマについて講義した。
演習においては、世論調査や社会調査、ネットワークや社会関係資本、格差、少子高齢化、日本の司法制度な
どのテーマについて集中的に学習と討論を行った。
大学院の演習では、社会科学の方法論についての論争、ライフコース研究や言説分析の方法論について重点的
に学習と批判的検討を行った。

◆研究計画
1) 科研費基盤研究 (S) の少子高齢化に関する大規模全国調査を実施し、データの整備を行う、4) 社会調査法の
方法論と、計量分析・多変量解析の教授法についての研究を行う。

◆メッセージ
私たちは、しつけや教育などの「社会化 socialization」を経なければ、きちんとした「社会人」になれません。
その意味で「規範」や「常識」を内面化 (internalization) することはとても重要です。しかし同時に、そうし
た規範や常識を対象化してよく考えてみることも極めて重要です。自分達の手が直接届く範囲の割合はますま
す小さくなり、メディアなどによる情報や疑似体験に否が応にも巻込まれざるを得ない。その中で、経験的・
実証的な証拠や事実に基づいて (evidence-based)、かつ論理的・分析的に思考をする (critical thinking) という
ことの重要性は強調し過ぎることはありません。他方で、規範や常識、趣味嗜好の社会的定式は、自分のアイ
デンティティと呼ばれるものを形成する要因でもあります。社会の理解と自己の理解が表裏一体であることの
淋しさと面白さを共に実感することが大切です。
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氏名： 杉山

進

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 体育学修士（東京教育大学 )
専門分野： 体育学、特にスポーツ哲学とスポーツ社会学
E-mail： sugiyama.susumu@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

大学体育／スポーツ哲学／スポーツ教育学／身体知／スポーツ技能
Physical Education in University ／ Sport Philosophy ／ Sport Education ／ Wisdom of Body ／ Motor
skill

◆主要業績										

総数（1）件

・大学体育の教養について

◆研究内容

／

Research Pursuits

大学教育における教養については多くの研究者がそれぞれの立場から様々な論を展開している。大学教育にお
ける体育は、大綱化以降多様な展開を見せているが、そうした中で著者は「暗黙知」あるいは「身体知」の概
念の下に大学体育の意義を説こうと試みた論文である。大学教育で求められる教養と、現代社会から要請され
る身体知のマッチングに関して論じたものである。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

コアのスポーツ健康授業を 5 コマ（前 2、後 2）と専門科目を 4 コマ（前 2、後 2）、大学院前期授業を 2 コマ、
院ゼミ（修論指導）を担当した。
スポーツ健康実習等の実技授業の内容と指導方法の改善に努めた。
専門科目では、体育教師への関心を深めるべく、保健体育科教育法 I に関連して、附属中高校に 3 年前から
授業参観を依頼し、教師養成に成果を挙げている。
学生の課外活動支援に関しては、今年度も昨年度同様、運動部活動の低調を憂慮して、運動部代表学生の一
緒になって、その対策について協議してきている。

◆研究計画
体育及びスポーツで養成すべき「身体知」とは、どのようなものかについて、人間諸科学の様々な分野から改
めて検討する必要があると考えている。

◆メッセージ
お茶の水女子大学は、女子高等師範学校としての伝統から、今でも女性の教師を輩出してきています。舞踊教
育学コースにおいても、女性の体育教師の養成機関としては日本で最も長い歴史をもっており、多くの優れた
卒業生が体育界で活躍しています。
舞踊教育学コースの名称から、すぐには体育教育と結びつかないかもしれませんが、体育の中で最も女性の
資質が活かされる領域に特化したコースが、この舞踊教育学コースです。
日本の教育現場は改革続きです。学校だけでなく、教師、生徒、親、行政と問題は山積みのようですが、舞
踊やスポーツを通じて、大きく社会貢献のできる分野です。本学は教育関連の広い分野に渡って勉学ができま
す。舞踊はもちろんですが、運動好きで、女子生徒が憧れる女性体育教師を目指す女性に期待します。
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氏名： 鈴木 恵美子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 農学博士／ Doctor of Agriculture（1989

東京大学）
専門分野： 栄養学／ Nutrition、生化学／ Biochemistry
E-mail： suzuki.emiko@ocha.ac.jp
URL： http://www.food.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

アスコルビン酸／酸化ストレス／ジカルボニル化合物／ 2,3- ジケトグロン酸／アクリルアミド
Ascorbic

acid ／ Oxidative stress ／ Dicarbonyl compound ／ 2,3-diketoglonic acid ／ acrylamide

◆主要業績										

総数（2）件

・N.Sanceda, Y.Imazeki, E.Suzuki, K.Kubota, K.Hatae, M.Kasai, &0d0a;Flavor and aroma quality of fish
sauce made from underutilized parts of skipjack tuna(Katsuwonus pelamis) and sensory acceptance
by panelists with different food cultural backgrounds, Phili
・M.Asumi, T.Yamaguchi, K.Saito, S.Kodama, H.Miyazawa, H.Matsui, E.Suzuki, H.Fukuda, H.Sone
,&0d0a;Are serum cholesterol levels associated with silent brain infarcts? : The Seiryo Clinic
Study&0d0a;Atherosclerosis, 210(2), 674-677 (2010)&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

ビタミン C（アスコルビン酸）は生体内の有効な抗酸

Vitamin C (ascorbic acid: AsA) is an effective

化剤で、酸化ストレスを低減化させると考えられる。

antioxidant in the body, and it is considered to

その体内動態を明らかにすることは、アスコルビン

reduce the oxidative stress. The bioavailability of

酸の効力を評価するために必要と考え研究を行って

AsA is related closely to the behavior and distribution

いる。アスコルビン酸の体内動態に関する詳細な研

mechanism of AsA in vivo. It is necessary to get

究は少なく、アスコルビン酸の輸送担体発現に対す

more information on the behavior and distribution

る酸化ストレスの影響を調べた。さらに、アスコル

mechanism of AsA in vivo, in order to know the

ビン酸の体内作用を総合的に評価するために、アス

bioavailability of AsA.

コルビン酸の酸化生成物である 2,3- ジケトグロン酸

2,3-diketoglonic acid (DKG ) was done.

の生体への影響を調べた。アクリルアミド生成量低

on the decrease of acrylamide formation was done.

減化に関する研究も行った。
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The study on the effect of the
The study

◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部で担当した主な授業科目としては「生化学」「一

“Biochemistry” and “Chemistry, General Experiments

般化学実験」
「ライフスタイル栄養学」
「応用栄養学

” are basic subjects. “Human nutrition in the life

実習」である。このうち基礎的なものは「生化学」
「一

style” and “Practice in advanced nutrition” are special

般化学実験」で、より専門的な領域のものは「ライ

ones.

フスタイル栄養学」
「応用栄養学実習」である。「生

In “Biochemistry” , the structures and functions

化学」では、人体の構造や機能を理解する上で必要

of carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids

な基礎的な知識を習得させることを目的に行ってい

are taught. In “Chemistry, General Experiments ” ,

る。
「一般化学実験」では、実験の基礎となる基本操

the general use of laboratory instruments, such as

作法を習得させ、安全で正しい実験が行えるように

pipette and burette, is explained, and preparation of

なることを目的としている。
「ライフスタイル栄養学」

reagent solutions and the like, is also taught.

では、人を取り巻く環境因子や生活習慣の違いが身

In “Practice in advanced nutrition” , the effects of

体に及ぼす影響を理解し、その栄養状態の変化を理

several environmental factors and the difference of

解することを目的にしている。 「応用栄養学実習」

life style on the body and the proper nutrient intake

は基本的な身体計測や栄養状態を評価するための生

are taught.

理・生化学的検査を行っている。

In “Practice in advanced nutrition” , physical

大学院の「生体制御学特論」を開講した。

measurement and the blood and urine tests are done.
The regulation mechanisms that maintain the
homeostasis are taught in “Biological regulation”
subject in graduate school.

◆研究計画
超高齢化社会では高年齢者の健康を考えることは重要である。抗酸化物質により老化の進行抑制等がはかられ
る可能性が考えられために抗酸化物質の適切な摂取について明らかにする。この結果により、高齢者の QOL
の改善が期待されるものと考えている。
また、食品の加工・調理・貯蔵中では多くのジカルボニル化合物が生成されるが、これらの安全性に関しての
詳細な検討は少なく、ジカルボニル化合物の生体への影響を明らかにすることによりヒトの健康の維持増進に
寄与できると考えている。

◆メッセージ
人の健康や食物のことについて興味をもって学び、将来、人の健康の維持・増進に寄与したいと考えている人
を歓迎します。
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氏名： 鈴木 禎宏
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士号（学術）(2002 年

東京大学 )

専門分野： 比較日本文化論、比較文学比較文化、生活造形論
E-mail： suzuki.sadahiro@ocha.ac.jp
URL： http://www.aesthe.ocha.ac.jp/~hp/suzuki/

◆研究キーワード

／

Keywords

生活造形論／比較文化論／民芸運動と対抗産業革命／ 20 世紀イギリスのスタジオ・クラフト運動
Theory of Arts and Crafts ／ Comparative Literature and Culture ／ Mingein Movement as counterIndustrial Revolution ／ British Studio Crafts Movement

◆主要業績										

総数（3）件

・鈴木禎宏「大原美術館における白樺美術館所蔵品について バーナード・リーチ旧蔵オーガスタス・
ジョン≪女の肖像（ドレリア）≫とヘンリー・ラム≪浜辺の女達≫、≪浴み≫を中心に」、『大原美術
館紀要』3 号、2009 年 12 月。
・鈴木禎宏「バーナード・リーチとダーティントン・ホール：
『中量生産』をめぐって」、藤田治彦編『芸
術と福祉：アーチストとしての人間』大阪大学出版会、2009 年。
・鈴木禎宏「
『東と西を超えて』バーナード・リーチと日本」、『日本藝術の創跡 異文化への扉 創造
の交流点』世界文藝社、2009 年。

◆研究内容

／

Research Pursuits

専門分野：

My research subjects so far are as follows: (1)

比較日本文化論 / 比較文学比較文化、生活造形論

Aspects of “Art for Life’ s Sake” in Modern and

主な研究課題：

Contemporary Japanese Cultural Scenes; (2) The

１

History of the British Studio Craft Movement (mainly

二〇世紀イギリスの工芸（Studio Pottery を中心

に）

in the field of ceramics); and (3) A Mental Map of

２

近現代日本の工芸（民芸運動ほか）

the Modern Japanese: A History of World Views

３

その他日本とヨーロッパを軸とする比較文化論

Conceived by Modern Japan in the Period between

（例えば、昭和初期の日本における「世界」観など）

1905 and 1945.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

主な担当授業科目
（学

部）比較生活文化論、比較文化論演習、比較生活文化史 I、生活造形論ほか

（大学院）比較文化論、比較生活文化特論、生活造形特論、生活芸術論
学部４年間を通じ、
「自分で問題をみつけ、その問題に自分で答えをみつけることのでき る人材」の育成を
目指しております。
この目的のためには、(1) 基礎技能を高めていくことと、(2) 専門性を高めていくことと いう、二つの事柄が
重要です。
すなわち、(1) 語学などの基礎学力、問題設定能力、情報収集能力、分析・思考能力、発表能力などを高め
ていくことと、(2) 比較文化論という方法論を身につけ、異文化理解能力と異文化への発信能力を高めることで
す。
こうした観点から各学年の授業を組み立て、学部４年間で一通りの能力が身に付くように努力しております。

◆研究計画
生活造形論の理論化。いわゆる「情報技術革命」が文化のあり方に及ぼす影響の分析。
平成 20-22 年度

科学研究費補助金

基盤研究 C「バーナード・リーチと民藝運動に関する比較文化的研究」

(20520320)。

◆メッセージ
日本語の「ハンカチ」と英語の” handkerchief ” は似て非なるものですが、その違いをみなさんは御存知で
しょうか。
「ハンカチ」とは「小型・方形の手ふき布」(『広辞苑』) であるのに対し、“handkerchief ” は” a small piece of
material or paper that you use for blowing your nose, etc.”（鼻をかむさいなどに用いる、一切れのものまたは
紙）
（Oxford 英英辞典）です。
「ハンカチ」も” handkerchief ” も一切れの布であることにかわりはありませんが、
それらが現実の生活において果たす役割は、文化によって異なることになります。
このような生活造形などを手がかりとして、文化の接触と変容の 問題等に取り組んでおります。こうした問
題を考える際には、(1)「異文化」を「自文化」に対して説明すること、および (2)「自文化」を「異文化」に
対して説明すること、の２点を常に意識することになります。
文化と文化の接触の現場に興味があり、外国語の習得に意欲のある方を、歓迎いたします。
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氏名： 高﨑

みどり

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士／ Master of Arts
専門分野： 日本語（現代語の文章・文体）
		 Japanese Linguistics（Discourse Analysis and Stylistics on Modern Japanese)
E-mail： takasaki.midori@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

日本語文章論／日本語会話分析／日本語の文章・文体／ことばとジェンダー
Text analysis ／ Conversational analysis ／ Discourse and style ／ Japanese language and gender

◆主要業績										

総数（7）件

・
〔論文〕
「随筆にみる新語の実態ー国語辞典の立項状況を手がかりに」『日本語学』11 月臨時増刊号
・
〔論文〕
「自然談話資料における引用表現の実態と分析」お茶の水女子大学『人文科学研究』第 6 巻
・
〔論文〕
” The Description of Otohime in Modern Literature” (English)『大学院教育改革支援プログラ
ム 日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成 2009 年度活動報告書』
・
〔論文〕
「テクスト・談話における引用表現」『大学院教育改革支援プログラム 日本文化研究の国際
的情報伝達スキルの育成 2009 年度活動報告書』
・
〔科研報告書〕『平成 19・20・21 年度科学研究費・基盤研究（C）報告書 言語行動としての引用表
現の研究』
（高崎みどり研究代表） 印刷：流通経済大学出版会

◆研究内容

／

Research Pursuits

・平成 19・20・21 年度科学研究費・基盤研究（C）

I reported our study “The expression of variety

補助金交付を受けた研究「言語行動としての広義引

of the quotations in the Japanese conversation”

用表現の研究」
（高崎みどり研究代表）について、デ

.&0d0a;This study was supported the Grant-

ー タ 精 緻 化、 分 析 を と り ま と め、2010 年 3 月 に

i n - A i d f o r S c i e n t i f i c R e s e a r c h f o r J F Y 2 007

報告書を提出、出版し、各機関・大学に送付した。

,2008 and 2009.&0d0a;I served as the Principal

&0d0a;・いくつかの文学作品について、文章・談話

Investigation.&0d0a;&0d0a;.I continued the study of

分析の観点から研究を継続した。&0d0a;・新常用漢

the literary works from the view poin of text analysis

字表公布に伴い、編集委員として『現代新国語辞典』

and discourse analysis.&0d0a;.I joined the editing

（三省堂）第 4 版の編集作業を行った。

work of a Japanese dictionary “Gendai Shin-kokugo
Jiten “.&0d0a;This dictionary deals with the new Joyo
Kanji table.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

〔学部教育〕日本語構造論概論、日本語構造論特殊講

・I set up the 6th consortium with graduate students

義日本語構造論演習、日本語学基礎演習、Ｌ A 日本

under the support of Center for Comparative Japanes

語論の授業を行った。また、日本語学をテーマとす

studies(12/15-17).

る卒業論文作成の指導を９名の学生に対して行った。

・I participated in the joint seminar at Beijing

〔大学院教育〕

Center for japanese Studies(10/15-18). I presented

日本語表現分析論および演習を修士課程および博士

the study of “The quotation in the conversation” .

課程の学生に対して行った。日本語学をテーマとす

・I served as aprincipal reviewer of a ph.D,” Japanese

る修士論文作成の指導を２名の学生に対して行った。

Linguistics” .

日本語学をテーマとする博士論文準備ゼミを３名の

・ I i nv i t e d p r o f f e s o r Ya n Z i n - P i n a s a g u e s t

学生に対して行った。

proffesor,from China. Dr.Yan is the proffesor of

〔その他〕

South China Normal Univesity.

・比較日本学教育研究センター主催のコンソーシアム

・I served as a member of three thesis evaluation

（12/15-17）を院生とともに準備、発表、討議など

committee.

に参加した。

・I supervised nine graduate students,five as a main

・北京日本学研究センターとの共同ゼミに院生 3 人と

superviser,four as asub superviser.

ともに参加（10/15-18）
。
・博士論文（日本語学）の主査をつとめた。
・桜蔭会招聘アジア女性研究者として華南師範大学教
授楊金萍氏を招聘した（1 年間）
・博士論文審査委員会副査 3 回、博士後期課程主指導
5 名、副指導 4 名

◆研究計画
平成２２／２３／２４年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）による研究「古典文学における文章・談話分析」
（高
崎みどり研究代表）をすすめていく。
また、文体とジェンダーの関係について引き続き研究を行いたい。
〔Study Plan〕
I will study “The discourse and text analysis of
Japanese classic works” under the support of Grantin-Aid for Scientific Research for JFY 2010 ,2011
and 2012 as the Principal Investigator.

◆メッセージ
現代日本語について、日常会話から文学のことばまで、広く研究しています。日本語についてもっと知りたい
と思うかた、ことばに興味のある方、是非一緒に勉強しましょう。
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氏名： 鷹野

景子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／糖鎖科学研究教育センター
職名： 教授
学位： 理学博士（1988 大阪市立大学）/ PhD in Science
専門分野： 理論化学、量子化学、計算化学
E-mail： takano.keiko@ocha.ac.jp
URL： http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/keiko.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

量子化学／コンピュータシミュレーション／反応機構／分子間相互作用／糖鎖科学
quantum chemistry ／ computer simulation ／ reaction mechanism ／ molecular interaction ／
glycosience

◆主要業績										

総数（1）件

・Y. Mutoh, N. Kozono, M. Araki, N. Tsuchida, K. Takano, Y. Ishii, Organometallics, 29, 519-522
(2010)&0d0a;Ruthenium Seleno- and Telluro-carbonyl Complexes: Selenium and Tellurium Atom
Transfer to a Terminal Carbide Ligand

◆研究内容

／

Research Pursuits

量子化学的手法をベースに、分子や化学反応のシ

Our ultimate goal is to understand and predict properties

ミュレーション計算を行っている。実験科学に対す

of molecules, characteristics of chemical bonding,
mechanisms of chemical reactions, and molecular

る相補的情報の提供と実験結果の理解や解釈に加え
て、新しい分子の設計や現象の予測を目指している。
対象とする分子のサイズは大小様々で、無機分子・

interactions from the viewpoint of quantum chemistry.
There are many kinds of complicated intermolecular
and intramolecular interactions in materials. We try

有機分子・生体系の認識部位など多岐に渡る。ここ

to understand and clarify origin and features of the

では、糖鎖科学分野における研究について述べる。

interactions.

糖脂質による酵素阻害に対して、
酵素と基質（糖鎖）
との相互作用を解析するために、ドッキングシミュ

One of the research projects is related to glycoscience.
We found the correspondence between electrostatic
potentials and binding property of the enzyme to the

レーション計算およびフラグメント分子軌道法によ

substrate in MBP binding proteins. We are conducting

る相互作用解析を行った。細胞の分化シグナルの発

docking simulation to analyze the interaction and

生と制御に関与する新しいタイプのマイクロドメイ

recognition mechanism between enzymes and
their substrates using the pair-interaction energy

ン糖脂質の立体配座解析を糖鎖の種類を変えて網羅

decomposition analysis (PIEDA) based on the fragment

的に行い、2 位の水酸基の配向が糖脂質糖鎖全体の向

molecular orbital (FMO) theory.

きを決めるのに重要な因子であることを明らかにし

Systematic conformational analysis of the sugar-part in

た。

phosphatidylmonosacchride was carried out to examine
the preferable conformation of sugars. Preliminary
calculations suggested that hydrogen bonds and
gauche conformation contributed to the stability of the
conformers. Starting from the initial geometries having
gauche conformations and hydrogen bonds, geometries of
the sugar-part were optimized. The conformers abtained
were grouped into three types. Ratio of the types depends
on the orientation of the OH group. We also found a
relationship between the frontier molecular orbitals and
the inhibitory effect for the inhibition of the glycolipids in
the enzyme reaction.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits
The classes I provided for undergraduate students

理学部化学科における教育活動に従事した。
「化学特別ゼミ I」コンピュータケミストリの入門と

are as follows:

して、水分子やアンモニア分子の量子化学計算の実

"Physical Chemistry I"

習。

"Computational Chemistry"

「物理化学 I」量子化学の基礎的内容。

"Quantum Chemistry"

「計算化学」
「量子化学」量子化学計算の実践的講義（計

"Lab Course of Physical Chemistry"

算機実習を含む）
。

For graduate students:

「物理化学実験」
「基本化学実験 III] 物理化学の重要概

"Advanced Theorerical Chemistry"

念を修得させることを意図した実験。

"Exercise in Theoretical Chemistry"

「特別研究」卒業研究生（2009 年度は 5 名）の研究

I supervised five undergraduate student, a master''s

指導。

course student, and two PhD students.

大学院前期課程理学専攻における教育活動に従事し
た。
「計算化学特論」分子軌道計算の実習と学術論文を読
むための専門用語の解説。
「理論化学特論演習」量子化学の専門書の輪読と問題
演習により、理論的基礎を養う。
大学院生（博士前期課程理学専攻 1 名、博士後期課
程複合領域科学専攻 2 名）の研究・論文指導。修士
論文審査においては、主査 1 件、副査 2 件を務めた。

◆研究計画
量子化学的手法を用いて、分子およびその集合体を対象とするコンピュータシミュレーションを行う。実験
科学に対する相補的な情報の提供、化学現象の先見的な理解および予測を目指す。生命科学に重要な役割をも
つ糖鎖科学への計算化学からのアプローチは先導的な研究と位置づけられ、重要テーマの一つとして推進して
いく。金属錯体の構造と反応、分子の励起状態と分光学など実験精度に匹敵する計算研究を推進する。
現在実施している共同研究テーマとして下記のものがある。
（1）フラグメント分子軌道法による酵素と基質の相互作用の解析
（2）マイクロドメイン糖脂質糖鎖の立体構造と分子間相互作用の解析
（3）ホスフェニウム錯体の構造と反応機構の解明
（4）モデルコアポテンシャルを用いたポリハロゲンの構造に関する研究
（5）量子化学文献データベースの開発
今後の共同研究の可能性としては、以下のものがある。
（1）気相分子の分光学定数の高精度予測

他

◆メッセージ
計算化学は、化学の長い歴史とは対照的に、20 世紀になってからスタートした若い学問・研究分野ですが、
化学のあらゆる分野の研究に現在では必須の役割を果たしています。結合の性質や化学反応の過程や機構をコ
ンピュータシミュレーションによって精度よく調べることができます。現象を説明するだけでなく、予測も夢
ではありません。化学科では、1 年次の「基礎化学 B」で量子化学の導入を行い、2 年次の「物理化学 I（講義）
」
と「計算化学（実習）
」で量子化学の基礎と実際を学びます。さらに 4 年次の計算化学および大学の計算化学
特論において、化学分野の研究に活用できるレベルの計算化学の知識と技術を修得できます。計算化学を学び、
化学の新しい領域を共に開拓していきましょう。
また私たちは、国際的視野に立って活躍できる理系の女性人材育成をめざし、理系英語の教育や留学支援に
も力を入れています。本学の支援を活用して、力を伸ばしてほしいと願っています。
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氏名： 鷹野

光行

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士（1974 年
専門分野： 考古学・博物館学

東京大学）

E-mail： takano.mitsuyuki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

考古学／博物館学
archaeology ／ museology

◆主要業績
・鷹野光行編『鹿児島県指宿市敷領遺跡 ( 中敷領地点 ) 第 2 次調査』文部科学省科学研究費補助金特定
領域研究 ｢ わが国の火山噴火罹災地における生活・文化環境の復元 ｣ による発掘調査報告書 2010.1
・鷹野光行編『火山で埋もれた都市とムラ ヴェスヴィオ・浅間・ムラピ・開聞岳』2010.2

◆研究内容

／

Research Pursuits

2004 年度から交付を受けている文部科学省科学研究費補助金（特定領域研究）による「わが国の火山噴火罹
災地における生活・文化環境の復元」の研究をすすめた。平成 20 年度までの研究成果に基づき、874 年の開
聞岳の噴火によって埋もれた当該地域の土地利用及び生活環境の復元に関するデータの収集を行った。今年度
は昨年完全に発掘できなかった敷領遺跡中敷領地点の建物跡の全容を明らかにした。建物の周辺には火山灰の
厚い堆積がなく、住民たちによって火山灰の除去などある程度の復旧作業が行われたことが昨年度明らかにな
ったが、建物内から出土した ｢ 奉」と読める墨書土器の存在、また墨の全面に付着した須恵器の蓋、昨年出土
した転用硯、及び近接する地点での指宿市教育委員会による調査と併せて、この建物の住人がこのムラでのや
や特別な立場のものであることも想定された。関連資料収集のため、イタリア・オーストリア・ドイツに赴いた。
学芸員養成のために必要な科目の構成や内容の検討も行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

[ 学部 ]1. 博物館実習 : 実習履習者 25 名について、学内実習、実務実習、見学実習を実施。
2. 博物館資料特殊講義 : 博物館活動の根幹をなす資料の取り扱いについての講義。
3. 考古学通論 1: 考古学の定義、研究法、など縄紋時代を題材として講義した。
4. 社会教育特講３: 文化財の保護について、歴史、制度、外国の状況、埋蔵文化財の諸問題を講義した。
[ 大学院 ]1. 博物館経営論：博物館の教育活動に関する実態調査を博物館の年報を利用して行った。

◆研究計画
科学研究費の特定領域研究が終了したが、ここで明らかになった成果をさらに発展すべく、新たな科学研究費
の申請を行って研究を継続したい。
博物館の望ましい在り方についての検討に参画してきたが、あくまでも博物館の実情に即した在り方を追求し
ていきたい。

◆メッセージ
大学では高校までにはなかったさまざまの分野の研究／教育がおこなわれます。また学芸員をはじめとして各
種の資格／免許が大学の学修によって得られます。新しい分野に好奇心を持って、チャレンジしていって欲し
い。
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氏名： 高濱 裕子
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 博士（人文科学）（2000 お茶の水女子大学）
専門分野： 生涯発達心理学・保育学
E-mail： takahama.yuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

葛藤処理方略／比較文化研究／文化差の発生過程／横断研究／縦断研究
Conflict management skills in children ／ Cross-cultural comparative study ／ Emergence process of cultural
difference ／ Cross-sectional study ／ Longitudinal stady

◆主要業績										

総数（5）件

・学術論文 高濱裕子・渡辺利子「家庭から就学前施設への環境移行：幼稚園入園をひかえた子どもをもつ親
の関心」お茶の水女子大学『人文科学研究』
，2010,6,95-106
・ 学 会 発 表 Yuko Takahama,Tatsuo Ujiie, Jiro Takai, Katsumi Ninomiya,Makoto Shibayama,Hiroko Sakagami,
Mayumi Fukumoto. &0d0a;A cross-cultural comparative study of the development of conflict management
skills in childen.2009 SRCD Biennial Mee
・学会発表 高濱裕子「３歳から就学期までの環境移行と社会化プロセス（４）
：子どもの入園から半年後に親
が記述した印象的なエピソードの分析」日本発達心理学会第 21 回大会 神戸国際会議場
・学会発表 濱家徳子・氏家達夫・高井次郎・高濱裕子・柴山真琴・福元真由美・坂上裕子・二宮克美・近江玲・
島義弘・中山留美子・松井宏樹 「葛藤処理方略の文化差の発生過程（５）：日中韓の幼児・児童の葛藤処理方
略 日本心理学会第 73 回大会 立命館大学
・雑誌掲載文 高濱裕子「デンバーでの比較文化体験」幼児の教育 第 108 巻 第 10 号 4-7

◆研究内容

／

Research Pursuits

「葛藤処理方略の文化差の発生過程についての比較文化的
研究」（科学研究費補助金Ｂ：連携研究者）
第一次反抗期以降、家庭での社会化や就学前施設（保育所・
幼稚園）および小学校での文化化の結果として出現する
と予想される処理方略の文化差を検討する。発達過程に
焦点化した比較文化的研究は、おそらく本研究が世界で
初めてのものである。2009 年度は、2008 年度の縦断研
究の対象者を追跡調査した。すなわち、日本、中国およ
び韓国において、４歳児のコホートと６歳児のコホート
それぞれ 50 名を対象とした。内容は、家庭訪問による親
への面接、親子課題、子ども課題であった。
「３歳から就学期までの環境移行における社会化・文化化
についての追跡的研究」（科学研究費補助金Ｂ：研究代表
者）
研究プロジェクトの目的は次の４点を検討することであ
る。(1) 社会的変化や少子化による対人関係の変化の実情
を、他者との対人的調整力（交渉や葛藤処理）という観
点から追跡的に検討する。(2) 家庭から幼稚園への環境移
行を、新たな環境の認知と環境への定位という生態学的
観点から検討する。(3) 幼稚園における遊びと小学校にお
ける学習との関係を、幼児期の心情・意欲・態度の発達
と小学校での学びの発達という観点から検討する。(4) 環
境移行における社会化・文化化を、子どもにかかわる大
人（保護者 ? 幼稚園教師、幼稚園教師 ? 小学校教師）の、
子どもへの期待と新たな文化化のエージェントへの期待
という観点から検討する。
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A cross-cultural comparative study of the development of
conflict management skills in children.
We examine a cultural difference of the processing of
appearance as the result of socialization and enculturation in
preschool and the elementary school. As for comparing the
cultural research made a focus, this research will be executed
to the developmental process for the first time in the world.
We pursued the object person in fiscal year 2008 in fiscal year
2009. The object people were 50 four-years old children and
50 six-years old children of each cohort in Japan, China, and
South Korea. The survey content were the interview to parents,
the parent and child taskes, and the child taskes by the home
visit.
Longitudinal study of socialization and culturalization through
environmental transition from 3 years old to period of entering
school.
The purpose of this project is to examine the following four
points.
1.We examine the fact of the change in the interpersonal
relationship according to a social change and the falling
birthrate from the viewpoint of personal adjustment with
others.
2.We examine an environmental shift from home to the
kindergarten from an ecological viewpoint such as recognition
of new environment and the locations to the environment.
3.We examine the relation between play in the kindergarten
and learning in the elementary school.
4.We examine socialization and enculturation from the
viewpoint of developmental expectation of adults and the next
agents.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育では、前期に「生涯発達講義講読」、「生活

Under graduate education : I taught 6 subjects in

科教育論」
、
「人間関係学」
、
「児童学概論」を担当した。

this year.In these subjects, the point that I especially

後期には「発達過程論」
、
「情緒と発達の心理学」（LA

considered is the aspects of viewing from parents and

科目）を担当した。

adults side. Because students think seeing from baby,

これらの授業科目においてとりわけ意識した点は、
親や大人側から見る（とらえる）という視点である。
ともすると、乳幼児、児童、生徒側から見たりとら
えたりすることが多い。しかし、養育する側（親、
保育者）からの見え方やとらえ方を知ることで、発

child, and student’’ s aspects to be natural. However,
they notice mutual influence and the reciprocity of
development through knowing how to see it and how
from the side that they bring up to catch.
Graduate school education : I took up the relation

達の相互影響性、互恵性に気づくことになる。

between development and the education in the

「生活科教育論」及び「情緒と発達の心理学」（LA 科
目）は隔年開講科目であるため、受講者が多かった。

period of infants and children as a theme, and also

最新の研究知見や制度・政策をできるだけ取りあげ

took up the education through the environment that

るように配慮した。

was the feature of the early childhood education as a

大学院博士前期課程では、
「幼児教育課程論特論」、
「幼

theme. And, we read the thesis and discussed about

児教育課程論演習」
、
「保育者養成論演習」
、
「外書講読」

them.

などを担当した。
「幼児教育課程論（特論・演習）
」では、幼児教育の
特徴である環境を通した教育についての考え方、カ
リキュラムについての考え方などについて、文献の
講読や受講生の実践をもとに検討した。
「保育者養成論演習」では保育者（幼稚園教諭や保育
所保育士）の養成や、その専門性や専門性を支える
さまざまな資源について、内外の文献講読を通して
検討した。また受講生が関心をもつテーマを研究の
俎上にのせるために、いくつかの論文を取りあげて
方法論を含めて検討した。

◆研究計画
人間の発達を、より長期的なスパンを射程に入れて追跡し、発達のメカニズムを解明したい。乳幼児期、幼児期、
学童期、思春期といったある特定の時期の変化だけを見ていてはわからない、生涯を通した人間発達の連続性
や変容のパターンについての検討が必要である。このことが、生涯発達心理学の構築につながると考えられる。
比較文化研究は、その文化差を明らかにすることを目的とした研究から、状況や文脈による違いに着目した研
究へと変化している。さらにわれわれが目指すのは、文化差がどのように生み出されるかといったプロセスへ
焦点化した研究である。３年前に、日本、韓国、中国そしてアメリカの幼児から小学生までを対象とした「対
人葛藤処理方略の文化差の発生過程についての比較文化的研究」に着手した。さらに文化差の発生過程をとら
えるべく、日本、韓国そして中国の３か国における縦断研究を開始した。データセットの規模が大きいため、
多様な分析が可能であると考えられる。

◆メッセージ
現代社会におけるさまざまな課題を、発達心理学的な視点をもちつつ検討したいと考えています。
親や保育者などの成人発達のメカニズムには、まだよくわからないことがあります。家庭や幼稚園・保育所な
どのフィールドに関与しつつ、対象を長期的に追跡するアプローチを採用しながら解明したいと思っています。
また、私たちはいかなる道筋をたどって日本人になってゆくのかという疑問を解明するために、日本、韓国、
中国そしてアメリカとの比較文化研究に取り組んでいます。社会・経済的変化が、親になるプロセスや家庭の
養育機能にどのような影響を与えているのかを、東アジア諸国との比較によって明らかにしたいと思います。
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お茶の水女子大学）

E-mail： tachi.kaoru@ocha.ac.jp
URL： http://www.igs.ocha.ac.jp/

◆研究キーワード

／

Keywords

ジェンダー／規範と制度／東アジア／ Web 世界／教育
Gender ／ Norm and

System ／ East

Asia ／ World

Wide Web ／ Educatio ｎ

◆主要業績										

総数（5）件

・舘かおる「
『満洲グラフ』にみる女性たちのフォトモンタージュ」『満洲グラフ』 第 15 巻 2009
年 12 月 145 － 157 頁
・舘かおる「法学とジェンダー研究の邂逅」フランシス・オルセン 寺尾美子訳『法の性別』東大出版
会 2009 年 9 月
261-264 頁
・Y. Masunaga, N. Oyama, C. Watanabe, K. Itoh, K. Tachi and Y. Miyama: SERPWatcher: A SERP Mining
Tool as a Novel Social Survey Method in Sociology, Database Systems for Advanced Applications, LNCS
5982, DASFAA2010 Proceedings, Part II, Springer
LNCS 5982
・舘かおる・吉沢寿香・土野瑞穂（共著）
「福井県における「女性活躍社会」推進の取組とワーク・ライフ・
バランス―「ふくい女性ネット」参加者調査から―」『近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研
究推進事業「ジェンダー・格差センシティヴな働き方と生活の調和」2009 年度報告書』255-276 頁
2010 年（5 月）
・エレーヌ・ランジュバン＝ジョリオ「キュリー家の流れを汲む日本の女性研究者 湯浅年子」（講演
記録編集）及び解題執筆『ジェンダー研究』13 号 2010 67 － 76 頁

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．21 世紀 COE プログラムとして展開してきた「テクノロジーとジェンダー」の研究を科学研究費補
助金（Ｂ）
「社会科学の新しい研究方法論としての統合型ウェブマイニング環境の開発研究」とリンクさ
せ、SERPWatcher の実相に参加。
「第 15 回先進応用のためのデータベースシステムに関する国際会議」で
Excellent Demonstration Award を受賞。今後は具体的事例を取り上げ、ジェンダー研究の方法論ツールとし
ての有効性を検証する。
２．平成 21 年度から開始した、近未来事業「ジェンダー・格差センシティヴな働き方と生活の調和」に参与し、
福井県を対象に県と企業が連携して設置した女性ネットワーク事業「ふくい女性ネット」の研究調査を行った。
３．
「満洲研究」にジェンダー分析の導入を志向すべく『満州グラフ』の刊行に関与し、「『満洲グラフ』にみ
る女性たちのフォトモンタージュ」をまとめた。
４．学内科研で、国際的なジェンダー主流化政策について、研究会、セミナー、国際シンポジウムを開催した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１．＜ジェンダー研究センター＞の事業（大学院博士前期課程科目提供）「国際社会ジェンダー論」「同演習」
の講義として、菅野琴（元駐ネパールユネスコ代表）を中心に「ユネスコのジェンダー主流化政策とジェンダ
ー平等のための活動」などのセミナーや公開講演会「高等教育におけるジェンダー平等と「政治・政策領域」
への進出」を主催した。また、アジア工科大学院大学への派遣と受け入れ研修を行い、その内容を『特別教育
研究経費（国際人材育成）実施報告書』
（141 － 148 頁）2010 年 3 月刊に掲載した。
２．＜授業、論文研究指導＞は、＜学部＞「文理融合りベラルアーツ

テクノサイエンスのジェンダー・ポリ

ティクス」
、＜大学院前期課程＞「ジェンダー基礎論」「同演習」「開発・ジェンダー論特論」、「国際社会ジェ
ンダー論」
、
「国際社会ジェンダー論演習」＜博士後期課程＞「ジェンダー史論Ⅰ」「ジェンダー学際研究論文
指導」を担当。
修士論文「朝鮮人強制連行・強制労働と炭鉱「慰安所」制度―北海道における石炭産業関連資料を中心に― 」
、
博士論文「韓国人ニューカマー女性の移住要因とエスニック・ビジネス－グローバル化を生き抜く女性たちの
戦略－」の主指導教員と主査、
「中国・北京市における家政サービスの生成と展開－再生産労働の再編成と農
村－都市移動の〈回路〉－」
、
「青年期の身体像と食生活行動－日常知と学校知からの家庭科教育の検討」、「中
国女性の二重負担の問題－『女よ家に帰れ』キャンペーンを中心に－」の副査を務めた。

◆研究計画
第 1 に、21 世紀 COE で開拓した「科学・医療・技術」領域のジェンダー研究という新領野をさらに拓くこと
を展望し、社会科学の方法論的ツールの開発を行い、ウェブ世界の「ジェンダー」の様相の解明に務めている。
第２に、福井県を調査対象として、ロールモデルの視点からワーク・ライフ・バランスの研究調査を行っている。
第３に、
「満洲」というフィールドにおいて、コロニアル・モダニティやコロニアル・サイエンスのジェンダ
ー分析を試みることも継続している。

◆メッセージ
ジェンダー研究は、女性学の成立から数えても、まだ 40 年の歴史にも満たない新しい学問研究です。しかし、
ジェンダー研究は、これからの世界が、20 世紀システムでは立ち行かなくなったからことから生まれてきま
した。お茶の水女子大学には、日本の大学で初めて設立された、ジェンダー研究センターという場もあります。
21 世紀の世界で生きるあなたたちが、ジェンダー研究を学び、新しい世界を拓いて行くことを期待しています。
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氏名： 棚谷

綾

所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名： 准教授
学位： 博士（薬学）
専門分野： 超分子化学、創薬化学、構造有機化学
E-mail： tanatani.aya@ocha.ac.jp
URL： http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/tanataniHP/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

機能性分子／超分子／芳香族アミド／創薬／核内受容体
Functional Molecule ／ Suplamolecule ／ Aromatic Amides ／ Drug Discovery ／ Nuclear Receptor

◆主要業績										

総数（5）件

・Kudo, M.; Hanashima, T.; Muranaka, A.; Sato, H.; Uchiyama, M.; Azumaya, I.; Hirano, T.; Kagechika,
H.; Tanatani, A. Identification of Absolute Helical Structures of Aromatic Multilayered Oligo(mphenylurea)s in Solution. J. Org. Chem. 2009, 74, 8154-816
・ M i k a m i , K . ; Ta n a t a n i , A . ; Yo k o y a m a , A . ; Yo k o z a w a , T. H e l i c a l F o l d i n g o f
Poly(naphthalenecarboxamide) Prompted by Solvophobic Effect. Macromolecules 2009, 42, 38493851.
・Hirano, T.; Osaki, T.; Fujii, S.; Komatsu, D.; Azumaya, I.; Tanatani, A.; Kagechika, H.
Fluorescent
visualization of the conformational change of aromatic amide or urea induced by N-methylation.
Tetrahedron Lett. 2009, 50, 488-491.
・棚谷綾、影近弘之「フォルダマー」In 超分子サイエンス＆テクノロジー（監修：国武豊喜）第３章
第１- １節、467-476 ページ、2009 年 5 月発行、NTS。
・岡本巌、影近弘之、棚谷綾「環境応答型芳香族アミド化合物の構造変換と動的制御」有機合成化学協
会誌 2009, 67, 1240-1249.

◆研究内容

／

Research Pursuits

本研究室では、分子やその集合体の立体特性や動的

Novel unique molecules in the field of materials

制御に基づいた機能性分子の創製を行っている。有

sciences and medicinal chemistry are developed.

機化学を基盤に、材料科学や医薬化学への展開をは

Based on our finding about the conformational

かっており、主な研究内容は以下の２項目からなる。

properties of aromatic amides and related functional

１．アミド結合の立体特性を活かした機能性芳香族

groups, we develop aromatic molecules with unique

分子構築：芳香族 N- メチル化アミド類がシス型を優

three-dimensional structure and dynamic behaviors,

先するという立体特性をもとに、芳香族多層構造や

such as aromatic multi-layered and helical molecules.

らせん構造を構築し、
その機能を解析している。また、

Further, the molecules whose conformation is

外的刺激で立体構造を変化させる分子スイッチの創

changed by the environmental stimuli are designed,

製へと展開している。

and synthesized. In the field of medicinal chemistry,

２．核内受容体を分子標的とした医薬化学研究：核

we develop the novel specific ligands for nuclear

内受容体は脂溶性ホルモンや活性型ビタミンの機能

receptors, such as androgen, progesterone, and

を担う生体内分子で、癌や生活習慣病などの難治性

vitamin D receptors, and elucidate their biological

疾患の治療薬開発の重要な分子標的である。アンド

functions.

ロゲン、プロゲステロンなどのホルモン受容体、ビ
タミン D 受容体を分子標的として、その機能を特異
的に制御する新規化合物を創製している。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部：
「有機化学実験」
「一般化学実験」
大学院
「超分子化学特論」

◆研究計画
分子やその集合体の三次元構造とその動的挙動は、その物性や機能を発揮する上で重要な要素の一つであり、
機能性分子の設計には立体構造や動的挙動の制御が必須である。本研究では、芳香族アミドのユニークな立体
特性の発見を元に、その特性をいかした機能性芳香族分子の構築を行っている。芳香族多層構造やらせん構造
といった分子の構築と構造制御、分子スイッチなどの機能開発を中心に、新たな機能性分子の創製へと展開し
ている。一方、核内受容体を分子標的とした医薬化学研究では、新規骨格を持つアンドロゲン、プロゲステロ
ン受容体アンタゴニスト、ビタミン D 誘導体を創製しており、その生理活性を明らかとし、医薬への応用展開
を図っている。
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氏名： 棚橋

訓

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 文学修士／ M.A. in History
		 博士（社会人類学）／ Ph.D. in Social Anthropology
専門分野： 文化人類学／ Socio-Cultural Anthropology
E-mail： tanahashi.satoshi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

文化人類学／歴史人類学／オセアニア地域研究／ジェンダー・セクシュアリティ研究／文化景観論
Cultural Anthropology ／ Historical Anthropology ／ Oceanic Studies ／ Gender and Sexuality Studies
／ Cultural Landscape Studies

◆主要業績										

総数（8）件

・
「聖恩の景観史 ? マーシャル諸島にみる軍政期南洋群島統治の一断面」, 日本オセアニア学会（編）
『オ
セアニア学』, 京都：京都大学学術出版会 , pp.334-344.
・
「地図と権力 ? マーシャル諸島ローラ島の地図作製をめぐる権力作用の一考察」, 塩田光喜（編）『知
の大洋へ、大洋の知へ ? 太平洋島嶼諸国の近代と知的ビッグバン』, 東京：彩流社 , pp.167-202.
・
「植民地主義との邂逅」、片山一道・熊谷圭知（編）『朝倉世界地理講座 ? 大地と人間の物語 ? 第 15
巻オセアニア』, 東京：朝倉書店 , pp.132-146.
・
『NHK 世界遺産 100 No.17 聖なる自然 ? ウルル、カタ・ジュタ国立公園』（監修・指導）, 東京：小
学館 , 18p.+DVD
・
「島の脆さ、島の強さ ? オセアニアの環礁社会に思う」,『オセアニア』, 日本オセアニア交流協会 ,
No.81, pp.1-3.

◆研究内容

／

Research Pursuits

2009 年度は科学研究費補助金の研究分担者として

During the academic year of 2009, I conducted

「サンゴ礁 ? 人間共生系の景観史」
( 新学術領域研究（研

researches on Marshall Islands, Tuvalu and Ishigaki

究領域提案型）の 1 件、同連携研究者として「トラ

of Yaeyama Islands with JSPS grants and a Japanese

ンスナショナリズムと「ストリート現象」の人類学

Ministry of Environment grant. Research topics under

的研究」
（基盤 (A) 海外）の 1 件、環境省地球環境研

the grants were as follows: (1) Landscape History of

究総合推進費 ( 全球システム変動分野 ) の研究分担者

Coral Reefs-Human Symbiosis, (2)Anthropological

として「環礁上に成立する小島嶼国の地形変化と水

Studies on Transnationalism and Street-phenomena,

資源変化に対する適応策に関する研究」の 1 件、計

and (3)Research on Sustainable Land and Water

3 件の資金を得て、ミクロネシアのマーシャル諸島、

Resource Management in Atoll Island Countries. I

ポリネシアのツバル、八重山諸島石垣島に関する調

was appointed as the affiliated/visiting researcher

査研究を実施した。また、東京外国語大学アジアア

of the following institutions: Tokyo University of

フリカ言語文化研究所、日本貿易振興機構アジア経

Foreign Studies ILCAA, JETRO IDC, National Museum

済研究所、国立民族学博物館、成城大学民俗学研究

of Ethnology, and Seijo Univerisity Institute of

所の各機関の共同研究員として 6 件の共同研究に携

Folklore Studies. I also organized an international

わり、1 件の国際シンポジウムを組織し、4 件の研究

symposium on Tuvalu and environmental change for

発表等を実施した。

Japanese Society for Oceanic Studies.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部において「文化人類学 ( 基礎講義 )」
「ジェンダ

For the academic year of 2009, I gave the

ー LA 科目」
「人間と発達」
「教育科学研究指導 ?・?」

lectures, seminars, directed-reading courses for

「文化人類学概論」
「民族誌学演習」等の授業を、大

both underg raduate and g raduate prog rams

学院において「開発人類学」
「開発人類学演習」「開

at Ochanomizu University. List of the courses I

発・ジェンダー論特論」
「比較文化ジェンダー論」等

offered were as follows: Cultural Anthropology,

の授業と研究論文指導を実施した。また、放送大学

Gender/Globalization/Locality, Introduction to

客員教授、東京大学・慶應義塾大学・聖心女子大学・

Cultural Anthropology, Seminars on Ethnography,

和洋女子大学等の非常勤講師として文化人類学分野

Introduction to Educational Sciences, Anthropology

の教育と研究指導を実施した。

of Development, Special Studies on Anthropology of
Development, Comparative Studies in Gender and
Culture. As a visiting professor of the Open University
of Japan, I was in charge of an introductory TV
lecture series of cultural anthropology which
has been on the air since April, 2007. I also gave
undergraduate-level lecture series on different topics
of cultural anthropology for the universities of Tokyo,
Keio, Sacred Heart and Wayo.

◆研究計画
2007 年度から、サンゴ礁学、自然地理学、地形学、考古学、形質人類学、海洋生態学、海洋工学、リモー
トセンシングの各分野の研究者との共同によるオセアニア環礁の地球温暖化適応策の総合的研究を開始した。
2008 年度から文部科学書科研費（新学術領域研究）「サンゴ礁学」にも参画して当該分野での次世代の育成に
も取り組んでいる。今後は、文化人類学の立場から、オセアニア島嶼諸国や国内小島嶼域の環境変動対策と国
土保全・景観分析の分野での実戦的な適応策をめぐる政策提言を視野に入れた、地球貢献型の研究を一層推進
していく計画である。また、ジェンダー・セクシュアリティ研究においては、公衆衛生学、疫学、社会学の各
専門分野の研究者たちとの連携を視野に入れた総合的な研究枠組の検討を行い、文化人類学の新たな実戦的貢
献の可能性を切り拓きたいと考えている。

◆メッセージ
私は文化人類学の視点と方法から現代世界の様々な問題群を実証的に分析・理解して、その成果を現代社会に
還元することを目指して研究を続けています。フィールドワーク（現地での実態調査）によって人間の多様性
をこまやかに捉えつつ、その背後にある普遍的課題に目を向けていくのが文化人類学という分野の特徴です。
文化人類学では「多様性に向き合う眼」と世界をつなぐ「外向と共生の思考」を核に、研究を進めていきます。
多くの受験生のかたがたにとって、文化人類学は、あまり耳にしたことのない未知の分野だと思いますが、お
茶大に入学の際には、是非ともこの未知の分野に積極的に分け入り、現代世界を見る新たな眼（芽）を手に入
れて頂きたいと思います。
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氏名： 千葉

和義

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／サイエンス＆エデュケーションセンター
職名： 教授
学位： 理学博士（1990 東京工業大学）／ Doctor of Science
専門分野： 発生生物学、細胞生物学、理科教育／ Developmental biology, cell biology, and science education
E-mail： chiba.kazuyoshi@ocha.ac.jp
URL： http://bios.cc.ocha.ac.jp/lab/chiba/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

卵成熟／アポトーシス／ MI 休止
oocyte maturation ／ apoptosis ／ MI

arrest

◆主要業績
・Otsuki, J., Nagai, Y., and Chiba, K., 2009. Association of spindle midzone particles with polo-like
kinase 1 during meiosis in mouse and human oocytes. RBM Online. 18, 522-528.

◆研究内容

／

Research Pursuits

卵と精子の形成では、減数分裂が起り、染色体数は

During oogenesis and spermatogenesis, meiosis

半減する。一方、受精に引き続く精子核と卵核の合

occurs and the number of chromosomes decreases.

体によって、染色体数はもとにもどる。従って減数

Also, an increase of the number of chromosomes

分裂と受精は、生物学的な意味において、独立した

is induced by fertilization. Thus, meiosis and

別々の事象である。しかしほとんどの動物において、

fertilization are biologically different events.

受精は卵減数分裂の途中で成立する。そのタイミン

However, in many animals, fertilization occurs during

グは種によって厳密に制御されており、減数分裂が

meiotic division of oocytes. The timing of fertilization

適切な段階まで進行しなければ受精は正常に起らな

is definitely restricted; fertilization does not occur

いし、受精しなければ卵減数分裂が完了しないこと

until meiosis proceeds to an appropriate stage and

が知られている。本研究では、減数分裂と受精がど

meiosis reinitiation is induced by fertilization. I am

のように干渉しあい、生命の連続性を成り立たして

interested in the fact that meiosis and fertilization

いるのかを明らかにすることを目標とする。具体的

proceed interactively, and would like to find

にはヒトデ、マウス等を研究対象として、1）どのよ

molecular mechanisms of the interaction using

うに減数分裂が休止して受精を待つのか、2）未受精

starfish and mouse oocytes.

卵がアポトーシスで死んでしまうのはどのような機
構によるのか、について研究を進めている。
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◆教育内容
- 学部 -

／

Educational Pursuits

発生生物学：卵と精子の形成から受精を経

Developmental Biology : The molecular

て、細胞分裂が始まり、発生・分化が進行していく

mechanisms of fertilization, cleavage, cell division,

各過程を取り上げて、それらの分子メカニズムにつ

and organogenesis are covered in this class.

いて解説する。

内分泌学：個体や細胞は、外部環

Endocrinology: It will be discussed how extracellular

境からどのようなシグナルを受け取り、どのような

signals such as hormones affect whole body and cells.

機構で対応するのかについて、研究の経緯やトピッ

Also, the current important issues will be covered

クスを交えながら、解説する。

発生生物学実習：

in this class. Laboratory course of developmental

ヒトデ、カエル、ニワトリ等を用いて減数分裂と受精、

biology: Using eggs or oocytes from starfish and frog,

そして発生を観察する。また、減数分裂や受精を制

meiosis reinitiation, fertilization and cell division

御している生理活性物質を単離して、その働きにつ

are observed. Molecular Developmental Biology:

いて探究的な実験を行う。

Graduate level lecture and literature discussion

海洋環境学

in this class covers the molecular mechanisms of
development. Other Classes: Scuba Diving course,
Science education for science communicator.

◆研究計画
減数分裂中期休止機構と、未受精卵におけるアポトーシス機構を解明し、初期発生を分子レベルで理解したい。

◆メッセージ
大学で授業を受けてみれば、いままでにない新しい世界が広がっていることが感じられると思います。その世
界は、あなた自らが歩み出すことで、より深く遠くまで、見えてくるものです。また研究とは、これまで誰も
手にしたことがない、全く新しい価値の創造であり、興奮と感動に満ちた自己実現を伴います。 あなたが来
るのを楽しみにしています。
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氏名： 曺 基哲
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（理学）（1996

東海大学）／ Ph.D. in Physics (1996, Tokai University)

専門分野： 素粒子物理学（特に高エネルギー素粒子散乱過程における現象論）
		 Theoretical Particle Physics, Phenomenology of particle physics at high energy scale
E-mail： cho@phys.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

余剰次元模型／ハドロンコライダー／電弱精密測定／超対称性／フレーバー物理
Extra dimension models ／ hadron collider ／ electroweak precision measurements ／ supersymmetry
／ flavor physics

◆研究内容

／

Research Pursuits

Randall-Sundram 模型における Kaluza-Klein (KK) グ

We studied constraints on the mass and couplings

ルーオンに対する現象論的特徴を調べた。KK グルー

of Kaluza-Klein (KK) gluon in Randall-Sundrum

オンとクォークとの相互作用は、クォークの５次元

model. It is known that the couplings of KK gluon

方向のプロファイルに依存することが知られている。

and fermions depend on the fermion profile in fifth

我々はこのプロファイルを適切に取ることで、LEP

dimension. We found a possibility of the profiles

実験における、いわゆる「A_FB^b パズル」が KK グ

of quarks which could resolve so called "A_FB^b

ルーオンの寄与の結果として説明できる可能性を指

puzzle". From electroweak precision experiments,

摘した。このとき、KK グルーオンの質量はおよそ

the KK gluon with the mass of O(100GeV) is allowed,

100GeV のオーダーであることが求められる。その

and we pointed out that such "light" KK gluon could

ような「軽い」KK グルーオンが、Tevatron 実験の結

escape from the search experiments at Tevatron.

果から排除されない、ということを指摘した。
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氏名： 塚田

和美

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士 (1983 東京都立大学 )
専門分野： 微分幾何学
E-mail： tsukada.kazumi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

リーマン部分多様体／等質空間／曲率テンソル／四元数微分幾何学／擬リーマン幾何学
Riemannian submanifolds ／ homogeneous spaces ／ curvature tensors ／ quaternionic differential
geometry ／ pseudo-Riemannian geometry

◆主要業績									
・Horo cyclic surfaces in hyperbolic 3-space, (w ith C.Takizawa) ,
Mathematics,63(2009),269--284.

◆研究内容

／

総数（1）件
Kyushu Journal of

Research Pursuits

（1）共形平坦等質ローレンツ多様体の構成及び分類：

(1)The construction and the classification of the

リッチ作用素の形に着目し、共形平坦等質ローレン

conformally flat homogeneous Lorentzian manifolds:

ツ多様体の構造を調べ、そのようなものの構成及び

we investigate the structure of the conformally

分類問題に取り組んでいる。リッチ作用素の型の多

flat homogeneous Lorentzian manifolds according

くの場合に、構成分類問題を解決することができた。

to the form of the Ricci operators and study the

以上の結果を整理し、論文を執筆中である。

construction and the classification of such manifolds.

（2）双曲空間のホロ円曲面に現れる特異点の分類：

For many types of the Ricci operators, we have solved

双曲空間の曲面は、ホロ円からなる葉層構造をもつ

the construction and the classification problem. We

とき、ホロ円曲面と呼ばれる。光錐内の空間的曲線

prepare a paper which shows these results.

からホロ円曲面を構成する方法を見出し、そのよう

(2)Singularities of horocyclic surfaces in hyperbolic

にして得られた曲面の幾何学的性質を調べた。特

3-space: Horo cyclic surfaces are surfaces in

に、曲線の不変量（曲率など）を用いた特異点の分

hyperbolic $3$-space which are foliated by

類定理を示した。この結果をまとめた論文は Kyushu

horocycles. We construct horocyclic surfaces

Journal of Mathematics

associated with spacelike curves in the lightcone and

に掲載された。

investigate their geometric properties. In particular,
we classify their singularities using invariants (
curvatures etc) of corresponding spacelike curves.
The paper which contains these results is published
in Kyushu Journal of Mathematics.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

基礎線形代数学：数学科、情報科学科以外の学生を対象に「行列と行列式の理論」「連立一次方程式の解法」
等について解説。
線形代数学 II 及びその演習 ( 数学科 1 年生向け ): 行列式、ベクトル空間と線形写像、固有値問題等についての
解説と問題演習。
多様体論及びその演習 ( 数学科 3,4 年生向け )：多様体という幾何学の概念とその上で定義される諸対象（関数、
写像、接ベクトル、ベクトル場等）に関する基礎的事項の解説。
等質空間特論 ( 大学院生向け )：Lie 群、Lie 環、等質空間に関する入門講義。
数学講究（数学科４年生 )：ユークリッド空間内の曲面論を中心とした微分幾何学の学習の指導。
数学講究（数学コース修士１年生）
：リーマン幾何学の基礎的事項に関する学習の指導。
数学講究（数学コース修士２年生）
：リーマン対称空間の理論に関する学習の指導及び「岩沢分解の部分多様
体論への応用」をテーマとする修士論文作成にむけた研究指導。

◆研究計画
取り組みたいと考えている課題は、次の２つである。
（１）四元数ケーラー多様体の全複素部分多様体論の発展：四元数微分幾何学と複素微分幾何学が相互作用す
る興味深い幾何学が展開されることが期待される。当面の課題として、Ferus らによる四元数正則曲面の理論
の高次元化を目指す。
（２）擬リーマン幾何学における対称性と等質性：
1．擬ユークリッド空間の対称部分多様体の構成と分類
2. 擬リーマン多様体に対し、Singer の無限小等質空間の理論を整備すること。即ち擬リーマン多様体における
等質性を曲率テンソルの観点から明らかにすること。曲率テンソルは、扱いが難しく幾何学的意味を理解する
のも困難である。上記の課題を追求する中で、曲率テンソルのより深い理解に貢献できればと考えている。
3．上記 2 の理論を、等質擬リーマン多様体に関わる様々な問題に応用すること。例えば、共形平坦等質擬リ
ーマン多様体、等質四元数ケーラー多様体などの構成、分類問題を研究する。

◆メッセージ
インゲンマメのつる、閉じた枠に張られる石けん膜、シャボン玉から宇宙までいろいろな「形」を主題に数学
も挑むことができます。様々な問題に様々なアプローチ、そして応用。興味をもったら、始めて下さい。応援
します。
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氏名： 津田 香代子
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任リサーチフェロー
学位：
専門分野：
E-mail： tsuda.kayoko@ocha.ac.jp
URL： http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/sano/Sano%20lab/Tsuda_CV2.html

◆研究キーワード

／

Keywords

脂質代謝／肥満／ショウジョウバエ発生遺伝学
Lipid Metabolism ／ Obesity ／ Developmental Genetics of Drosophila

◆研究内容

／

Research Pursuits

私たちの研究では脂質代謝経路に焦点を当て、生

We used the fruit fly Drosophila as a genetic tool to

体内で脂肪がどのように制御されているかを遺伝子

characterize proteins participated in lipid metabolism

レベルで明らかにし、肥満を引き起こす遺伝的背景

in fat cells. Drosophila has an organ called fat body

を解明することを目指している。本研究では遺伝学

corresponding to mammalian adipocyte tissue,

の解析手法に優れたショウジョウバエをモデル動物

therefore it could be a powerful model to analyze

として用いている。ショウジョウバエ幼虫には、ヒ

lipid metabolism in vivo. We have established a new

トの脂肪組織に相当する脂肪体がある。今年度は、

genetic screening system to isolate mutants, which

この脂肪体特異的に遺伝子変異を誘導し、肥満型／

induced gene alteration specifically in fat body. In

痩せ型になる変異体をスクリーニングするための実

our screening, primary, mutants are isolated in NaCl

験系を確立した。これは、1 次スクリーンとして食

solution by the difference of their floating activity,

塩水に浮かべたときの浮力の差を利用して候補系統

implying aberrant lipid storage level. Secondary,

を抽出する Floating assay を行い、2 次スクリーンで

lipids in fat cells are rapidly counted and evaluate

脂肪体細胞中の脂質量を測定して、脂質代謝異常を

their function. To date, 1,000 mutant lines had been

示す変異体を同定するという手法である。現在まで

tested, and several mutants including an enzyme in

に約１千系統の遺伝子変異体の Floating assay が終了

lipid metabolism, transcription factor, cell growth

し、脂質合成、転写因子、細胞増殖、免疫反応など様々

factor and immune response.

な機能を持った遺伝子が候補として同定されている。
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◆研究計画
＜将来の研究計画／展望＞

今年度行ったスクリーニングにより、多数の脂質代謝関連遺伝子の候補が得られ

た。今後は変異体で本当に脂肪体の脂質量が変化しているかどうか、脂肪細胞の染色や生化学的な定量により
確認する作業を行う。その結果をあわせて、候補遺伝子の機能について詳細に解析し、脂質代謝の遺伝的バッ
クグラウンドの解明につなげたい。
＜共同研究の可能性＞

特に興味深い遺伝子については、重要なアミノ酸残基およびその作用機序を、計算化

学の手法により原子レベルで推定し、予想された結果をショウジョウバエの in vivo 解析により調べることを
予定している。
（アカデミックプロダクション・森

特任助教との共同研究）
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氏名： 土田 敦子
所属： 大学院人間文化創成科学研究科
職名： リサーチフェロー
学位： 博士（理学）/Ph. D. in chemistry
専門分野：
E-mail： tsuchida.noriko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

量子化学／ホスフェニウム錯体／反応経路
quantum chemistry ／ phosphenium complexes ／ reaction pathway

◆主要業績
・"Ruthenium Seleno- and Tellurocarbonyl Complexes: Selenium and Tellurium Atom Transfer to a
Terminal Carbido Ligand"
Y. Mutoh, N. Kozono, M. Araki, N. Tsuchida, K. Takano and Y. Ishii, Organometallics, 29, 519, (2010)

◆研究内容

／

Research Pursuits

ホスフェニウム錯体は、アルケンへのホスフェニウ

A large variety of phosphenium complexes have been

ム付加による難燃性ポリマー合成の触媒として活用

synthesized to date. However, the understanding

が期待される錯体である。しかし錯体の合成例は少

of the electronic features and synthetic pathways

なく、その性質や反応機構について未解明な点が多々

of them remain an open quest ion. They are

存在する。実験手法による追跡が困難な遷移状態や

complexes to which examinations about industrial

不安定な中間体などの探索が可能な量子化学計算に

use are expected. Recent development of theoretical

より、分子設計の指針を得ることを目指して研究を

chemistry and high-performance computers brings

推進している。

us quantitative treatment of molecular properties and
chemical reactions. This enables us to analyze the
geometries and reactions of phosphenium complexes
at the high level of theory.
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◆研究計画
これまでの研究では有機反応と有機金属錯体の反応系の追跡を行い、それぞれの遷移状態探索について有効な
手段を修得してきた。その経験と専門知識を活かして、有機金属錯体を触媒とする有機化学反応の追跡に挑戦
する。
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氏名： 出口

哲生

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学（博士）(1992 東京大学 )
専門分野： 数理物理学、物性基礎論、統計物理学
E-mail： deguchi@phys.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

可積分量子スピン鎖／量子ＸＸＺ鎖／相関関数の多重積分表示
integrable quantum spin chains ／ quantum XXZ spin chains ／ integral representations of correlation
functions

◆主要業績										

総数（4）件

・可積分高次スピン量子ＸＸＺ鎖の任意の相関関数の多重積分表示の導出
可解な高次スピンＸＸＺ鎖の量子逆散乱法を定式化し、そのベーテ固有状態の間のスカラー積の公式
を経由して、
可積分な高次スピンＸＸＺ鎖の形状因子の表式を解析的に導いた。マスレス領域において、
高次スピンの任意の演算子積に対する相関関数の多重積分表示を厳密に求めた。
・PT 対称性な物理系の厳密解 &0d0a;&0d0a; 非エルミートな量子ハミルトニアンであっても、PT 対称
性であればその固有値は全て実数であることが知られている。横磁場イジング模型を拡張して、PT 対
称な厳密解の様々な実例を導いた。これは数年前に学振の外国人 PD として受け入れた P.K. Ghosh 氏
との共同研究である。
・ トーラスに閉じ込められた冷却原子系の厳密解
トーラス中に閉じ込められた回転する冷却原子系に相互作用がある場合、理論模型はデルタ関数型ボ
ース気体で与えられる。回転系の励起スペクトルを、dressed energy を用いて厳密に解析した。
・環状高分子鎖のモノマー間の距離分布関数
ランダム結び目の２点間距離の分布関数を調べた。 一定のトポロジーを持つランダムポリゴンの二
頂点間の距離分布関数から、一定のトポロジーを持つ環状高分子の対相関関数および散乱関数が導か
れる。結び目によるトポロジー効果がある場合、慣性半径のスケーリング指数 ν の値はおよそ 0.52
程度と推測され、自己排除体積鎖の値 0.588 より小さく、ランダムウオークの値 0.5 よりも少し大き
いことが示唆される。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

２名の学部生は卒研で数理物理を学んだ。そのうち

Two senior undergraduate students studied the

一名は量子相転移の厳密解をほぼ理解した。

mathematical physics of qunatum phase transitions.

２名の学部生は卒研で高分子物理の英文教科書を輪

In another group two senior undergraduate students

講した。

read an English testbook on the physics of polymers

１名の学部生は卒研で、結合した線形振動子の共鳴

every week.

現象について研究し、3 月の学会で講演発表した。

A senior undergraduate student has studieds
ynchronization of coupled linear oscillators with
damping terms.

◆研究計画
超可積分カイラルポッツ模型の相関関数の研究
可積分高次スピン量子 XXZ 鎖の量子逆散乱問題を応用して、超可積分カイラルポッツ模型の相関関数の多
重積分表示を導くことを試みる。
トーラスに閉じ込められた回転する冷却原子気体の Yrast 励起スペクトルの厳密な導出
トーラスに閉じ込められた冷却原子系は、周期的境界条件下の１次元量子系とみなすことができる。
最近、冷却原子を回転させて、超流動状態が実験で実現された。この系の理論模型として、デルタ関数型相互
作用をするボース気体を考え、角運動量一定の状況での励起状態のスペクトルを研究する。与えられた角運動
量を持つ固有状態の中で、最低エネルギーの状態を Yrast 状態とよび、与えられた角運動量を持つ励起状態を
Yrast 励起状態と呼ぶ。

有限サイズ効果の方法を適用して、Yrast 励起状態を厳密に求める。

可積分高次スピン量子 XXZ 鎖の相関関数の研究
( １）ギャップ領域の相関関数の多重積分表示の導出
可積分高次スピン量子 XXZ 鎖のギャップ領域において、相関関数の多重積分表示を厳密に導出する。
( ２）高次スピン量子 XXZ 鎖の相関関数の数値評価
ギャップレス領域の相関関数の多重積分表示の積分を計算して、その値を求める。隣り合う２点間の相
関関数などを求める。この結果は、DMRG など量子系の数値計算法の精度の確認に用いることができる。
アファイン量子群から導かれる可解模型の研究
可積分高次スピン量子 XXZ 鎖など、アファイン量子群から導かれる可解模型の形状因子を、ベーテ仮設法
を用いて厳密に求める。

◆メッセージ
理論物理の研究を行うことは、決して難しいことではありません。実は研究は勉強と異なるのです。もちろん、
これまでに人類が蓄積した様々な物理学上の知識を相当量学ぶことは、これまた決して容易なことではありま
せん。大学で物理学の基礎知識をじっくり学んで深く理解することはもちろん重要ですが、一方、研究という
のは今までに知られていない事柄を見つけることが目的なので、極論すると多くの基礎知識がなくても出来る
ことなのです。もしも必要な知識を例えば指導教員に聞いて理解できるならば、研究の初期段階ではそれで済
んでしまうこともあるのです。新発見をした後で、何を自分が見つけてしまったのかを確認するのも、人生の
楽しい経験の一つになるのではないでしょうか。
出口研究室では、数理物理と高分子物理の２分野で、世界最先端のテーマを数多く研究しています。特に、
外国の人と一緒に議論や研究をしてみたい人にはうってつけです。ぜひ参加して一緒に研究を楽しみましょう。
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氏名： 徳井 淑子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（学術

2003)

専門分野： 西洋服飾史、中世と近代を中心とするフランス文化史
E-mail： tokui.yoshiko@ocha.ac.jp
URL： http://www.aesthe.ocha.ac.jp/fukshok%20histry/

◆研究キーワード

／

Keywords

服飾／色彩／中世フランス／紋章
fashion ／ colour ／ medieval France ／ device

◆主要業績										

総数（6）件

・
『色彩の紋章』共訳・解説、悠書館、2009 年 5 月、162 ＋ liv 頁。
・
『図説ヨーロッパ服飾史』河出書房新社、2010 年 3 月、111 頁。
・
「ペトラルキスムと涙のドゥヴィーズ」お茶の水女子大学『人文科学研究』第 6 号、67-80 頁、2010
年 3 月。
・
「中世フランスの寓意物語と色彩表現：憂鬱と悲嘆の表象」『中期英語における自然・感覚・文化』吉
村耕治編、47-61 頁、大阪教育図書出版、2010 年 3 月。
・翻訳／フィリップ・ペロー「歴史の中のラグジュアリー、豪奢と快適の間で、18?20 世紀」『ラグジ
ュアリー：ファッションの欲望』8-11 頁、京都服飾文化研究財団、2009 年 4 月。

◆研究内容

／

Research Pursuits

1 『色彩の紋章』の書誌的調査および、1528 年版の

1 Bibliographical research of the Blason des

テクスト校訂と注釈、
日本語訳の作成。邦訳に解説「博

Couleurs, edition of the texte in 1528 and traslation

物誌の伝統と近代的な感性」を加えて出版した。

to Japanese.

2

2 Gender studies of fashion and color in Modern

ヨーロッパ近代の服飾史および色彩文化史をジェ

ンダーの視点で読み直す作業。

European history.

3

3 Study of literary source of the device of tears,

涙文のドゥヴィーズを 16?17 世紀のペトラルキ

スムを視野に入れて、文様の変容とその意味を考察

especially through the Petrarchism.

した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

服飾の歴史を通してヨーロッパの人々の生活感情

Lecture and seminar on cultural and historical

を理解させる。それによって、私たちが意外にも西

studies of clothes, especially through the literary

洋の歴史のなかで育まれた感性を受け継いでいるこ

and iconographic sources in order to clarify the

と、またヨーロッパとの比較によって日本人には独

sensibility of Europeans.

自の感性のあることに気が付くよう西洋服飾史に関
する講義・演習を行っている。
具体的には、服飾史の調査にはどのような資料と
アプローチがあるのか、調査の方法と資料の分析に
ついて解説しながら、西洋服飾史の基礎知識と服飾
文化の厚みを理解させている。
上級生に対しては、中世フランス服飾に関する論
文の講読と、図像・文書資料の分析によって、服飾
史と周辺の文化史に関する論文作成のための基礎演
習を行い、ヨーロッパ生活文化論に関する卒業論文
へと繋げている。

◆研究計画
中世の服飾文様について、特にドゥヴィーズと称された個人の信条や心情を語る紋章の表現に注目し、同時
代文学の背景や古代以来の思想的背景を調査する。涙文と心臓の形象については、ここにヨーロッパの恋愛思
想や中世医学、あるいは抒情詩の伝統や宮廷祝祭など、多様な背景を見出すことができる。その全体像を明ら
かにすることにより、ヨーロッパ文明の一つの特徴を描き出すことができると考えている。

◆メッセージ
日ごろ何気なく使っている色や文様に深い歴史が隠されていることがあります。ファッションは着るひとの
趣味や社会的立場を表しているばかりではありません。それまでの歴史が育んできた美意識や感性など、実に
多様なものを表現しています。それを解き明かす服飾史研究に多くの方が参加してほしいと思います。
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氏名： 外舘 良衛
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 理学博士（東北大学）
専門分野： 固体物性、磁性体物理
E-mail： todate@phys.ocha.ac.jp
URL： http://www.phys.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

凝縮系物理学／協力現象と創発／磁性体物理学
Condensed Matter Physics ／ Cooperative Phenomena and Emergence ／ Physics of Magnetic
Materials

◆主要業績
・外舘良衛：均一化希釈反強磁性体における幾何学的配置相関と伝導現象 II 日本物理学会 ２００９
年秋季大会（熊本大学） ２００９年９月
・外舘良衛：均一化希釈反強磁性体におけるリエントラント現象について 日本物理学会 第６５回年
次大会（岡山大学）２０１０年３月

◆研究内容

／

Research Pursuits

固体中で相互作用する多数の要素の、新しい秩序形
態とマクロな応答の発現機構の実現と解明。特に磁
性体を舞台にした磁性（スピン自由度）
、構造、伝導
特性が相互に関連している現象を、新たな視点から
明らかにすること主眼とする。現在は主に、反強磁
性体における幾何学的環境効果による特異磁気応答
の発現の可能性を、モデル系の解析を通して、探求
している。また、二次元帰還系における時空間パタ
ーン形成の実験的研究も行っている。
We study the emergence of novel macroscopic
response of an ensemble of interacting elements in
condensed matter, especially in magnetic materials
with coupled degrees of freedom such as structural
(geometrical) and transport properties. We also study
the spatiotemporal pattern formation and ordering
process in the two-dimensional feed back systems.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

2009 年度実施した講義の内容

Summary of educational activities in 2009:

［学部］

Lectures for undergraduate course:

（１）基礎エレクトロニクス：高度に発達した現代エ

(1)Elementary electronics

レクトロニクスを物理学的観点から概観する。半導

(2)Physics experiments ( electrical conduction in

体デバイスの成り立ちから電磁波利用技術、デジタ

metals and semiconductors, electric circuit, chaos

ルエレクトロニクスなど。

and fractal )

（２）物理学実験：電気伝導、電子回路、カオス・フ

Lectures for graduate course:

ラクタルの各テーマについて、各種実験技術の習得

(1)Applied physics on Magnetic materials

と物理学における観測の重要性にふれつつ指導を行

(2)Exercise in applied magnetism

っている。
［大学院］
（１）応用磁性物理学特論：現代物理学の重要な分野
である磁性物理学とその応用について、基礎と位置
づけ、多彩な磁性現象、磁性物理学から発生した重
要な概念などついて学ぶ。
（２）応用磁性物理学特論演習：固体の持つ対称性の
理解とその応用について、結晶解析ソフトウェアを
通して学ぶ。

◆研究計画
引き続き” 幾何学的自由度を結合させた反強磁性体” の研究を発展させる。一般的（普遍的）で非常に重要な
概念を含んでいると思うので、その重要性を強調したい。また、本年度開始した二次元フィードバック系にお
ける時空間パターン形成の研究も発展させる。
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氏名： 戸谷 陽子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学修士（M.A.in English Literature）
		 M.F.A.in Theatre Arts（芸術学修士）
専門分野： 英語圏文学・文化
E-mail： totani.yoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

舞台芸術論／パフォーマンス研究／アメリカ演劇／文化政策／比較演劇論
Performing Arts Theory ／ Performance Studies ／ American Theatre ／ Cultural Politics ／
Comparative Drama

◆主要業績										

総数（3）件

・日本英文学会第 81 回
シンポジア第 8 部門テネシー・ウィリアムズのアメリカ（2009 年 5 月東京大学）
・Performance Studies International ＃ 15 Misperforming Avant-garde?: （2009 年 6 月ザグレブ
大学）
・
「Tennessee Williams の 政 治 性 ― セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 表 象 を 中 心 に 」（ 日 本 英 文 学 会 大 会
Proceedings）

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．科学研究費助成による研究「アメリカ演劇の理

Topics of research conducted and titles of conference

論と実践におけるリベラリズムと民主主義の問題：

papers are:

冷戦以降の再検討」に着手、戦後アメリカの文化政

１．(Grants-in-Aid for Scientific Research, Japan

策とセクシュアリティの配備という観点から調査・

Society for the Promotion of Science): Theory and

研究を進めた。

Practice of Liberalism and Democracy in American

2. 日本英文学会第 81 回大会（東京大学）にてシンポ

Theatre: Reconsidering the Cold War Cultural Politics

ジアム「テネシー・ウィリアムズのアメリカ」パネ

２．(Panelist) Symposium: Tennessee Williams’

リストとして登壇、
「Williams の政治性―セクシュア

America (The 81st General Meeting of the English

リティの表象を中心に」を報告した。

Literary So ciety of Japan. May 2009, at the

3. パフォーマンス・スタディーズ・インターナショ

University of Tokyo)

ナル（PSi）年次大会（クロアチア、ザグレブ大学）

３．(Panelist)Symposium: Misfitting Equals

にてパネリストとして登壇。

Misperformance:” Revolutionary” Interruptions into
Everyday Japan cca 1960s.(Performance Studies
International #15. June 2009, at University of
Zagreb, Croatia)
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１．学部教育：全学部対象コア科目英語、基礎ゼミ、

Conducted lectures and classes in the 09-

英語圏言語文化コース学生対象の専門科目（英語圏

10academic year include:

テキスト講読、英米文学演習）を担当、パワーポイ

1. Intermediate English for freshmen and

ントなどを使用して視聴覚教材を作成し、立体的な

sophomores.

授業を心がけている。このほか卒論指導として 3 名

2．World Literature for freshmen and sophomores.

の学部学生の個人指導を担当。

3．English and American Literature Seminars for

２．大学院教育：アメリカ演劇関連の科目（米文学

undergraduate English major students.

演習）を担当、また修士論文の個人指導および博士

4．Seminars for graduate students to study American

後期課程学生の個人指導。

theatre and its theory.

３．その他、語学センター委員として、全学部の英

In addition to teaching, the following contributions

語科目のオリエンテーション、クラス編成、とくに

were made:

履修相談・指導に膨大な時間と労力をかけている。

1.Supervising B.A. and M.A. theses.

４．国際本部員として、留学生受け入れ、派遣の選

2.Consulting and advising undergraduate students

考および留学に関する相談を受けている。

taking Core Curriculum English classes.
3.Coordinating Core Curriculum English Program
and carrying out orientation programs for freshmen
as well as senior students.
4.Consulting and advising foreign students as well as
students preparing to study abroad.

◆研究計画
2007 年度より 4 年間、
科研費助成により
「アメリカ演劇の理論と実践におけるリベラリズムと民主主義の問題：
冷戦以降の再検討」と題する研究を行う。09 年度は戦後アメリカの文化政策とセクシュアリティの配備とい
う観点から調査・研究を進めており、今後は「政治的リベラリズムの演劇：マッカーシイズムとアメリカニズム」
「文化的リベラリズムの芸術家たち：前衛演劇とマイノリティ演劇」「民主主義と共同体の演劇：グローバルと
ローカル」をテーマに 1 年ごとに調査・研究を行い、冷戦期以降のアメリカ舞台芸術における意識の分布図の
変化を考察、総括する。さらにこの研究を発展させ、グローバル化の進む表象文化空間における表象のポリテ
ィクスを舞台芸術を対象に行う予定。
共同研究の可能性としては、
「文化芸術助成財団・研究機関等と舞台芸術と文化政策の実践的共同研究」「各国
演劇研究者等と舞台芸術の国際コラボレーションに関する実践的共同研究」といった、実践および文化政策等
社会的に還元しうる研究を目指したい。

◆メッセージ
今日 IT 化、グローバル化の時代にあって、知や情報を手にすることは容易に可能になりました。したがって、
大学でそれ自体を学ぶことは、以前と比べるとさして重要な価値ではなくなったといえるかもしれません。み
なさんには、インターネットで検索して得られる知や情報ではなく、知の集積する大学という空間で、それを
いかに有効に活用するか、そしていかに発信するか、実際の技術的な訓練はもちろん、そのための深い思考力
と想像力を鍛錬してほしいと願っています。グローバル化の時代、さまざまな立場や価値観が拮抗する社会に
あって、わたくしたちが知識や情報のみでは解決できない複雑な問題に直面する時に、この思考力と想像力が、
そしてそれを備えたみなさんのような人材が必要とされていると思うからです。
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氏名： 内藤

章江

所属： リーダーシップ養成教育研究センター
職名： 特任助教
学位： 博士（学術）／ Ph D
専門分野： 被服心理学、色彩学
E-mail： naito.akie@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

着装／呈示方法／色彩／女性研究者支援／調査・分析
wear ／ presentation methods ／ color ／ career opportunity support for female scientists ／ research
and analysis

◆主要業績										

総数（5）件

・衣服地における素材感 ･ 風合い感の表現方法と布の触感とのマッチング , 日本繊維製品消費科学会
2009 年年次大会 ,pp33-34（2009）
・色弱者に配慮した衣 服の色表示に関する研究 (3) 色弱模擬フィルタを用いた色の判別実験 , 日本家
政学会大 61 回大会要旨集 ,pp222（2009）
・色弱者に配慮した 衣服の色表示に関する研究 (4) 慣用色名の認知度の検討 , 日本家政学会大 61 回
大会要旨集 ,pp223（2009）
・お茶の水女子大学卒業生のライフコース―卒業生アンケート調査に基づいて―（全 31 ページ
,2009）
・女性リーダー育成プログラム成果報告書（全 156 ページ、2009）

◆研究内容

／

Research Pursuits

色弱者に配慮した衣服の色表示に関する研究では、衣服の色情報を誰にでも正確に伝達する方法を提案するこ
とを目的に、一般色覚者における慣用色名の認知度を明らかにし、色弱模擬フィルタを用いた色の判別実験に
より、色弱者がどの程度色を識別し、把握しているかを模擬的に検討している。また、衣服地における素材感
･ 風合い感の表現方法と布の触感とのマッチングに関する研究では、服地を様々な方法で表現し、それをディ
スプレイや写真などで間接的に呈示した場合に「衣服地の素材感・風合い感」の判断が可能かどうかを検討し
ている。女性研究者支援においては、子育て中の女性研究者が、仕事と家庭の両立を図りながら、優れた研究
成果をあげるためには、どのような支援が適切かつ効果的であるかを引き続き検証し、女性研究者育成の達成
度測定指標、及び女性研究者の育成環境を整備する具体的な手順書（Cosmos Work Book）や活動をまとめた
報告書やリーフレットを用いて、これまでの成果を広く社会に波及する活動を行っている。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

「女性リーダー育成プログラム」における全学的調査・分析を担当した。中でも、「卒業生・修了生のライフ・
コースに関するアンケート調査」では、調査結果から卒業生のライフ・コースを明らかにし、報告書としてま
とめた。これらは、本学ホームページ等を通じて、多くの人々に広く情報を提供した。また、「女性研究者支
援活動」においては、これまで実施してきた子育て中の女性研究者を支援する制度を拡大し、支援人数も増加
するなど、これまでの活動をさらに発展・展開させることに努めた。昨年度作成した教育研究機関における女
性研究者育成の達成度測定指標「お茶大インデックス」、および女性研究者の育成環境を整備する具体的な手
順書「COSMOS

Work

Book」は、他の研究教育機関、都道府県の男女共同参画センター等で広く使用され、

本学における女性研究者支援活動が社会に広く波及していることが確認できた。

◆研究計画
色弱者に配慮した衣服の色表示に関する研究では、衣服におけるカラーバリアフリーを目指し、衣服の色情報
を正確に伝達する方法、及び広く社会に普及する方法について提案を行う。また、衣服の呈示方法に関する研
究では、アパレル業界の発展と活性化をはかるために、衣服の演出効果 (VMD; ビジュアルマーチャンダイジ
ング ) や購買意欲の増大に活用できる知見を蓄積し、衣服設計・製作・販売への活用を試みる。女性研究者支
援においては、引き続き子育て中の女性研究者が、仕事と家庭の両立を図りながら、優れた研究成果をあげる
ための支援方法について追究し、女性研究者育成の達成度測定指標、及び女性研究者の育成環境を整備する具
体的な手順書の普及活動と改良を行う。

◆メッセージ
お茶の水女子大学は、様々な場面で活躍する先輩を数多く輩出し、高度な知識と実践力を身に付けることがで
きる環境、女性が安心して勉強できる支援体制を整備しています。この環境を十分活かして、勉学に励んで頂
きたいと思います。これからも、皆さんの勉学に対する意欲をさらに増大させ、夢を実現するための環境整備
と支援体制の充実化をはかっていきたいと思います。
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氏名： 内藤 俊史
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 博士（教育学）(1998

慶応義塾大学）

専門分野： 教育心理学、異文化間心理学
E-mail： naitot@aol.com
URL： http://members.aol.com/naitot/morality.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

道徳性／感謝／東アジア／道徳的感情／環境保護

◆研究内容

／

Research Pursuits

2004 年から継続して、自然に対する感謝感情の要因

Since 2004, I have engaged in collaborative

と関連変数について、日本とタイとの比較を通して

research on gratitude with researchers in

検討している。本年度は、2008 年の予備調査にもと

Based on the findings of our

づき、自然への感情と環境保護態度との関連を調べ

in 2006, we developed measures of gratitude and

るために日本の大学生を対象として実験を実施した。

regret in the IAT form.

また、その結果の公表のための準備作業を行った。
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Thailand.

preliminary study

◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、教育心理学に関連する講義、演習を担当し、

I had classes of Psychology Course in the

大学院では、道徳性に関する授業を担当した。学部

undergraduate course and the graduate course:

の演習では、思いやりをテーマとしつつ、コメント

lectures on Educational Psychology, Introduction

の作り方に焦点を当てた授業を実施した。

of Psychology with other faculties, and seminars
on Educat ional Psycholog y. In the seminars,
moral development and pro-social behaviors were
selectively focused as main themes.

◆研究計画
道徳的感情、なかでも感謝心について、その発達的様相を、アジア諸国との比較研究と観察や実験研究を組み
合わせることにより明らかにする。感謝心に関する共同研究。

◆メッセージ
心理学のテーマは、私たちの日常のなかにも多く見出すことができます。大学は、それをより確かな方法で探
究する場です。心理学にはいろいろな方法があります。問題意識を大切にしつつ、方法を学んでいく意欲を持
ち続けてください。
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氏名： 中居 功
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1985

京都大学）

専門分野： 数学
E-mail： nakai@math.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

平面曲線／複素同相群常微分方程式／／関係式
plane curves ／ Ordinary Differential Equations ／ Group of holomorphic diffeomorphisms ／ relation

◆主要業績										

総数（2）件

・The center problem of the first order ODE and geometry of plane curves をまとめ
・On the non-persistence of Hamiltonian identity cycles
Journal of Defferential Equations 246 (2009) no.7 2706-2723
上記の研究に先行した研究結果。Gavrilov, Movasati との共同研究である。

◆研究内容

／

Research Pursuits

常微分方程式の構成的解法の１次元複素同相芽の関

The constructive solution of ordinary differential

係式への応用の研究。

equations and its application to the relation of germs
of holomorphic diffeomorphisms of dimension 1.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

線形代数、線形代数学演習、初等解析学、力学系等

Linear algebra, Exercise in Linear algebra, Elementary

の講義。

calculus

力学系をテーマとする卒業研究。

and Dynamical systems. Seminar on Dynamical
systems.

◆研究計画
平面曲線の研究。
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氏名： 永井 健
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任リサーチフェロー
学位： 理学博士（2009 年 3 月・京都大学）
専門分野：
E-mail： nagai.ken@ocha.ac.jp
URL： http://sites.google.com/site/inonakanokaeru/

◆研究キーワード

／

Keywords

非線形動力学／非平衡物理学／アクティブマター／位相振動子／集団運動
nonlinear dynamics ／ nonequilibrium physics ／ active matter ／ phase oscillator ／ collective motion

◆研究内容

／

Research Pursuits

リミットサイクル振動子集団にパルスノイズやホワ

We study a large population of globally coupled

イトガウシアンノイズを共通刺激として加える事に

phase oscillators subject to common white Gaussian

よって、非結合振動子間の同期現象が起こることが

noise and find analytically that the critical coupling

理論的に示されている。 これらのように独立な振動

strength between oscillators for synchronization

子に共通の外部刺激を加えることで同期が引き起こ

transition decreases with an increase in the intensity

される事が知られている。

of common noise. Thus, common noise promotes the

固有振動数が異なる結合 2 振動子系において、結合

onset of synchronization. Our prediction is confirmed

定数がある値より大きいと振動子が同期し振動数が

by numerical simulations of the phase oscillators as

一致する。一方共通ノイズによる同期においては固

well as of limit-cycle oscillators.

有振動数が不均一であるとき、確率的な位相のスリ
ップが起こるため振動数の差は解消しない。固有振
動数の異なる結合 2 振動子系に共通ノイズを加える
と結合とノイズの効果が競合し、結合によって同期
していた振動子間の振動数がずれる。そのため、同
期の臨界結合定数が大きくなる事が分かった ( 図 1)。
共通ノイズとして、ホワイトガウシアンノイズ、パ
ルスノイズを用い、位相縮約を用いてこの現象の解
析を行った。また、多振動子の大域結合系における
蔵本転移に対して同様に共通ノイズの影響を調べ、
解析を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

郡特認助教とともに線形減衰振動子に関する 4 回生の卒業研究を指導し、第 65 回物理学会年会で発表させた。

◆研究計画
共通ノイズを用いて心臓などの振動子集団の同期を制御できないか模索中である。制御法を確立できたら、生
物実験を行う研究者と共同で実際の生物振動子集団で実験を行う。

247

氏名： 中西

公子

所属： 人間文化創成科学研究科
職名： 准教授

文化科学系

学位： 博士（言語学）／ Ph D
専門分野： 言語学（意味論、語用論）
E-mail： nakanishi.kimiko@ocha.ac.jp
URL： http://sites.google.com/site/kimikonakanishi/

◆研究キーワード

／

Keywords

数量詞／含意と前提／とりたて詞／極性表現／程度表現
quantifiers ／ implicature and presupposition ／ focus particles ／ polarity items ／ degree
expressions

◆主要業績										

総数（3）件

・Nakanishi, Kimiko. 2008. The syntax and semantics of floating numeral quantifiers.
In S. Miyagawa and M. Saito eds., The Oxford Handbook of Japanese Linguistics, 286-318.
Oxford: Oxford University Press.
・Nakanishi, Kimiko. 2008. Scope of even: A crosslinguistic perspective. In The Proceedings of the
38th Conference of the North East Linguistic Society (NELS 38).
・Nakanishi, Kimiko. 2008. On compositionality of EVEN: A case study of German auch nur. In The
Proceedings of the 2008 Annual Conference of the Canadian Linguistic Association.

◆研究内容

／

Research Pursuits

「語の意味と文の意味の関係」と「文の意味と談話の関係」を、諸言語の言語現象の考察を通して明確にする。
これまでの研究では「語の意味と文の意味の関係」の解明に焦点を置き、（A）否定極性表現（分布が否定文に
限られる表現）の性質と（B）数量詞を含む構文の性質を考察した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

言語の規則性・普遍性を意味の面から考察する。

◆研究計画
「語の意味と文の意味の関係」に関するこれまでの研究成果を基に、「文の意味と談話の関係」に主眼を置く。
とりわけ、否定極性表現ととりたて詞の関係、さらに両者の談話における解釈についての研究に取り組む。

◆メッセージ
英語や日本語の構造や意味を注意深く見てみると、今までには気づかなかったような規則性が見えてきます。
私の授業では、言語の規則性・普遍性を意味の面から考察することを目的としています。授業を通して、言語
を観察する楽しみを感じていただきたいと思っています。
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氏名： 仲西 正
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 工学博士／ Doctor of Engineering
専門分野： 材料物性，高分子化学
E-mail： nakanishi.tadashi@ocha.ac.jp
URL： http://www.eng.ocha.ac.jp/matsci/

◆研究キーワード

／

Keywords

含金属イオン繊維の消臭機構／高分子ゲルの溶質選択的膨潤／高分子膜の塩選択透過
Deodorization by the fibers containing metal ions ／ Solute specific swelling of polymer gels ／
Selective solute transport in polymer membranes

◆主要業績										

総数（2）件

・KOBAYASHI Yasuko, KOSAKA Kimie, NAKANISHI Tadashi, Deodorizing and antibacterial abilities
of knitted cotton fabrics mordant dyed with reactive dyes and copper (II) sulfate, Textile Research
Journal, 80(3), 271-278 (2010).
・仲西 正・和田 有沙・島岡 幸子，アミノ酸水溶液中における PEO および PVA ゲルの膨潤挙動，
日本学術振興会繊維・高分子機能加工第１２０委員会年次報告，60, 43-46 (2009).

◆研究内容

／

Research Pursuits

本年度は科学研究費補助金（基盤研究（C），新規）

I received Grants-in-Aid for Scientific Research as

を研究代表者として受けることが出来るとともに，

a head investigator and also received the grants

研究分担者として１件を担当した．

as a co-worker. In this year, I was researching in

本年度は，
「銅塩で媒染染色した繊維の消臭機能」，

"Deodorizing abilities of the fibers mordanted with

「ガスクロマトグラフィーを用いた含銅染色繊維の消

dyes and copper salts," "GC studies in deodorization

臭過程の追跡」「
, 含水高分子膜中の水の状態解析」
「高

mechanism for the mordant fibers,""State analysis

分子ゲルの溶質選択的膨潤」などの研究を行った．

of the water in water-swollen membranes,""Solute

本年度行った研究のすべてが，高分子 ? 低分子間

specific swelling of polymer gels," etc.

の相互作用に関係したものである．高分子 ? 低分子

The interaction between polymers and small

間相互作用の積極的な利用が，有用な機能性高分子

molecules is a main theme for all my researches

の設計において重要であるとの視点から研究を行っ

carried out this year. This interaction has an

ている．

important meaning for designing useful functional
polymers.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

（学部）物理化学英語 ?，環境材料物性，機器分析演習，

(Undergraduate) I offered the following courses in

人間環境・科学実験実習，人間環境・科学演習など

2009: “English for Physical Chemistry,” “Materials

の授業を担当した．授業に際しては，わかりやすく

Science for Human Life Environment,” “Exercise

説明することを最大の目標とした．卒業論文指導学

in Equipment Analysis,” “Laboratory for Human-

生は４名で，卒業論文テーマは，消臭機能繊維に関

Environmental Sciences,” “Exercise in Human-

するものが２件，高分子ゲルの膨潤挙動に関するも

Environmental Sciences,” and so on. I supervised the

のが１件，高分子膜中の水の状態に関するものが１

four students making their graduation theses. The

件であった．卒業論文指導においては，理系的研究

titles of the theses were “Deodorant properties of

法を理解させることと，言葉によって，自分の考え

cotton fabrics dyed with reactive dyes and a copper

をまとめ相手に伝える力を持たせることを主眼とし

salt,” “Solute specific swelling of polymer gels,” and

た．

“State analysis of water in membranes.” The chief

（大学院）環境生活工学演習，生活材料物性特論を担

aim of supervision for the students was to develop

当した．指導した前期課程学生は２年生２名であっ

their faculties for scientific research and their ability

た．博士前期課程学生の指導においては，研究の背

for scientific presentation.

景と方向性を明確に理解し，自身の力で実験を計画

(Graduate School) I had two courses in 2009:

し遂行でき，得られた結果を合理的に説明できる力

“Exercise in Human Life Engineering for

を与えることを目標に指導を行った．

Environment,” “Special Topics in Funct ional
Materials.” I supervised two master course students.
My objectives for supervision for the students were
to give the abilities of searching and understanding
scientific information from various sources, for
example, the papers on journals, and to give the
abilities of planning and accomplishing the studies
by the students’’ own capacities.

◆研究計画
消臭繊維については，におい物質の吸着や分解などの消臭機構の基礎的な点について調べると同時に，実用
的な観点からの開発的な研究を行いたい．高分子ゲルの研究については，環境対応などの観点から，天然高分
子ゲルへも拡張したい．特に，
天然高分子ゲル固有の高い機能性にも注目したい．高分子と低分子の相互作用が，
機能発現にかかわる材料について研究を広げたい．

◆メッセージ
現在，高校生や大学生の皆さんも，いつかは社会に出られ仕事をして活躍されることになります．社会に出
る直前で大学や大学院で学ぶことにはどのような意味があるのでしょうか．私は「未知の問題を解決できる力」
を備えることではないかと考えています．大学では，ひとつの専門について深く学びます．大学院では専門的
な研究も自ら行います．大学や大学院で学んだ専門分野は，将来の仕事と直接に関係ないかもしれません．し
かし，私は，皆さんがどのような専門を選ばれても，「深く」学び，「深く」考えることが大切であると考えて
います．
「深く」考えた人には，その人にしか見えなかったり気づかなかったりするものが見えるのです．そ
のような能力こそが，
皆さんが活躍される将来のどのような分野や状況においても，必ず役に立つのです．私は，
講義室や研究室で，自分の専門を通して，学生の皆さんが「深い」見方ができるように指導したいといつも考
えています．
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氏名： 永原 恵三
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（文学）（1999

大阪大学）

専門分野： 音楽学、合唱指揮、声楽
E-mail： nagahara.keizo@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

音楽学／キリスト教音楽／合唱音楽／観光と音楽
musicology ／ Church music ／ Choral music ／ Tourism studies of music

◆主要業績										

総数（2）件

・お茶の水女子大学附属幼稚園平成 20 年度研究紀要、「はじめに」、p.1、2009 年 5 月
・合唱指揮：次郎丸智希『とある朝 ･･･』より、「涙」、コール淡水・東京、東京都合唱祭、2009 年 7
月

◆研究内容

／

Research Pursuits

１）附属幼稚園長として、園の研究である「環境に

1) Academic support for the study of Kindergarten

対する豊かな感受性を育む」を支援し、紀要の巻頭

attached to Ochanomizu University.

言を執筆した。

2) Performance study about contemporary Japanese

２）合唱指揮者として、二つの男声合唱団において、

and renaissance European choral works.

発声法の指導および現代合唱作品の演奏とルネサン

3) Performance study about contemporary Japanese

ス作品の演奏法の研究をした。

Catholic church music, especially psalm singing.

３）キリスト教音楽の研究者として、とくにカトリ

4) Intercultural study in modern Japanese western

ックの典礼聖歌のワークショップを開催し、詩編の

music as a member of editorial commitee of Journal

歌い方に関して、研究と指導をした。

of the Society for research in Asiatic music.

４）東洋音楽学会の理事、機関誌編集委員として、
アジア、日本の音楽研究に携わり、とくに日本にお
ける西洋音楽受容の分野で貢献した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育

Undergraduate school

１）ＬＡ科目の色・音・香２３：グレゴリオ聖歌の

1) Liberal arts program:notation in gregorian chant

楽譜と江差追分の楽譜を用いて楽譜の多様性を示し

and Japanese folksong.

た。

2) Western music history from ca.7c to 16c and

２）西洋音楽史 ? と ?：単旋律聖歌の成立から 16 世

musicological issues.

紀のポリフォニーまでの音楽史と音楽学の課題

3) Fundamental study of musicology, especially

３）音楽学概論：音楽学の最新の研究課題の解説

contemporary subjects.

４）比較音楽文化論：音楽学のゼミとして『現代日

4) Seminar of musicology 1, reading Japanese and

本社会における音楽』と” Thinking musically” の 2

English textbook and presentation training.

冊のテキストを用いて、講読と受講生各自の研究発

5) Seminar of musicology 2, graduation thesis.

表をした。

Graduate school

５）比較音楽文化論演習：卒論作成のゼミ

1) Advanced Seminar of musicology 1. Presentation

大学院教育

of each member about recent problems of

１）音楽表象文化論特論、同演習：近年の研究文献

musicology.

を用いて受講生各自の研究発表をした。

2) Advanced Seminar of musicology 2. master''s

２）音楽研究方法論、同演習：修士論文作成のゼミ

thesis

３）博士後期課程は毎週、修士課程と合同で研究発

3) Seminar for doctoral course

表のゼミを行ない、さらに、個別に研究指導をして
いる。

◆研究計画
2010 年度はこれまで蓄積してきた研究を単行本として２冊刊行することを計画している。１冊目は「柴田
南雄の合唱音楽 ? 思考としての合唱 ?」
（仮題）で柴田南雄の研究書としては、唯一である。柴田のシアター・
ピースと称される合唱作品群を中心とした美学的論考である。２冊目は「観光研究のパースペクティヴ」
（仮題）
で、安福恵美子氏との共同研究である。Ｄ．マッカーネルの古典的名著の” The Tourist” の翻訳を基盤にした
現代の観光研究の課題を、具体的事例を交えて、この分野での本格的な研究書として刊行する。２冊ともに今
年度の刊行を目指している。
大学院のゼミで、現代の民族音楽学者 Bruno Nettl 氏による歴史的著書を講読しつつ、音楽学の研究史をた
どっている。
演奏面では、合唱における発声法の研究とルネサンス音楽の演奏慣習の研究について実践研究をしている。
さらに、ドイツリートとバロックのテノール独唱曲についても、発声法とともに演奏実践の研究を予定してい
る。

◆メッセージ
本学の音楽表現コースは、演奏（ピアノまたは声楽）と音楽学の両方を高い水準で習得することを目指して
いる、日本でも唯一のコースです。本コースでは、ほとんどのテキストが英語です。英語で理解するだけでな
く発信することも重要です。日本の優れた思考を世界に発信するためにも英語力は必要です。また、音楽学と
いう分野は日本ではほとんどその存在を知られていませんが、世界標準ではごく当然の学問分野です。私たち
は世界で通用する人材を育てることを目標としています。演奏と音楽学とは、最終的にはどちらかをメインに
してもらいますが、全力を尽くして、勉強と演奏の両方に学生時代の可能性を求めたい人に、是非来てもらい
たいです。
大学院は日本の音楽学における、大阪大学、東京藝術大学と並ぶ拠点です。世界基準の先端的研究ができる
実力のある学生を求めています。男子学生は入学できませんが、東京芸大、東大とは単位互換制度があるので、
本学で勉強することは可能です。本学は規模は小さいですが、内容の濃い研究ができることを目指しています。
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氏名： 中村 俊直
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士 (1979

東京大学 )、Ｄ . Ｅ . Ａ . (1982 ポール・ヴァレリー大学 )

専門分野： 近・現代のフランスの文学と思想及び言語論
E-mail： nakamura.toshinao@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

視覚イメージ／言語記号／美術批評／文化記号論／演劇的言語

◆研究内容
１

／

Research Pursuits

フランスの１９世紀末から２０世前半にかけて活躍した詩人・批評家のポール・ヴァレリーに関する多角

的、総合的な研究。
２

言語記号と視覚イメージの両者の機能の比較研究。

３

日本の近現代の文学者や芸術家たちの営為にフランスの文学や文化が与えた影響の解明。また逆にフラン

スの文学や美術に日本の芸術が与えた影響の解明。
４

演劇における言葉の働きについての考察。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部
１

フランス語の初級文法の教授。

２

西ヨーロッパの文化と社会の特質についての考察。

３

西ヨーロッパにおける文学と美術との相互影響関係の考察。

４

卒業論文の指導。

大学院
１

詩人の舞踊論の研究。

２

ヴァレリーの美術批評の講読。

３

修士論文、博士論文の指導。

◆研究計画
１

ヴァレリーの美術批評の精密な読解とその翻訳を行う。

２

視覚イメージと言語記号の両者の機能を総合的に比較考察する。

◆メッセージ
大学は自由にものを考え、探求することができる場所です。大学での学問の範囲は明確に限定されているわ
けではありません。はっきりとした一つの答えが見つからなくても良いのです。思考や探求の結果ももちろん
重要ですが、それと同じくらいに、あるいはそれ以上に重要なのは、結論に達するまでの過程です。その過程
において、たくさんのことを考え、調べ、さらにはいろいろ試行錯誤することが、後々大きな意味を持ってき
ます。そのようにして、柔軟な思考力や幅の広い判断力を養成することが、卒業後の長い人生において大きな
力となることでしょう。
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氏名：
所属：
職名：
学位：
専門分野：
E-mail：
URL：
		

中村 美奈子
人間文化創成科学研究科文化科学系
准教授
芸術学士（東京藝術大学）、人文科学修士（お茶の水女子大学）
民族舞踊学、舞踊記譜法、ダンスとテクノロジー
nakamura.minako@ocha.ac.jp
http://buyou1.li.ocha.ac.jp/Nakamura/index.html
http://www.li.ocha.ac.jp/geijutsu/buyou/

◆研究キーワード

／

Keywords

舞踊人類学／舞踊記譜法／インドネシア／舞踊動作分析／舞踊のアーカイブ
Ahthropology of Dance ／ Labanotation ／ Indonesia ／ MotionCapture ／ DnaceArcive

◆主要業績										

総数（5）件

・Minako Nakamura, Hiroko Uchida, Kazuya Kojima:Art-Science fused research on Iwasaki OnikenbaiFocused upon the action of "cutting zai",Journal of Korean Dance History, No.10, The Society of
Korean Dance History, pp279-293, 2009
・中村美奈子 ,「バリ島の音楽と舞踊における共創コミュニケーション」，
『舞踊学』, 第 32 号，舞踊学会，
pp59-63,2009
・Minako Nakamura and Kohji Shibano：The Digital Archive of the Works of Ms. Tastue Sata, a
leading Japanese creator of Modern Ballet, The 26th Biennial Conference of International Council of
Kinetography Laban/Labanotation (ICKL) , Bangkok, Aug.2009&0d0a;(E
・中村美奈子、, 門 行人：創作バレエ作家佐多達枝の創作過程のドキュメンテーションとアーカイブ
化 ,&0d0a;2009 年度アート・ドキュメンテーション学会 年次大会（立命館大学Ｇ COE プログラム「日
本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」と共催）, 於立命館大学 ,2009 年 6 月 6 日

◆研究内容

／

Research Pursuits

筆者は、インドネシア・バリ島の舞踊などアジア地域の民族舞踊を研究対象とし、その舞踊の技法、表現特性、
舞踊構造の分析を行っている。2009 年度は、5 月にソウルにて開催された韓国舞踊史学会において日本の剣
舞に関する招待発表を行った。また、昨年度より継続の基盤研究（C）「日本の創作バレエ作家に関するドキュ
メンテーションとアーカイブ化 ? 佐多達枝を中心に」の研究代表者として、タイで開催された国際会議「
」において、佐多達枝の舞踊の制作過程に焦点を当てたアーカイブ制作に関する口頭発表を行い、参加者
らと意見交換を行った。また、国内では、立命館大学 GCOE の客員研究員として、アート・ドキュメンテーシ
ョン学会との共催による年次大会においても研究発表を行った。また、外部資金により、「モーションキャプ
チャ技術を用いた舞踊動作の筋骨格シミュレーション」としてモーションキャプチャと SIMM を用いた舞踊動
作の質的分析を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

舞踊教育学コース所属の学生らのほとんどは、バレエやモダンダンスなど西洋の芸術舞踊を実践してきてい
る人たちである。筆者の教育目標は、さまざまな身体表現、舞踊表現が世界には存在すること、また、舞踊
は、その社会文化的背景と深く結びついた表現様式をもっていること、そして、舞踊は芸術的なものだけでは
なく、民俗芸能のように社会的な機能をも果たしていることを講義や実技を通して学生に伝えることである。
2009 年度は、常設の専門教育科目に加えて、前期に「基礎ゼミ ?」と「舞踊学特殊講義（舞踊記譜法）」の授
業を行った。後者は、ルドルフ・ラバンの開発した身体運動の記譜法である Labanotation を実際に身体を動
かしながら理解していくものである。大学院の授業では、民族舞踊学（舞踊人類学）の古典である Spencer の”
Society and the Dance” と近年出版されたデジタルアーカイブに関する英語の論文集の新旧２つの文献の購読
を行い、文化人類学の基本的な考え方と、最新テクノロジーを用いた舞踊研究手法について考察を行った。

◆研究計画
文化人類学から情報学までさまざまな領域の研究者らとの学際研究を通じて、舞踊および身体表現に関する研
究を行ってきた。今後も幅広く身体文化、身体表現、身体運動の解明にかかわる研究をしていきたいと考えて
いる。また、無形文化財のデータベース（アーカイヴ）化、特に舞踊や身体表現に関するデータのアーカイヴ
化についての研究は事例が少なくメタデータの整理も進んでいないことがプロジェクト研究を通して分かって
きたので、これらの点についても検討を行っていきたい。

◆メッセージ
舞踊は、その社会文化的背景と深く結びついた多様な表現様式があること、そして、舞踊は芸術的なものだけ
ではなく、民俗芸能のように社会的な機能持つものもあることを是非みなさんにも知ってもらいたいと思って
います。同時に、バリ島の舞踊は見ていると緩やかで楽しそうですが、実は中腰の姿勢で踊るのはいかにきつ
いかということを是非実技授業で体験してください。「伝統的」な舞踊の研究をしている私ですが、実は大変
な新しいもの好きで、共同研究のほうでは、1998 年頃からずっとモーションキャプチャという装置で舞踊の
3 次元計測をしてきています。舞踊とデジタル技術がどうつながるのだろうと不思議に思われる人もいるかも
しれませんが、この方法論は、現在では、舞踊学の一分野のようになっています。
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氏名： 新名 謙二
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 修士（教育学）（1991

東京大学）

専門分野： スポーツマネジメント、特にスポーツ施設の立地とスポーツ消費者行動
E-mail： nina.kenji@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

スポーツ消費／時系列分析／ GIS
sports consumption ／ time series analysis ／ GIS

◆主要業績										

総数（1）件

・庄子博人、新名謙二、間野義之、中村好男 (2009) 距離減衰モデルを用いた公共スポーツ施設利用
者の地理的分布 ? 公共スポーツ施設Ａ体育館の利用頻度レベルに着目して ?．スポーツ産業学研究
19(2):pp.217-222.

◆研究内容

／

Research Pursuits

GIS を用いたスポーツ消費行動の研究
早稲田大学スポーツビジネス研究所で行われた地理情報システムを用いたスポーツ施設利用者の分析に、共同
研究者として参加した。この研究の成果は主要業績に掲載したように、庄子博人氏を筆頭著者とする論文にま
とめられた。結果の概要として、スポーツ施設利用者の分布は距離減衰モデルを用いて説明することができ、
距離が増加するにつれて対数曲線的に利用者の分布が低下することがわかった。さらに、距離減衰率は利用頻
度によって異なることが明らかとなった。
スポーツ消費の時系列分析
2008 年度に生じた世界同時不況は、スポーツ消費の分野にも多大な影響を及ぼしたと推測される。その影響
がどの程度の規模であるのか、またどの程度の期間継続するかについては、今後研究が必要とされるテーマで
ある。このテーマに対してどのような分析方法が適切であるのかを検討している段階である。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

コア科目においては、必修科目である「スポーツ健康実習」の担当者として、前期は共通フィットネスを 1 コ
マ担当した。後期は「スポーツ健康実習」でバドミントンを 2 コマ、「生涯スポーツ」でバドミントンを 1 コ
マ担当した。
学部専門科目においては、
「スポーツ人間学」、「スポーツ人間学実験演習」、「舞踊・スポーツ情報演習」の授
業を担当した。また、卒業論文の指導を通じて、スポーツ及び舞踊分野におけるマネジメントの考え方を学生
に対して指導した。
卒業論文は１名の指導を行った。卒業論文の分野は下記の通りである。
舞踊（特にクラシックバレエ）のマネジメント（１）
大学院博士前期課程においては「スポーツマネージメント特論」、「スポーツマネージメント演習」の授業を担
当した。後者は文化マネージメント副専攻の選択必修科目である。また、平成 19 年度入学生２名の主任指導
教員として指導を担当した。そのうちの１名は芸術教育のマネジメントに関する修士論文を提出した。

◆研究計画
スポーツ消費を説明する経済モデルの構築
国家レベルのスポーツマネジメントの比較研究

◆メッセージ
スポーツマネジメントの分野は現在多くの大学において取り組みが始まっている注目すべき分野です。残念な
がら、スポーツマネジメントに関わる女性の数はまだまだ少数です。スポーツに興味を持っている人が集まる
ことを期待します。
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氏名： 西尾 道子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 学士
専門分野： 英語学、特に語用論
E-mail： nishio.michiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

語用論／同時通訳／字幕翻訳

◆主要業績										

総数（1）件

・
「日本語映画の英語字幕に見られるポライトネス」 牛江ゆき子との共著、『通訳翻訳研究』第９号、
２５３- ２７２.
日本通訳翻訳学会 2009,12

◆研究内容

／

Research Pursuits

時間的にもスペース的にも制約のある字幕翻訳にお

In Ushie and Nishio (2009a), I looked into whether

いて元言語の英語で見られるポライトネスが着点言

politeness expressions used in the original English

語である日本語においても保持されるのかどうかと

movies are retained in the Japanese subtitles, when

いうことを英語映画の日本語字幕を言語資料として

movie subtitles have to keep pace with actors’ lines,

牛江・西尾（2009a）では検討したのを受け、今年

and have to be concise. In the paper cited above, I

度は逆に元言語が日本語で着点言語が英語の場合に

also considered whether the reversal of what was

も同じような現象が見られるのかどうかを日本映画

found in English into Japanese translation can be

の英語字幕を言語資料として検討した。具体的には

seen in the English subtitles of Japanese movies and

１）英語映画の日本語字幕では牛江・西尾（2009a）

whether there are any phenomena that can be seen

に見られた特徴をいわば反転させたものが特徴とし

due to the unique characteristics of the Japanese

て見られるのか２）日本語特有の言語的特性に起因

language.

する独特の現象が見られるのか考察した。結果は

We found that the degree of correspondence

１）に関しては話し手と聞き手の距離によって結果

between the politeness expressions of the two

が異なることが明らかになり２）に関しては日本語

languages varies depending on the distance between

の終助詞「ね」や「よ」によって表される positive

the speaker and the hearer and that positive

politeness が英語の字幕では省略される場合があるこ

politeness conveyed in Japanese with particles such

とが明らかになった。

as ne and yo can be omitted in English subtitles.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、コア英語と英語圏言語文化コースの専門

At the undergraduate level, I taught both core

科目と両方を担当しており、コア英語ではリスニン

curriculum classes and classes for English majors.

グ・リーディングの基礎として、一般的な内容の本、

In the former, I chose materials that would enhance

テレビ番組、新聞などに使われる英語が理解できる

students’ basic reading and listening abilities:

ようになることを目指した。

authentic materials that reflected the language and

英語圏コースの専門の授業では対照表現学で英語

culture of English speaking countries such as books,

の論文の書き方について理解を深めることを目的と

TV programs, and newspapers. In the classes for

し、特講等では自分の専門の語用論の分野で会話

English majors, I taught a class that is designed to

における談話標識の使われ方、リクエストと favor

help students write academic papers in English. I

asking

also taught classes that dealt with subjects which are

の違いなどについて、最近の論文を読みながら考察

close to my own field of study, pragmatics. In these

し、英語が現実の場面でどのように使用されるのか

classes, recent papers discussing the use of discourse

について議論した。

markers and papers that discussed the differences

大学院においては談話についての理解をより深め

between requesting and asking favors were closely

るために、左方転移構文に関して書かれた文献をい

studied.

くつか読みながら最近の動向について考察を加えた。

In my graduate classes, in order to gain deeper
understanding of pragmatics, many recent papers
on left dislocation and information processing were
critiqued and discussed.

◆研究計画
主語のほかにも日本語では文末近くになるまで同定できないが、英語では文頭近くで同定される必要のある要
素をいくつか取り上げ、日英同時通訳においてそれらの要素がどのように処理されているかを考察したい。そ
れにより、一般に人が言語をどう理解・処理しているのかという問題を考える手がかりとしたい。
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氏名： 西村

拓史

所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任リサーチフェロー
学位： 博士（理学）/PhD (science)
専門分野： 理論物理学 /theoretical physics
E-mail： nishimura.takushi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

量子多体理論／半古典的量子動力学／冷却原子／分子気体／量子光学
quantum many-body theory ／ semi-classical quantum dynamics ／ cold atomic/molecular gases ／
quantum optics
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氏名： 野口

徹

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： Ph.D.（1995 マサチューセッツ大学アマースト校）
専門分野： 文法理論（統語論・意味論・形態論）
E-mail： noguchi.toru@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

文法理論／生成文法／統語論／意味論／照応
grammatical theory ／ generative grammar ／ syntax ／ semantics ／ anaphora

◆主要業績										

総数（1）件

・Some Notes on the Grammaticalization of Reflexive Pronouns, Ochanomizu University Studies in Arts
and Culture 6, pp. 235-251.

◆研究内容

／

Research Pursuits

中心的なテーマである代名詞解釈を中心とした照応

I looked into the literature on the syntax-semantics

の問題について理解を深めるため、統語論と意味論

interface, in order to deepen my understanding of

の関係性を扱った文献に目を通し、考察を続けた。

my major research interests in pronominal anaphora.

特に、再帰代名詞の文法化現象をどのように捉える

I focused on the grammaticalization of reflexive

べきか、生成文法理論の枠組みで検討し、一定の結

pronouns within the framework of generative

論に至った。

grammar and reached a certain conclusion.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部においては、コア科目「基礎英語 I 文 3b」にお

For undergraduate students, I taught classes such

いて英語の授業を担当し、
学科共通科目「言語学概論」

as "Basic English I," "Introduction to Linguistics,"

においては、主に言語文化学科所属の学生を対象に

"Seminar: English Grammar," "Advanced Seminar:

言語学の入門の授業を、
「英文法演習」においては、

Methodology in Linguistic Research I," and "Special

英語圏言語文化コース所属の２年生を対象に統語論

Lecture on English Linguistics II." I also co-taught

を中心とした英語学の入門の授業を行った。
「特別演

"English Teaching Methodology II." For graduate

習（言語研究方法論）I」および「英語学特殊講義 II」

students, I taught "English Linguistics (Syntax):

においては、同コース所属の３? ４年生を対象に統語

Advanced Lecture" and "English Linguistics (Syntax):

論の中級レベルの授業を行い、
「特別演習（言語資料

Advanced Seminar." I also supervised seven BA

分析）II」においては、卒論作成中の学生に対する専

theses in the area of English linguistics.

門分野の指導を行った。また、教職に関する科目「英
語科教育法 II」も他教員と共同で授業を行った。大
学院においては、
「英語学特論（統語論）
」および「英
語学演習（統語論）
」において、比較的最近の文法理
論に関する文献をいくつか取り上げ、詳細な検討を
行った。

◆研究計画
これまで行ってきた研究課題により、再帰代名詞の中心的な性質がほぼ明らかになった。再帰形態素の意味的
性質と形態統語的性質との相互作用からほぼ予測できるからである。しかし、再帰代名詞の歴史的成立過程や
中間体動詞との関連付けなど、未だ十分に解明されていない点が多く残されている。さらに、再帰代名詞には、
談話や視点に依存した用法や強調用法など、周辺的な用法もかなりある。今後は、これまでに得られた成果を
基に、これらの研究課題に取り組む予定である。

◆メッセージ
私が専門科目を担当している英語圏言語文化コースでは、英語学と英米文学を専門に学ぶことができます。私
は、英語学の授業科目を担当していますが、理論言語学的な立場から、統語論、意味論、形態論などを授業で
は扱っています。一言で言えば、英語を人間のことばの一つとして捉え、英語を背後から支えている仕組みを
できる限り客観的に明らかにしようという取り組みです。（一般的には、「生成文法」と呼ばれています。）英
語に限らず、人間のことばには、表面を見ただけでは分からないような深い意味を持つ仕組みが潜んでいます。
そのような「無意識の知識」を明らかにすることにより、英語とはどのような言語なのか、また、人間のこと
ばにはどのような仕組みが働いているのか、学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。このよう
な事柄に興味を持つ方を歓迎いたします。
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氏名： 長谷川 直子（HASEGAWA Naoko）
所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名： 准教授
学位： 博士（理学）
専門分野： 自然地理学
E-mail： hasegawa.naoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

琵琶湖／諏訪湖／密度流

◆主要業績
・Kitazawa, Kumagai, Hasegawa(2010)Effects of internal waves on dynamics of hypoxic waters in
Lake Biwa. Journal of the Korean society of marine environmental engineering. Vol.13,No.1.pp.30-42,
February 2010.
・長谷川直子（2010）授業実践報告①―自然と人間編―．お茶の水地理 50．143-150.
・田中博春・小林仁美・長谷川直子（2010）島緑地の気候緩和効果に関する基礎研究．お茶の水地理
50．106 － 111．
・水野勲・長谷川直子ほか（2010）諏訪巡検報告．お茶の水地理．50．151 － 162．

◆研究内容

／

Research Pursuits

琵琶湖の中の水の動き、気候変動が水塊に与える影響
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

文教育学部の中で唯一自然科学を基礎とした教育をやっています。お茶の水女子大学では現在、文理融合リベ
ラルアーツという基礎教養教育が動き出していますが、文理が融合しているという意味では地理学はその中心
にある学問だと考えています。自然科学だけを学ぼうとするのならば完全な理学系の学部や学科へ行く方がそ
の専門性は身につくでしょう。私のいる自然地理学・環境地理学研究室は、自然科学的アプローチを基礎とし
つつも、社会・人文科学視点も交えて物事を見ていくことを目指しています。こういったものの見方や考え方
は社会に出てからも自分の人生観を形成する上でも重要であると考えています。また、日本の中で、女性の自
然地理学者はとても少ないのですが、女性の自然地理学者を輩出する数少ない機関としての使命も果たして行
きたいと考えています。女性がのびのびと研究し、日本の女性自然地理学者のタマゴたちが集える場になれば
と思っています。

◆研究計画
水草を用いた水質保全とエネルギーづくりをテーマとして、現在の自由経済下での環境負荷型の社会システム
を環境にやさしいシステムに替えていくことを目指している
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氏名： 服田 昌之
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／湾岸生物教育研究センター
職名： 准教授
学位： 博士（理学）(1993

京都大学 )

専門分野： 進化発生学
E-mail： hatta.masayuki@ocha.ac.jp
URL： http://marine.bio.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

サンゴ／バクテリア
Coral ／ Bacteria

◆主要業績										

総数（3）件

・Mukaigasa K., Hanasaki A., Maeno M., Fujii H., Hayashida S., Itoh M., Kobayashi M, Tochinai S., Hatta
M., Iwabuchi K., Taira M., Onoe K., Izutsu Y.&0d0a;The keratin-related Ouroboros proteins function as
immune antigens mediating tail regression in Xenopu
・Fujiwara E., Matsushima K., Hatta M.&0d0a;A sequential observation of basal skeleton formation in
the primary polyp of Acropora.&0d0a;Galaxea, JCRS 11: 35 (2009)&0d0a;
・Hatta M.&0d0a;A hanging life of acroporids in success after COT outbreaks.&0d0a;Galaxea, JCRS 11:
33 (2009)&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

ミドリイシ属サンゴのプラヌラ幼生では、基盤上の

Planula larvae of the coral Acropora arrest the

環境シグナルを受容した感覚神経から変態ホルモン

developmental process until they encounter particular

が分泌され、変態反応が開始されると考えられてい

micro-organisms on submarine substrates. The planula

る。幼生をガラス針で切り分け、各断片のシグナル

resumes development and metamorphoses in response
to the external cues from its favorite microbes. A

応答性を調べた結果、変態ホルモン応答性は体の反

neuropeptide has been found as a candidate for an

口端側に局在していることが明らかとなった。環境

internal cue to start metamorphosis following the

シグナル応答性にみられた部域性は、その経路の下

environmental signal. First, we screened bacteria that

流にある変態ホルモン応答性の部域性のためである

induce metamorphosis of acroporids. Although 99.9%

と考えられる。口端側断片にはホルモン応答性がな

of bacteria are unculturable by conventional methods,

かったことから、全身での変態の実行にはホルモン

our novel culture method resulted in efficient mining

の下流に更なるシグナルが必要であり、ホルモンに

of metamorphosis-inducing bacteria. In total, 20

応答して下流シグナルを分泌する組織が反口端側に

positive isolates were obtained from 229 screened, and

局在していると推定される。

18 isolates were identified as 7 species in 4 genera
according to 16SrDNA sequences. Next, we tried to figure
out signaling topography. When planulae were cut into
halves and introduced to substrates, only aboral halves
metamorphosed. Similarly, aboral halves and one-third
fragments responded to the neuropeptide. Oral halves
regenerated in 5 days to acquire responsiveness to the
peptide. These results suggest that the neuropeptide is
secreted from sensory neurons by receiving bacterial
signals and the peptide then stimulates a tissue at the
aboral tip of planula to release the next signal that sets
off whole-body responses of metamorphosis.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

リベラルアーツ科目：多様性生物学、海洋環境ダイビング実習（分担）
生物学科専攻科目：進化生物学、発生遺伝学（分担）、内分泌学（分担）、生物学実習 II（分担）

◆研究計画
新規開発したバクテリア群集培養方法によって、サンゴ幼生の着生変態にとどまらず、新規生理活性を有する
難培養性バクテリアの培養を行いたい。
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氏名： 浜口

順子

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 2005 博士（人文科学）／ Ph.D. (Child Study)
専門分野： 保育学・幼児教育学／ early childhood care and education
E-mail： takeuchi.hamaguchi.junko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

保育／保育者養成／子ども観／言説
early childhood education and care ／ carers training ／ Perspective

270

for the child ／ discourse
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氏名： 浜野 隆
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 教育学修士（名古屋大学：1991 年）
専門分野： 教育開発学・比較国際教育学
E-mail： hamano.takashi@ocha.ac.jp
URL： http://researchers.ao.ocha.ac.jp/4222451594.html

◆研究キーワード

／

Keywords

教育開発／比較教育／開発途上国／国際協力／国際機関
educational development ／ comparative education ／ developing countries ／ international cooperation ／
internattional organization

◆主要業績										

総数（11）件

・Takashi HAMANO, “Educational Reform and Teacher Education in Vietnam” , Shin
ichi Suzuki and Edward R. Howe (eds.), Asian Perspectives on Teacher Education, pp.156-169, Routledge, 2009
・Takashi HAMANO, “Inequality and Disparity in Early Childhood Care and Education: The Case of Cambodia” ,
Proceedings: Science of Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society” , 09, pp.1-8, 2010
・Takashi HAMANO, “The Impact of Early Childhood Education on Overcoming Disparities in Academic Performance” ,
Proceedings: Science of Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society” , 09, pp.9-16, 2010
・Yuko NONOYAMA TARUMI and Takashi HAMANO, 2010 ,” The Evaluation of an International Training Program on
Early Childhood Education in Central and West Africa” , Proceedings: Science of Human Development for Restructuring
the “Gap Widening Society” , 09, pp.3
・浜野隆 ,「家庭の活字環境と子どもの学力 ? 親の読書・新聞閲読が与える影響」,『新聞研究』
（2009 年 9 月号、
No.698）, 日本新聞協会 , 75-78, 2009

◆研究内容

／

Research Pursuits

1. 学力と教育政策

1. Assessment of Academic Achievement and Educational
Policy

近年、日本においても学力調査が幅広く行なわれ

Assessments of academic achievementare are widely

るようになってきており、また、その結果に対応し

conducted in recent years and the educational policy

て政策立案がされる傾向にある。学力調査の意味や

tend to be made based on the result of the assessment. In

解釈、政策との関連について検討を行っている。

order to make the policy to be effective, it is important to

2. 初等教育における住民参加と格差に関する研究

analyse the assessment deeply.
2. Community Participation and Disparity in Primary

本研究では、初等教育における住民参加（ベトナ

Education

ムではそれを社会全体での教育支援という意味で「教

This study discusses the current state of and future

育の社会化」と表現している）の現状はどうなって

challenges for the “socialization of education” as one

いるのか、また、教育格差との関係はどのようにな

aspect of the move towards community participation in

っているのかを検討している。

education (mainly primary education) in Vietnam and

3. 保育・幼児教育分野における国際協力に関する研

Cambodia.
3. International Cooperation in Early Childhood Care and

究

Education

国際協力の場において、幼児の発達や幼児教育は

The importance of international cooperation in early

1990 年代から重要な領域として注目されるようにな

childhood care and development has been recognized

ってきている。本研究では、開発途上国における幼

since the 1990s, emphasized on the one hand from a

児教育の現状分析と政策課題について、国際協力の

human rights perspective and on the other in terms of
developmental cost-benefit. But ECD does not enjoy a

あり方も含め検討している。

high level of priority for the governments of developing
countries. This study discusses the current state of early
childhood care and education in developing countries and
policy challenges.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１．学部

1. Undergraduate course

学部段階における教育内容としては、以下の様な

Classes given in Ochanomizu University during

ものがあげられる：? 教育開発概論、? 教育開発演習、

2005.4-2006.3 are as follows, (1) Introduction to

? 教職概論、? 教育原論（制度・社会）の「制度」に

Educational Development, (2) Seminar: Comparative

関する部分（教育行政）
。他大学においては国際協力

Education,

論・地域と世界の共生（武蔵野大学）を担当した。

Profession, (4) Educational Administration. Also,

２．大学院

“International Cooperation Studies” are given in

(3) Introduction to the Teaching

Musashino University.

大学院の授業においては、学生たち自身の研究テ
ーマの報告、及びそれに関する討論を多く行った。
共通文献としては、
” EFA Global Monitoring Report”

2. Graduate course
At graduate level, I took much time on discussing
students’ reports written on their own theme. In the

の最新版を読んだ。

class, I gave some reading assignments: latest “EFA

近年、国際協力において教育分野での協力が重視

Global Monitoring Report” by UNESCO.

されるようになってきている。教育開発に関する授
業においては、途上国の教育の現状、国際機関の役割、
日本の協力のあり方などを多くとりあげた。

In the age of globalization, international cooperation
is very important. Recently, education cooperation
is one of the most important topics in the field
of development assistance studies. In my class
(Introduction to Educational Development,
Advanced Lectures in Educational Science 1,
Seminar: Educational Policy, and graduate course),
I gave a lecture on the real situation of education
in developing countries, the role of international
organization, the challenges of Japan’ s ODA,
education for international understanding, etc.

◆研究計画
１. 教育格差、とくに学力階層差・学力格差に関する研究
２．幼児教育・早期子ども発達（ECD) 分野における理論的・実証的分析、国際協力の効果分析
３．教育開発、国際教育協力のあり方をより具体的に検討する。
４．発展途上国、特にアジア・アフリカにおける国際機関・国際援助の役割。援助理念・政策と現実との関連
５．ベトナム・カンボジア等における初等教育および就学前教育の構造の解明。
６．教師教育に関する実証研究および国際協力手法の検討。

◆メッセージ
グローバリゼーションが進む今日、教育学・教育科学は必ずしも日本の教育のみを対象にするものではなく
なりつつあります。教育を考える際にも、グローバルな視点が求められつつあります。
私が専門とする「教育開発」は、教育学の中では新しい領域です。「教育開発」はこれまでに培ってきた教
育学の知見を発展途上国など海外の教育改善に活かしていくという、きわめて実践的な学問領域です。日本か
らの援助や提言が、発展途上国の教育政策や教育内容・教育方法の変容をもたらすこともあります。また、途
上国の教育について考えること、途上国に日本の教育経験を伝えていくことは、日本の教育経験を相対化する
( 振り返る）契機にもなります。世界の人々ともに教育問題を一緒に考えていきたい人におすすめです。
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氏名： 浜谷

望

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士 (1981 東京大学 )
専門分野： 極限環境物質科学
E-mail： hamaya.nozomu@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

高圧科学／放射光 X 線回折実験／凝縮系物性／液体相の相転移
High Pressure Science ／ Synchrotron Radiation X-ray Diffraction Experiment ／ Condensed Matter
Physics ／ Phase Transition inn Liquids

◆主要業績										

総数（2）件

・A. Ohmura, K. Sato, N. Hamaya, M. Isshiki and Y. Ohishi&0d0a;Structure of pressure-induced
amorphous form of SnI4 at high pressure&0d0a;Phys. Rev. B 80 054201-054206 (2009).
・N. Hamaya, F. Matsuura, Y. Yamagata, K. Fuchizaki, T. Sakagami and A. Miyauchi&0d0a;Structural
change in liquid SnI4 under high pressure&0d0a;J. Physics: Conference Series 215, 012079_1-4
(2010).&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

高圧力下で表れる様々な新奇な相転移の実験的研究

Our principle research objective is to experimentally

が主要テーマである。近年はアモルファスや液体状

study various novel phase transitions occurring under

態などの構造不規則系の中で起きる相転移に注目し

high pressure. In recent years we have focused on

ている。このような現象を実験的に調べるには強力

phase transitions in structurally disordered systems

な探査プローブが必要である。そのために、研究室

such as amorphous and liquid. To experimentally

に設置されている強力 X 線発生装置の使用に加え、

study this phenomenon, the use of very powerful

大型実験施設として共用されている放射光 X 線を利

probe is indispensable. We exploit extremely brilliant

用している。

x-rays emitted from a synchrotron radiation light

本年度は 2 件の論文を発表した。

source as well as a laboratory apparatus capable of
generating very intense x-rays.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

大学院博士前期課程の教育

Education of graduate students in the master’ s

書籍購読（週 1 回通年 ) とゼミ（週 1 回通年 )

program

研究室および学外放射光実験施設における実験研究

Reading a text book (weekly for a year) and

修士論文タイトル :

seminar (weekly for a year)

木村佳奈子 M2：スズヨウ素化合物の高圧力下の結晶

Research themes

構造

KIMURA Kanako (M2): Crystal structure of tin
iodide compound at high pressure

学部四年生の教育

Education of undergraduate students

輪講（週 1 回通年 ) とゼミ（週 1 回通年 )

Reading text book (weekly for a year) and seminar

研究室および学外放射光実験施設における実験研究

(weekly for a year)

卒業研究テーマ :

Research themes

蜂谷由佳子：液体ー液体相転移の第二臨界点仮説の

HACHIYA Yukako (B4):Experimental verification of

検証実験

the second-critical-point hypothesis in liquid-liquid
phase transition

◆研究計画
・液体 ? 液体相転移と第二臨界点の実験的検証
・圧力誘起非晶質の相転移
・高圧単結晶 X 線回折実験の新技術開発

◆メッセージ
不思議なことに心ときめかせ、未知の世界に飛び込みましょう。受験勉強に明け暮れる高校生活ではなかなか
難しいかもしれません。が、皆さんの将来はそこにあると思います。
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氏名： 番 雅司
所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名： 教授
学位： 理学博士（1987、筑波大学）
専門分野： 非平衡量子統計力学、量子情報理論
E-mail： m.ban@phys.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

量子系の非平衡統計力学／量子情報理論／量子力学の基礎
Nonequilibrium Quantum Statistical Mechanics ／ Quantum Information Theory ／ Basis of Quantum Mechanics

◆主要業績										

総数（6）件

・Two-particle Coherence in an Exactly Solvable Model of the Qquantum Measurement Process,&0d0a;M. Ban,
S. Kitajima and F. Shibata,&0d0a;Physics Letteters A 373, 2311 (2009).
・Relaxation Process Including Interaction Effects of Two-qubit System,&0d0a;M. Ban,&0d0a;Journal of
Physics A 43, 035303 (2010).&0d0a;
・Dynamical Suppression of Dephasing for Markov Processes,&0d0a;M. Ban, S. Kitajima and F.
Shibata,&0d0a;Physics Letters A 373, 3614 (2009).
・Dephasing of Interacting Two Qubits under the Influence of Thermal Reservoirs,&0d0a;M.
Ban,&0d0a;Physical Review A 80, 032114 (2009).
・Quantum Master Equation for Dephasing of a Two-level System with an Initial Correlation,&0d0a;M.
Ban,&0d0a;Physical Review A 80, 064103 (2009).

◆研究内容

／

Research Pursuits

(1) 相互作用している複数の部分系から構成される量

(1) A phase relaxation process of interacting two qubits is

子システムが、外部環境の影響を受けて不可逆的な

studied by means of the quantum

時間発展をする場合のディコヒーレンスの性質を微

master equation, where each qubit is influenced by an

視的モデルに基づく量子マスター方程式を用いて明

independent thermal reservoir. The damping operator of
the quantum master equation consists of two parts; one

らかにした。外部環境と量子システムの間の相互作

includes the effects of the interaction between the qubits

用として、純粋な位相緩和を引き起こすタイプとエ

and the other does not. It is shown that the interaction

ネルギー緩和を伴うタイプの両方を扱い、量子シス

between the two qubits significantly affects the relaxation

テムのディコヒーレンスを調べた。(2) 外部環境と位

process. It is possible that the synthetic effect of the

相緩和型の相互作用をしている量子ビットに対する

interaction between the qubit-qubit interaction and qubit-

厳密な量子マスター方程式を導いた。その結果から

reservoir interaction induces the entanglement sudden-

量子ビットと外部環境の間に初期相関が存在する場

birth, even if there is no entanglement in an initial state

合でも斉次方程式が得られることを示し、その性質

of the two qubits. (2) Exact quantum master equation is

を明らかにした。

derived for dephasing of a two-level system,

これらの研究成果は、量子系の非平衡統計力学にお

which is an homogeneous time-convolutonless equation

いて重要であるばかりでなく、量子情報処理を実現

even though there is an initial

する上でも重要である。

correlation between a two-level system and thermal
reservoir. The result is compared with the inhomogeneous
quantum master equation derived
by means of the projection operator method.
T h e r e s u l t s a r e ve r y i m p o r t a n t i n t h e q u a n t u m
information processing as well as the non-equilibrium
quantum statistical mechanics.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、量子力学Ｉ，量子統計力学、量子光学、及び物理学基礎研究を担当。博士前期課程では、統計力学
特論、量子物理学演習を担当。

◆研究計画
量子系の非平衡統計力学や量子情報の研究を通して、物理学における基礎理論の研究を進めていく。
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氏名： 平岡

公一

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 社会学修士（1980 東京大学）
専門分野： 比較社会政策、社会福祉政策論、福祉社会学
E-mail： hiraoka.koichi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

社会政策／社会保障／社会福祉／政策評価／社会学
social policy ／ social security ／ social welfare and social services ／ policy evaluation ／ sociology

◆主要業績										

総数（1）件

・
「健康格差研究の動向と社会学・社会政策領域における研究の展開の方向」『人文科学研究』お茶の水
女子大学、６号、135?148 頁．

◆研究内容

／

Research Pursuits

1) 科研費プロジェクト ：?「多元的福祉ガバナンスの

1) Research project supported by The Grants-in-Aid

もとでの福祉サービスの質の確保策に関する総合的

for Scientific Research-----

研究」
（研究代表者）?「効果的福祉実践モデル構築

a) A Study on the quality assurance in social welfare

プログラム評価アプローチ研究」
（連携研究者）

services under the pluralistic framework for welfare

2) 特別教育研究経費による事業の一環としておこな

governance.

っている研究：? 社会サービスにおける政策評価に関

b) Program Evaluation for the Development of

する研究 ?? 研究動向の分析とセミナーの開催 ? 社会

Effective Social Care Models

保障制度の合意形成に関する研究 ?? 社会保障に関す

2) Research project conducted as part of the

る意識の全国調査のデータ分析

Communication System Development Program---

3) グローバルＣＯＥプログラムによる共同研究 ?? 教

a) Policy Evaluation in Human Service Programs.

育・社会的格差領域を担当。

b) Analysis of the Attitudes to Social Security.

4）その他 ?? 次のテーマに関する査読制雑誌論文を

3) Research project conducted as part of the Global

投稿・掲載決定 ? 社会学・社会政策領域における健

COE Program

康格差研究の動向 ?1980 年代以降の日本における社

4) Miscellaneous: Refereed journal articles; Trends of

会保障の制度改革と政策展開。近年の社会保障制度

sociological and social policy on health disparities;

改革に関する依頼論文を執筆。

Reforms and policy changes in Japanese social
security policy since the 1980s. A book chapter on
social security reforms in Japan in the 2000s.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

＜学部＞

<Undergraduate courses>

社会政策論 ?：社会政策の政策科学的な研究の分析枠

Social Policy I: outline of policy-oriented analysis of

組みの概要を講義。

social policy

社会政策論演習 ?：福祉制度改革と福祉ガバナンスの

Social Policy Seminar I: reform and changes in

変容

welfare governance

社会政策演習 ?：日本とイギリスの若者に対する雇用・

Social Policy Seminar II: employment and education

教育政策の比較

policy for the youth in Japan and Britain

社会学研究指導１・２、卒業論文：卒業論文指導

<MA courses>

＜大学院前期課程＞

Social Welfare Seminar: welfare regime theories

社会福祉論演習：福祉レジーム論の基本文献の検討

Social Policy Seminar: social security reforms in

社会政策論演習：近年の日本の社会制度改革の分析

Japan in the 2000s

政策科学：ヒューマン・サービスに関する政策科学

Policy Science: outline of policy-oriented studies on

的研究の枠組みと手法を講義。

human services

＜大学院後期課程＞

<Ph.D. Courses>

個別指導、研究発表と討議

Supervision of research and discussion.

このほか、特別教育研究経費による事業「コミュニ
ケーション・システムの開発によるリスク社会への
対応」( ４カ年計画）のリーダーをつとめ、新たな教
育プログラムの開発に取り組んだ。また、この事業
の一環として、国内でほとんど類例のないヒューマ
ンサー
ビスの政策評価に関する副専攻 ( 大学院博士前期）を
実施している。

◆研究計画
現在取り組んでいる研究、および今後取り組む予定の研究の主なテーマは以下の通りです。
１．介護・福祉分野のサービス・プログラムの開発と評価に関する研究
２．介護・福祉分野の質の確保策についての総合的な研究
３．生活リスクの変容に対応して社会保障改革のあり方と、改革に関わる合意形成の方法の研究
４．社会保障・社会福祉に関する諸学問分野の研究史の検討
５．社会保障・社会福祉の制度設計が、格差構造の再生産に及ぼす影響の研究

◆メッセージ
他の国立大学にはあまりみられない本学の特色の一つとして、
? 家族に関する専門的研究を行っている社会学・心理学・経済学・法学等の教員、
? 社会保障・社会福祉・雇用労働等を専門に研究している教員、
が多く、この分野の研究・教育が充実していることをあげることができます。
特に、社会保障・社会福祉等の分野の研究者、高度な専門性を持った職業人の養成に対する社会的な期待は
高く、この分野の大学院レベルでの教育の充実をさらに図っていきたいと考えています。これらの分野の研究
者や専門的職業人を目指す方の入学を期待しています。
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氏名： 藤崎

宏子

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 家政学修士／ M.A.in Home Economics、 社会学博士／ Ph.D.in Sociology
専門分野： 家族社会学／ family sociology、福祉社会学／ welfare sociology
E-mail： fujisaki.hiroko@ocha.ac.jp
URL： http://www.soc.ocha.ac.jp/fujisaki/

◆研究キーワード

／

Keywords

高齢者／家族／福祉政策／社会的ネットワーク／ライフコース
senior citizen ／ family ／ welfare policies ／ social network ／ life course

◆主要業績										

総数（2）件

・藤崎宏子 「介護保険制度と介護の「社会化」「再家族化」」『福祉社会学研究』No.6 41-57.
・精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー編集委員会編『社会学 ? 社会理論と社会システム』へ
るす出版（分担執筆）

◆研究内容

／

Research Pursuits

? 高齢者介護における公私の機能分有。とくに、介護

?The functional sharing of elderiy care between

保険制度の導入が、高齢者の家族関係や高齢者介護

formal and informal sectors,focusing on the familiy''s

をめぐる家族的責任に及ぼした影響に関する研究

care provider role.The impact of enactment of Long-

? 高齢期の家族関係、友人関係、地域社会とのかかわ

term Care Insurance(Kaigo Hoken)on family relations

りや社会活動のあり方に注目した、高齢期のライフ

and family responsibilities.

スタイルに関する研究

?The lifestyle of elderly,including their family

? 中高年期の転機と危機的移行、世代間関係に関する

relations,friendship,social activities,and

研究

consciousness of autonomy,based on the theory of
social netoworks and life course.
?Critical trnsitions and turning points in midlife.
Generational relationship of midlife.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

【学部教育】

【Undergraduate courses】

家族関係論：歴史変動と文化比較を軸とする日本の

Sociology of Family

家族の現状に関する講義

Sociology of Social Welfare

社会福祉学：社会福祉の法制度の概要とサービス利

Social Policies for Senior Citizens

用の諸問題に関する講義

Sociology and Social Policies Seminar

老人福祉論：高齢期の生活ニーズの実態と社会的対

【Graduate seminars】

応策に関する講義

Theory on Social Network Seminar

生活福祉学演習：社会学の基礎的文献の講読・論文

Qualitative Research Seminar

指導

Family Transition Seminar

【大学院教育】
長寿社会論：社会的ネットワーク論に関する文献講
読
長寿社会論演習：質的研究法に関する文献講読
家族変容論：家族研究・福祉研究の理論的基礎の強
化と論文指導

◆研究計画
?21 世紀 COE プログラム（2002-2006 年）のプロジェクト研究以来、継続的におこなっている中高年者の危
機的移行と世代間関係に関する調査研究を続けるとともに、これまでに蓄積された量的・質的データを用いて
研究の中間的なとりまとめをする予定である。
? 高齢者介護政策の動向と家族介護の実態との間に生じている諸問題に関するこれまでの研究を整理し、でき
れば単行本にまとめたいと考えている。
? 過去 20 年の日本の家族社会学研究の動向を理論展開と方法論の特質に注目してレビューする。

◆メッセージ
「あたりまえ」の世界に安住しないで日常を疑ってみること、あるいは視点を少しずらして別の面を見ようと
すること。そんなちょっとした冒険が、あなたの世界を広げ、より豊かなものにしてくれるでしょう。社会学
の研究テーマは無限です。研究することと、自分が生活すること、そして生きることそのものが密に絡み合っ
ているところが社会学の魅力であり、同時にしんどさでもあるかもしれません。閉塞感の強い時代ですが、だ
からこそ、自分について、周囲の人間関係について、そして社会のしくみについて、社会学的思考の武器をも
って、深く掘り下げて探求していきましょう。
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氏名： 藤田

宗和

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 修士
専門分野： 犯罪非行臨床心理学、臨床心理査定
E-mail： fujita.munekazu@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

心理査定／投映法 (TAT) ／犯罪・非行

◆研究内容
１

／

Research Pursuits

投映法であるＴＡＴ物語産出の基礎過程を実験的研究し，その産出プロセスを形式的，内容的に分析し，

分析・解釈のための標準的な資料を収集した。現在，その資料を分析中であり，2007,2008,2009 には日本ロ
ールシャッハ学会において，
「TAT の物語産出時の思考プロセスの検討」という題目で，標準的な物語産出プ
ロセス，物語内容の特色の一部を発表した。本年度も継続して，分析結果を公表する予定である。
２

最近の犯罪・非行とその背景にある自己愛の病理をキーワードとして，その心理機制について読み解く。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

生活科学部・人間生活学科・発達臨床心理学講座における教育内容：「発達臨床人格検査法」，「発達臨床基礎
演習」
，
「発達講義購読」
，
「発達臨床論文演習」等を教授
大学院人間文化創成科学研究科・人間発達科学専攻（発達臨床心理学コース）における教育内容：「非行臨床
心理学特論」
，
「臨床心理査定演習（実践）
」
，
「発達社会科学論」，「特別研究」等を教授
学部，大学院とも，臨床心理学における心理査定を中心に教授している

◆研究計画
１

臨床心理査定のツールとしての TAT の研究
特に人間関係の問題に敏感であるＴＡＴ（主題統覚検査）の標準的分析，解釈法を確立する。大学では，物

語産出の基礎過程を実験的研究し，分析・解釈のための標準的な資料を作成している。今後は臨床施設と共同
して臨床群の資料を収集していきたい。
２

非行の背景にある現代青少年の意識についての研究
非行の裏側に見えてくる現代青少年の意識について，自己愛をキーワードとして，検討する。

◆メッセージ
学部，大学院とも，臨床心理学，特に心理査定の理論と実践を中心に研究，教授しています。また，これらの
成果を援用して，特に犯罪，非行領域において，犯罪者や非行少年の主観的な世界を描き出す中で，その原因，
背景を解き明かし，彼らの更生を図るための手がかりを探求しています。
具体的には，心理査定において関心のあるものは，ＴＡＴという投映法テストで，その標準的な分析，解釈
法を開発することが研究テーマです。また，犯罪の鑑定の実践を通して，最近の犯罪の質的な変化を検討する
中で，現代日本人の意識の変化についても関心を広げています。
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氏名： 冨士原

紀絵

所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 修士（1995 お茶の水女子大学）
専門分野： 教育方法学（教育実践史、カリキュラム論）
E-mail： fujiwara.kie@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

カリキュラム／教育方法／日本教育実践史／教育課程
curriculum ／ educational method ／ history of educational method

in Japan ／ course of study

◆主要業績
・
「秋田大学附属図書館所蔵「教育課程文庫」に関する調査」
『お茶の水女子大学 人文科学紀要』第６巻、
2010 年３月、pp.169-185
・
「
『行って意味ある学力調査』の要件を考える」『教育』60(1)、国土社、2010 年１月、pp.78-85

◆研究内容

／

Research Pursuits

戦後初期の小学校のカリキュラム改革に関する研究
Research on elementary school curriculum reform
during the early post- war period.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部）教育課程や教育方法、教職関係科目の授業を

(For Undergraduate) I taught classes regarding

担当した。専門科目の教育方法概論では現代の教育

educational curriculum, educational method,

方法につながる問題点を意識して、日本の戦前から

teacher training and others. In the ‘Introduction to

現在にいたる教育方法の特徴について講義を行った。

educational method’ class, I ran a series of lectures

教育課程演習では基礎的な文献購読と共に、先進的

regarding the characteristics of the educational

な教育課程に取り組んでいる学校参観を行った。こ

methods in Japan from the pre-war era up to the

の他、教職関係の授業を担当し（オムニバス形式も

present, highlighting the issues which lead to the

含む）
、教育実習の事前・事後指導を担当した。また、

present educational methods. In addition,I taught

実際の教育現場と学生との接触を図るための授業運

classes aimed at teacher training,and coordinating

営や、インターンシップのコーディネートを分担し

and supervising the students on-site teacher training

た。

throughout.

（大学院）修士課程の教育方法演習・特論では、日本

( F o r Po s t g r a d u a t e s ) I t o o k u p t h e t h e m e o f

とアメリカの教育課程をテーマにした。

educational methods on Japan and America.

◆研究計画
１．日本の戦前・戦後初期の義務教育のカリキュラム改革の歴史的研究
２．教育における新聞メディア活用に関する研究
３．教師の教育評価観に関する研究

◆メッセージ
将来、教職を志望する学生を育てること、あるいは現職の教師の方の実践研究への手助けをすることが自分が
この職に就いた理由です。学校に対する社会の期待は年々大きくなる中で、教師や子どもをめぐる様々な困難
が取りざたされています。しかし、教師という仕事は目に見えない子どもの可能性、そしてその子どもらによ
って創られる未来を生み出す手助けをするという意味において、社会の行く末を左右する重要な仕事であるの
みならず、本来、未知のものを扱う創造性豊かな楽しい仕事であると考えます。そうした仕事に進んで携わろ
うとする、そして現に携わっている人たちの期待や夢、そして直面している困難を一緒に考え学んで行くこと
を基本的なスタンスとしています。これまで小・中・高等学校の教師と子どもたちと様々な問題に一緒に取り
組む中で多くのことを学んできました。研究対象は歴史的な実践ですが、歴史の中に登場する教師からも多く
のものを学んでいます。実践に即していれば時空を問いません、学校や教師について一緒に考えてゆきましょ
う。
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氏名： 藤原 葉子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 学術博士（1993

お茶の水女子大学）

専門分野： 栄養科学、脂質生化学
E-mail： fujiwara.yoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

栄養生化学／脂質代謝／生活習慣病／メラニン生成抑制／食育
nutritional biochemistry ／ lipid metabolism ／ life style related desease ／ anti-melanogenesis ／
Shokuiku

◆主要業績
・食生活とアンチエイジング
・ 藤原葉子 &0d0a;Drug Delivery System (2009) 24(2), 133-140&0d0a;
・Different effects of arachidonic and eicosapentaenoic acids on the inflammation in human
adipocytes.&0d0a; Fujiwara Y, Iwamura M, Ozaki N, Ito T, Ikemoto S and Wabitsch M. 19th
International Congress of Nutrition 4-9th Oct, 2009, Bangkok, Thailand. Analls
・高脂肪食マウスの肝臓におけるプロテオーム解析 ? 食餌性レスベラトロールの評価 - &0d0a; 西川
可穂子、山下香織、石井暁子、伊藤知実、Thiruppathi Suresh、鈴木孝昌、藤原葉子 &0d0a; 日本農
芸化学会 2010 年度大会 2010 年 3 月 27-30 日 東京都 東京大学 大会要旨集ｐ 269
・栄養教育実習に対する課題および意識に関する研究 長幡（伊藤）友実、伊能由美子、赤松利恵、藤
原葉子 第 56 回日本栄養改善学会学術総会 2009 年 9 月 2 日 ~4 日 札幌市 札幌コンベンション
センター

◆研究内容

／

Research Pursuits

肥満や生活習慣病を予防するために、日本人の食

It is important to investigate the appropriate fat

生活の中でも脂質の摂取に関する問題は、量だけで

intake for the prevention from obesity and life-style

なく質をどうするかが重要であり、メタボリックシ

related diseases. Especially, we are investigating

ンドロームの原因となる肥満と食物との関係を、培

about the biological function of fatty acids and

養細胞を使った in vitro の系から動物を使った in vivo

the relationship between the food and metabolic

の系の両方から研究している。

syndrome using both of cell culture system and

今年度は、脂質を構成する脂肪酸の種類とその個々

animal model.

の生理作用を検討した。脂肪細胞とマクロファージ

In our previous study using DNA microarray,

の共培養により、脂肪細胞は、脂肪酸を添加すると、

polyunsaturated fatty acids increased the expression

単独よりもマクロファージと相互作用することによ

levels of inflammation markers in adipocytes.

って、炎症性サイトカインの放出を増加し、その結

In 2009, we established

果としてインスリン抵抗性を引き起こす可能性があ

macrophages and adypocytes to understand the

ること、また、脂質を構成する脂肪酸によってその

events in adipose tissue. Arachidonic acid (AA)

影響が異なり、n-3 系のエイコサペンタエン酸はマク

increased the adhesion of monocytes and the

ロファージとの相互作用を低下することを報告した。

expression levels of IL-6 and MCP-1 in adypocytes,

また、食事中の脂質の種類によって肥満やインスリ

but not eicosapentaenoic acid (EPA), suggesting

ン抵抗性に与える影響を動物レベルで検討し、脂肪

that AA induced inflammation which caused insulin

酸代謝との関連から検討している。

resistance, but EPA suppressed it in adipose tissue.
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co-culture system of

◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では「代謝栄養学」
、
「応用栄養学」
、
「栄養学実験」

Undergraduate course

を担当している。

Nutrition and metabolism

管理栄養士養成課程の基礎栄養学、応用栄養学にあ

Practical nutrition

たり、どのような食物をどれだけ摂取すればよいの

Experiments of Nutrition

かについて、科学的根拠のもとに理解する知識と方

Postdoctral course

法を教育している。卒業論文指導は、研究の初歩と

Nutrition chemistry

してのスキルを身につけ、論文としてまとめて発表

Nutrition chemstry seminar

できることを目標としている。

Molecular nutrition seminar

大学院前期課程は「栄養化学特論」
「栄養化学特論演
習」講義と演習を行っている。修士論文指導では、
与えられたテーマから、実験を組み立てて研究を進
め、論文を書くことを目標とする。
大学院後期課程は「分子栄養学」を担当。博士課程
では、将来は研究者として「独り立ち」できる人材
教育を目指している。
食べ物を化学的な物質として理解でき、科学的根拠
のある栄養学研究を担える人材を育てたい。

◆研究計画
研究室では、肥満を基盤とする生活習慣病に関する影響を in vitro, in vivo の両方から、生理学的および生化学
的に評価するシステムが確立できた。

食品成分の関連を研究する上で、その成分の誘導体の中に、さらに強

い作用をもつものを探すなど、有機合成分野との共同研究も進めている。

◆メッセージ
栄養化学は、食物と身体を科学する、生活に身近な基礎科学です。健康を維持し、生きていく生活の質（QOL)
を向上させるために、どのようなものをどれだけ食べればよいかということを、生物や化学の知識を利用して
研究しています。
TV の情報番組や CM に流されたり、食という身近な問題なのに、意外と正しい知識を身につけていない人が
多いことに気づかされます。食育が盛んな今、あらためて多くの人に食の大切さと、正しい知識を広めること
の重要さを感じています。
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氏名： 古瀬 奈津子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（文学）（1999 東京大学）Ph.D. in Literature
専門分野： 日本史学（日本古代史、特に日本古代の政治制度、儀式、平安時代史）
E-mail： furuse.natsuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

天皇制／律令制／儀式／日唐比較史／日唐関係史
Japanese Imperial

System ／ Code-Statute System ／ Rituals and Ceremonies ／ Comparative

History of Japan and China ／ Historical Relationships between Japan and China

◆主要業績										

総数（5）件

・古瀬奈津子「日本人と中国人の相互関係」『日中歴史共同研究第一期報告書』日中原文編、日中歴史
共同研究委員会、2010 年 1 月、201?216 頁
・古瀬奈津子「日唐営繕令営造関係条文の検討」『日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成』平成
21 年度活動報告書・海外教育事業編（お茶の水女子大学大学院教育改革支援プログラム）2010 年 3 月、
285-289 頁
・古瀬奈津子「書評：佐藤全敏著『平安時代の天皇と官僚制』」『法制史研究』59 号、2010 年 3 月、
241-246 頁
・学会発表 古瀬奈津子「遣唐使停止の原因と意義」（基調報告）「東亜文化交流 ? 争鳴与共識」国際学
術研討会 2009 年 9 月 20 日、於浙江商工大学日本文化研究所
・学会発表 古瀬奈津子「日唐営繕令営造関係条文的検討」「新史料・新観点・新視角 ? 天聖令国際学
術研討会」2009 年 11 月 7 日、於国立台湾師範大学

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．日中交流史では、日中歴史共同研究の成果として、「日本人と中国人の相互認識」が公表された。国際シ
ンポジウム「東亜文化交流 ? 争鳴与共識」
（浙江工商
停

大学日本文化研究所）において、基調報告「遣唐使

止の原因と意義」を行った。

２．日唐比較研究としては、天聖令を使用した営繕令営
学

における「新史料・新観点・新視角 ? 天聖令国際学術

造関係条文の日唐比較研究を行い、国立台湾師範大
研討会」に招聘され、発表を行うとともに、セッ

ションの司会を任された。論文は『中国法制史研究』に掲載予定である。
３．平安時代史の研究としては、
『法制史研究』59 号に、「書評：佐藤全敏著『平安時代の天皇と官僚制』」を
掲載した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１．学部では、歴史史料学（日本）
、日本史論文講読で、史料の読み方を教示した。日本文化史概論では、 安
田次郎教員と合同で日本古代・中世史を都市に着目しながら概観した。日本古代中世社会経済史では、10 世
紀から 12 世紀までの摂関期について様々な面から論じた。日本古代史料演習では『続日本紀』延暦４年条を
講読し、桓武朝初期の政治・社会の変化について考察した。大学院では、『令集解』営繕令と『小右記』 寛仁
３年条を講読し、律令制の基礎とその後の社会的変化について理解を深めた。卒論・修論・博論については発
表会と個別指導を併用した。歴史現地調査では、九州・大宰府周辺を訪れた。
２．大学院教育改革支援プログラムによるジョイントゼミでは、USC との「グローバル日本古代史をめざして」
（2009 年 8 月 19 日）を担当し、11 月には台湾に赴いて、国立台湾大学と「日中文化交流史 ? 日唐令比較研究」
研討会を開催して、大学院教育の国際化に寄与した。

◆研究計画
１．東アジアにおける日本という視点から、日本古代 の天皇制研究を進め、日本社会の特質に迫る。
２．共同研究「日唐宋律令法の比較研究と新唐令拾遺』の編纂」（科学研究費による）を継続し、天聖令によ
る日唐令比較研究から、日唐古代社会の本質的差異と歴史的展開の共時性を明らかにする。
３．平成 19 年度科学研究費に採択された「文書様式からみた日唐古代官僚制の比較研究」を進展させ、日唐
の

上表文・奉表文を分析することにより、唐の皇帝と官人の関係と、日本の天皇と官人の関係との違いから、
日中における集団と個人の関係を考察する。

４．共同研究「身分感覚の比較史的研究」により、従来とは別の見方で、日本古代における身分について考える。
５．日本学の観点から、海外の日本研究者と共同で、日本の社会と文化について、異なった視点からの学際研
究を進める。

◆メッセージ
女子大というと閉ざされたイメージがあるかもしれませんが、お茶の水女子大学の場合それは当てはまりま
せん。サークルだけではなく、ゼミや勉強会を通じて他大学との交流もあります。他大学の単位を取得する制
度もあります。お茶大の中だけに閉じこもらずに、積極的に外の世界とのつながりももつようにしましょう。
ただし、国立女子大学の意義もまたあると思います。現代社会においては、まだ就職や、結婚をし子どもを
もった後に仕事を続けようとした場合などに、男女平等とは言えない部分があるのではないでしょうか。子ど
もの出生率が下がったままなのは、こうしたことに原因があるのではないでしょうか。本当の意味において男
女がそれぞれの特性をいかして生きていける社会を実現するために、国立女子大学の意義はまだ大きいと言わ
ざるを得ないと思います。
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氏名： 古田

悦子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／ラジオアイソトープ実験センター
職名： 講師
学位： 博士（理学）
専門分野： 放射線計測学、分析化学 ( 中性子放射化分析）
E-mail： furuta.etsuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

NORM( ノルム）／被ばく線量評価／放射性日用品／中性子放射化分析／即発ガンマ線分析
Naturally Occurring Radioactive Material ／ Estimation of radiation exposure ／ Radioactive consumer prosucts ／
nutron activation analysis ／ prompt gamm-ray activation analysis

◆主要業績										

総数（8）件

・文部科学大臣賞（原子力・放射線安全管理功労表彰）を選任第一種放射線取扱主任者として受賞した。
長年の安全管理及び放射線安全管理に関わる開講科目が評価の対象となった。この受賞は、原子力産
業新聞等において報道された。
・NPO 法人「すこやか文化交流協会」の依頼を受け、一般市民への「日用品に含まれる放射性物質」
の講演を行った。この講演は、東京新聞において報道された。
・NPO 法人「放射線安全フォーラム」の依頼を受け、第 9 回放射線防護研究会において「一般消費財
中の自然放射性物質」の講演を行った。
・Isotope News 誌の主任者コーナーの依頼により、NORM 一般消費財の執筆を行い、掲載された。
・日本放射線安全管理学会 6 月シンポジウムにおいて、放射線施設にひそむ危険性について講演した。

◆研究内容

／

Research Pursuits

2009 年 6 月に NORM ガイドラインが公布された。

A deliberation to the effectiveness for the NORM

この有効性を考察した。なおこの結果は、第 6 回化

guideline

学生物総合管理学会において口頭発表した。

Toiletries claiming Pt, Au and Ag added were

基礎化粧品であって、白金・金・銀を含むと謳って

analyzed by instrumental neutron activation analysis.

いる商品の中性子放射化分析法を用いた分析を行っ

The cheap toiletries included more concentration

た。その結果、高額な金銀を添加したとする化粧

of Ag than that of high cost toiletries. It considered

品以上に、安価な化粧品中の金銀の濃度が高かっ

that there is no check of the contamination after

た。これは、不純物の多い安価な金を用いているた

manufactured.

めであり、化粧品製造後に、成分分析が行われてい

There is little information about the added ore for

ないことを示唆していた。この結果は、Asia-Pacific

NORM as consumer products. So, NORM as consumer

Symposium on Radiochamistry’ 09(29-04Nov. 2009)
において発表した。

products and some ores, which are well-known as

NORM( 天然放射性物質）を含む日用品に添加されて

the origin of Th end/or U elements, were analyzed

いる放射線源となる鉱石を知る目的で、PGAA を用い

by using PGAA. The results suggested the additional

て一般消費財 NORM と標準鉱石をともに分析した。

ores for NORM as consumer products were monazite

その結果、NORM 一般消費財に添加されている鉱石

ores.

は、モナザイト鉱石であると強く示唆された。この
結果は、放射化学討論会（東京、9/28-29）および

Measurement of wiping materials with plastic

Asia-Pacific Symposium on Radiochamistry’ 09(29-

scintillator by using liquid scintillation counter

04Nov. 2009) において発表した。
プラスチックシンチレータを液シンに用い、汚染検
査の可能性を探った。この結果の一部は、第 8 回日
本放射線安全管理学会において発表した。

290

◆教育内容

／

Educational Pursuits

放射線に関わる安全管理概論を 1 年生の実験系学生を中心に行った。講義では、放射線の基礎、メリット ( 利
用のされ方 )、デメリット（被ばく）と放射線事故例を紹介した。放射線測定器（サーベイメータ）とチェッ
キングソースを用いた簡易測定実習を行い、線源からの距離、遮蔽物の存在による放射線の減少、測定器の方
向依存性について学ぶとともに、サーベイメータの使用方法を習得した。
ライフサイエンス専攻の修士学生に対し、放射線の使用に係る講義及び実習を行った。非密封放射性同位元素
の取扱と測定器の詳細について説明後、実際に線源を探す、拭き取りを体験する、液体シンチレーションカウ
ンター、イメージングプレートの正しい使い方について実習を行った。
放射線業務従事者として登録した者への、新規教育訓練と再教育訓練を担当した。新規教育訓練では、6 時間
の法定教育プラス 0.5 時間の安全教育（放射線の人体に与える影響：0.5 時間、安全取扱：4 時間、放射線障
害防止法：1 時間、予防規程：0.5 時間、緊急時の対応：0.5 時間）を行った。1 時間の再教育訓練では、法律
に関わる事項を伝達した。
リベラルアーツ（LA) 生命と環境 24 の中の「環境」を担当した。受講生各自が興味を持った環境問題につい
て調べ、1 講義に 2 名の割合で、調査結果を発表し、デスカッションを行った。

◆研究計画
放射性物質を含む日用品、特に天然放射性物質を含む NORM の存在が世界的な問題と成っている。多くの問
い合わせをいただき、講演等をこなしていく予定である。
国内外の化粧品に含まれる微量成分を放射化分析し、安全性に問題が無いかを検証する。このため、原子力開
発機構における放射化分析の権利を確保してある。

◆メッセージ
放射線に関し、学ぶ機会が極端に少ないと思います。しかし、私たちの生活圏内には、放射性コンシューマプ
ロダクトを始めとして、かなりの放射線源があり NORM と称して問題となってきています。また、原子力政
策が推進され、原子力発電所が世界規模で増設されようとしています。その方向性が正しいのか、考えてみて
ください。
科学的な表現で説明され、実は非科学的な物が身の回りにあふれています。こうした疑似科学に振り回される
こと無く、真に有効な生活に役立つ物を見極めることのできる科学的知識を身につけてほしいと思います。
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◆研究キーワード

／

Keywords

シュレディンガー方程式の経路積分の表現／ディラック方程式の経路積分の表現／非放物型方程式を
適切にする空間の研究
Feynman path integrals for Schroedinger equations ／ Feynman path integrals for Dirac equations ／
Wellposed space of nonlineat parabolic equations

◆主要業績
・第 35 回発展方程式研究会 : 総合研究 (A)2009 年 12 月 23 日ー 12 月 25 日 Trotter-Kato theorem
for weak convergence( 報告集有り )
・MR2465519 Bu, Shang Quan Maximal regularity of second order delay equations in Banach spaces.
Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 25 (2009), no. 1, 21&#8211;28. (Reviewer: Kiyoko Furuya) 34K30 (34G10
34K06)
・MR2531179 Nguyen, Van Minh A spectral theory of continuous functions and the Loomis-ArendtBatty-Vu theory on the asymptotic behavior of solutions of evolution equations. J. Differential
Equations 247 (2009), no. 4, 1249&#8211;1274. (Reviewer: Kiyoko Furu

◆研究内容

／

Research Pursuits

シュレディンガー方程式の経路積分の表現、シュレ

Heuristic Feynman path integrals have played a

ディンガー方程式を作用素空間でのファインマンの

remarkable role in various aspects of quantum

経路積分により数学的に意味を持つ様にする

physics.

ファインマンの経路積分は直感的な定義により物理
の世界では市民権を得ているが

But rigorous mathematical treatment of this integral

数学の立場から見

is not enough.

ると厳密な定義が与えられていない

It is well known that Feynman path integrals for

積分を定義する為の一次元の測度が存在しないため

Schroedinger equations are not represented by

である

scalar-valued measure.

空間を激しく振動していることを考慮して無限次元
空間（作要素空間）での” ベクトル測度” を定義する

We shall define a kind of operator-valued integration

事によりファインマンタイプの経路積分を定義する

and define the path integrals
Our class of potentials is wide enough:the real
mesurable potential should be locally essentially
bounded except a closed set of measure zero
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◆教育内容
(学

／

Educational Pursuits
Functional Analysis

部 ) 関数解析

関数解析は無限次元空間における

作用素解析である。

ヒルベルトの積分方程式の研究に始まり、２０世紀始
め

その重要性が

認識され

A seminar on functional analysis

ノイマンによる量子力学

の基礎付けに応用されて急速に

発展した。

Partial differential equations

この講義

では関数解析の基礎的なことを学ぶ。
(学

部 ) 偏微分方程式

偏微分方程式の入門的な講義を行う。

主に 1 階偏微分

方程式と 2 階の定数係数線形偏微分方程式を取り上げる。
波動方程式、ポテンシャル方程式、熱方程式などを扱
い

必要な基礎概念を学ぶ

（学

部 ) 基礎微分積分学

高校の数学 ? を未履修であるか既修でもよくわからない
ところがあると感じている学生に向けた一変数関数の微
分積分の基礎と応用の講義である。数列の極限、関数の
極限など基礎的な計算から積み上げて一変数関数の微分
法、積分法が使えるようになるのが目標である。
（大学院）無限次元測度演習
(学

部 ) 数学演習 ?

関数解析の演習を行う
（大学院）実解析特論
非線形半群講義 - 単独保存則への応用を中心に
F を既知の関数 ,x を空間変数 ,t を時間変数とするとき , ス
カラー量 u = u(x, t) に関する ∂ tu + ∂ xF(u) = 0 (1.1) と
いう形の偏微分方程式で記述される法則を量 u に関する
単独保存則という . こ のような法則に従うと考えられる
現象には交通の流れ , 氷河の流れ , 洪水時の河川 の流れ ,
風による山岳の侵食 . などがある . ここでは特に交通の流
れの数学モデル として現れる単独保存則について , その
解の典型的な様子を調べ , 一般的に保存則 を考える為の
準備とする。
(学

部 ) 初等解析学 ?

初等解析学 I に引き続き，多変数関数の微積分，特に多変
数関数の ( 重 ) 積分を扱う．

◆研究計画
非線形方程式を適切にする空間の研究
方程式の解が存在する より応用範囲の広い関数空間を構成する。
量子力学など物理学の分野で重要な方程式を測度論的に記述し数学的基礎付けをする。
( 物理学で使われているファインマンの経路積分は未だ数学理論が定まっていない。)

◆メッセージ
１０年後、どんな状態でいたいのかを思い浮べながら自分の頭で考え判断し計画を立て実行に移してください。
今

人気がある、高収入につながる

他人に勧められたといった理由では

ん。
辛い時には
何らかの形で

苦労したことは

無駄にはならない

身に付くということを

忘れないでください。
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大変なときに

頑張りが効きませ

氏名： 宝月

理恵

所属： 人間文化創成科学研究科
職名： リサーチフェロー
学位： 博士 ( 社会科学）
専門分野： 社会学
E-mail： hogetsu.rie@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

歯科衛生／近代日本／医療化／医療専門職／専門職化
Dental Hygiene ／ Modern Japan ／ medicalization ／ Medical Profession ／ Professionalization

◆主要業績										

総数（2）件

・宝月理恵『近代日本における衛生の展開と受容』(2010 年、東信堂）

◆研究内容

／

Research Pursuits

現在ふたつの研究課題に取り組んでいる。一つは戦

Dr. Hogetsu does research on hygiene education, school

間期日本の学校衛生と咀嚼との関係性についての考

dentistry, and everyday healthcare practices in modern

察である。なぜ咀嚼が戦間期の学校衛生において、

Japan. Her current project aims to explore why and how

主要な教育実践となったのかを歴史的に考察してい

mastication became the focus of oral care in the school
hygiene system in prewar and wartime Japan. For modern

る。完全な咀嚼の方法や意義を、団体訓練の形で小

readers, mastication seems to have little relation to school

学校児童に教授するということは、現代人にとって

hygiene; however, she tries to show how mastication

は奇異に映るかもしれない。しかし、咀嚼教練に着

forms an integral aspect of historical examination of the

目すると、学校児童と戦間期日本社会との関係性が
鮮やかに浮かび上がってくる。ふたつめの課題は、
医療専門職の構造的関係性と身体の医療化について

relation between schoolchildren and society in wartime
Japan. She is also interested in medicalization of the
mouth and the inter-professional structure of dental

の考察である。20 世紀以降、保健医療関連の職種は

practices in twentieth-century Japan. Medicine in the

数、量ともに飛躍的に拡大し、現在では、医師のみ

twentieth century is characterized by an increase in the

ならず様々なヘルスワーカーが保健医療の現場を担

number of types of health worker. Consequently, there

っている。専門職内部での複雑な関係性は、保健医

have been increasing opportunities for clients to be

療サービスの受給者にとって、どのような影響を及

drawn into the discipline of the body and the practice of

ぼすのか。おもに戦後の口腔保健を事例として、口

health by health workers who are not “doctors.” She aims
to ascertain how inter-professional relationships have

腔をめぐる医師・歯科医師やパラメディカルの構造

been changing in the socio-cultural contexts, and how

的関係性の変容を明らかにするとともに、サービス

those dynamics have led to important consequences for

受給者の口腔、ひいては身体の医療化に、それらが

the condition of the mouth which has come to occupy a

いかに影響を与えてきたのかを明らかにしたい。

unique place in the intersection of our everyday life and
the world of professions.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

1 年生から 4 年生を対象にしたリベラルアーツ科目を担当し、医療と社会をテーマにした授業を行っている。
現代の主流である近代西洋医学を歴史的に相対化するために、現代的事象を取り扱うだけではなく、時代をさ
かのぼって検討を加えている。そして、どのように医療（者）とその社会的位置づけが変容してきたのか、さ
らにそのことの社会的含意とは何かを、受講生とともに検討することをねらいとしている。

◆研究計画
歴史社会学研究にとっての今後の課題の一つは、「一般の人々がどのように（あるイベントや日常生活を）経
験したか」という側面に光を当てることではないかと考えている。これまでの歴史（社会学）研究では、人々
の経験については、中心的な研究対象とはなってこなかったため、今後の自身の研究においても、衛生教育の
受容者側への視点を発展させていくことが重要だと考えている。同様に、専門職間の構造的関係性が、保健医
療サービスの受給者にいかなる影響を与えてきたのかについて明らかにすることが必要である。そうすること
で、複層的な専門職の構造性を解明しうるだけでなく、それらがわれわれ自身に及ぼしている意味や帰結を提
示することが可能となるだろう。

◆メッセージ
身近な主題から、医療と社会の関係性の変容を社会学的な観点から明らかにできるような研究および授業を目
指しています。
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氏名： HAWLEY DIANE EDLA
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： Master of Education: TESOL(Teaching English as Second Language)
専門分野： 英語教授法
E-mail： hawley.diane.edla@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

EFL Teacher Identity ／ EFL Materials Development ／ EFLTeacher Education

◆主要業績
・Completed PhD dissertation in Applied Linguistics for Macquarie University

◆研究内容

／

Research Pursuits

The professional identity of Japanese teachers of English in Japanese higher education
1. I investigated the profesional identity of four Japanese university English teachers at the onset of their
careers, and analyzed the narrative data obtained from interviews using Wenger''s (1998) theory of identity
as the analytical framework.
2. I investigated the impact of gender upon the professional identity of seven Japanese female teachers
of English in Japanese higher education using Gee''s (2000) perspectives of identity as the theoretical
framework. A strong relationship between gender and English language study was established.
3. I investigated the teaching practices and beliefs of one Japanese teacher of English in Japanese higher
education. Through a series of interviews and classroom observations it was found that her identity as a
literature specialist was as the heart of her identity as an English language teacher.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

Through my teaching I hope to enable students to
develop the skills they need to become life-long users
of English. They should be able to read both for
pleasure (novels, magazine articles, and so on) and
for information (textbooks, newspapers, and so on).
They should be able to write for a variety of purposes
(reports, letters, diaries, business) both accurately
and fluently. They will learn how to express
themselves in English in a variety of situations and
they should be able to listen and understand spoken
English in a variety of situations.

◆メッセージ
One of the best ways to prepare for doing well in English is to read as much as you possibly can. Try to read
books that are just a little big more difficult than what you can read, and try to understand the whole of what
is written rather than each word and each sentence. Try to guess the meaning of a word through the context
of the sentence and through the grammatical placement of the word within the sentence. Reach for your
dictionary AFTER you try to understand.
Remember, if you memorize long lists of English vocabulary words you will only remember the list. If you read
a lot, you will learn a lot of vocabulary in context. You will also improve your understanding of natural English
and you will learn to enjoy English as a language, and not just as a subject.
Good luck!
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氏名： 堀

佳也子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1981
専門分野： 物性物理化学

大阪大学）

E-mail： hori.kayako@ocha.ac.jp
URL： http://www.chem.ocha.ac.jp/~kagaku/Hori-HP/hori-j.html

◆研究キーワード

／

Keywords

構造－物性相関／液晶／結晶構造／相転移／分子間相互作用
Structure-property relation ／ liquid crystal ／ crystal structure ／ phase transition ／ intermolecular
interaction

◆主要業績										

総数（1）件

・T. Sakurai, Y. Masuda, H. Sato, A. Yamagishi, H. Kawaji, T. Atake, and K. Hori,
Bull. Chem. Soc. Jpn., 83, 145-150 (2010).
A Comparative Study on Chiral and Racemic 12-Hydroxyoctadecanoic Acids in the Solutions and
Aggregation States ----- Does the Rac

◆研究内容

／

Research Pursuits

構造－物性相関を支配する分子間相互作用に関する

In the paper listed above, we have reconfirmed the

知見を得ることを目的として、液晶相系列と結晶構

different gel-formation ability between chiral and

造、相転移挙動を、一連の類化合物について系統的

racemic 12-hydroxyoctadecanoic acid by NMR

に研究している。今年度、報告した論文は、キラル

spectroscopy in the dilute solutions of benzene and

体とラセミ体の 12- ヒドロキシステアリン酸のゲル

in the solid states, combined with a contact test.

化能の違いに関し、３０年前に報告した我々の論文
についての誤った批判に対し、溶液における詳細な
NMR の実験と解析により反論したものである。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

「物理化学 II」
、
「物理化学 III」
、
「基本化学実験 I」、
「専

Basic concepts of chemistry, especially of physical

門化学実験 I」において、化学の基礎、特に物理化学

chemistry in “Physical Chemistry II” , “Physical

の基礎を教授。
「化学演習 II」および「化学特別研究」

Chemistry III” , “Basic Experimental Chemistry I”

において、卒業研究を通して、研究の進め方を指導

and “Advanced Experimental Chemistry I” . Research

した。

experiences for the fourth year students.
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氏名： 堀江

充子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 助教
学位： 理学博士
専門分野： 数学（整数論）
E-mail： horie.mitsuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

Z_p- 拡大／イデアル類群／岩澤理論／アーベル体の類数／狭義類数
Z_p-extension ／ ideal class group ／ Iwasawa theory ／ class number of abelian number field ／
narrow class number

◆主要業績										

総数（3）件

・The ideal class group of the Z_p-extension over the rationals, Tohoku Math. J. 61 (2009), 551-570
・The ideal class group of the Z_23-extension over the rational field, Proc. Japan Acad., 85, Ser. A
(2009), 155-159

◆研究内容

／

Research Pursuits

p を素数、l を p と異なる素数とするとき、有理数体

For any prime number p , we study local triviality of

上の Z_p 拡大の l- 類群について研究。

the ideal class group of the Z_p-extension over the
rational field. We improve a known general result
in such study by modifying the proof of the result,
and pursue known effective arguments on the above
triviality with the help of a computer.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

・初等代数学：初等整数論の基礎

・代数学 III: 環上

の加群、
アーベル群の基本定理など。

Elementary number theory, R-modules, Gaussian

・

sum, etc.

解析的整数論特論：MInkowski の定理、Gauss 和等
について解説。

◆研究計画
p を素数、l を p と異なる素数とすると、有理数体上の Z_p- 拡大の l- 類群について、自明である例しか現在知
られていない。さらに、Z_2- 拡大については類群が自明であると予想されているが、拡大次数が大きくなるに
従って、類数を知る為には膨大な計算が必要になるので、現在得られている例では予想を立てるにも不十分で
あると思われる。これらの問題に関して、知られている方法を改良することにより、上記の予想などを解決す
るための道を探りたいと思っている。この問題は 19 世紀からの類数に関する未解決問題とも関わっている。

◆メッセージ
情報機器等の急速な発達に伴ってか、じっくり考えることがしづらい世の中になってきているように感じます。
すぐには結果が得られず、結果が得られるまでに長い時間を要すること、あるいは要したことの例は数学の世
界ではしばしば見られます。数学などの基礎科学は将来どのような形で役に立つか、はっきりと言える人はい
ないかもしれませんが、目先の利益に直接に結びつかないから、何の役にも立たないと切り捨てることは人類
にとって取り返しのつかないことになるのではないでしょうか。大学に入学される方には、基礎科学も学び、
じっくり考えることを身につけて頂きたいと思います。
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氏名： 真島 秀行
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1985

東京大学）

専門分野： 複素領域における微分方程式論、数学教育、数学史
E-mail： majima@math.ocha.ac.jp
URL： http://www.sci.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

複素領域の微分方程式／数学史／数学教育
Differential Equations in the Complex Domains ／ Mathematical History ／ Mathematical Education

◆主要業績										

総数（5）件

・真島秀行、
「関新助孝和の履歴について ? ある甲府分限帳の記載について」，数学史研究第 204 号，
日本数学史学会，2010，pp42?51
・真島秀行，
「甲府日記」と「甲府御館紀」に見える関孝新助和 , 京都大学数理解析研究所講究碌
1677，2010，pp47?58
・Majima, Hideyuki, Seki Takakazu, his life and bibliography, to appear in the Proceedings of the
International Conference on History of Mathematics in Memory of Seki Takakazu(1642?-1708) ,
Springer-Verlag 2010
・
「複素関数のキーワード」，数理科学 2009 年 8 月号，pp13?18
・高木貞治 50 年祭の展示資料から、数学セミナー 2010 年 3 月号，pp12?13

◆研究内容

／

Research Pursuits

複素領域における微分方程式論については、関数の漸近展開の近似度を上げる変形された級数について研究し
た。
数学史に関しては、１．関新助孝和の伝記的な面について、死後 200 年以上、謎とされてきた多くのことが、
ある甲府分限帳を調査する機会を得てその記録を活字化することにより明らかにした。これによって、年齢、
生誕地、甲府藩における職歴がわかり、関新助孝和という稀有の和算家（数学者）の社会的な地位がほぼ明確
になった。
２．関孝和の円周率の計算が、村松茂清の球の体積と表面積の計算をさらに推し進めた関孝和の扱いから、等
比級数的な考えの着想を得たであろうことを指摘した。
３．西田明即の残した「砲家秘函測量篇附録」から上野俊之丞常足の「砲家秘函」の成立・構成について、高
知市図書館徳弘文庫にあった巻一、二から、砲術家のために三角関数表を使って距離を測る方法の解説から始
まっていることが分かった。
数学教育については、
「虹の数学」等の高校数学の教材開発の改良を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

全学共通科目として、数の歴史の講義、LA 科目「数理のことば」、理学部数学科 2 年生向けに数理解析序論、
3?4 年生向けに微分方程式論の講義を行った。
大学院博士前期課程向けに、関数方程式特論として特異点を持つ線形微分方程式のモノドロミー表現，基本群
の表現を実現する線形微分方程式系の構成について講義した。
学部 4 年の数学講究では、微分方程式論のテキスト、数理ファイナンスのテキスト、関数論のテキストを読ま
せた者があったが、いずれも発表させ、質問、演習を通じて理解度を上げた。
大学院博士前期課程の１年生には、テキストを読ませ、質問、演習を通じて基礎知識が修得させるよう指導に
当たり、大学院博士前期課程の２年生には、修士論文としての研究課題を与え、そのために必要な知識を本や
論文を読ませることによって獲得させ、修士論文の指導に当たった。

◆研究計画
１．特殊関数を漸近解析の手法を中心を研究してきている。Bessel 関数などは様々な場面で応用されている。
まだ知られていない応用があれば共同研究したい。
２．関新助孝和の伝記的な面が分かってきたが、引き続き関孝和の数学と職業との関わりについて明らかにし
ていきたい。西田明則の数学と職業との関わりについても引き続き調査研究する。
３．新学習指導要領の開設も刊行され、
「数学的な活動」を通じて数学を学ぶ姿勢を育てる方向性が強く出さ
れているが、どのような教材が適切か研究していく。

◆メッセージ
数学は元々人間生活の必要性から発祥し、発展し、人びとの生活を支え続けてきています。物を数えたり、量
を測ったり、形を作ったり、空間内の位置を表したりするのに必要な数の概念、図形の概念はもちろんのこと、
それらを基礎として、関数の概念が生まれ、それを解析する手段である微分積分学などが確立されてきました。
そのお蔭で、他の科学、技術とも相俟って、今日、人工衛星を打ち上げることなどが可能となり、より正確な
天気予報が可能になったり、衛星放送が見られたり、GPS（全地球測位システム）が開発されナビゲーション
ができるなど、人びとはその恩恵に浴しています。数学は地味な学問ですが、強力で、その良さを社会の多く
の人びとに知っていただきたいと思っています。江戸時代の数学者関孝和、近代日本の数学者高木貞治の業績
など、日本では世界的な数学が生み出されてきています。数学を何らかの意味で人生に役立てていこうという
志のある方が、
「虹の数学」などを学びに、そしてさらに研究を目指して進学して来てくれることを期待して
います。
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氏名：
所属：
職名：
学位：
専門分野：
E-mail：
URL：
		

増田 優
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／ライフワールド・ウオッチセンター
教授
博士（学術）／ Ph.D
化学物質総合経営学／ Integrated Chemical Management
masuda.masaru@ocha.ac.jp
http://www.lwwc.ocha.ac.jp ／ http://www.chinoichiba.org
http://www.cbims.net/index.html ／ http://www.s-innovation.org

◆研究キーワード

／

Keywords

化学物質総合管理・経営学／評価指標／社会技術革新学会／公開講座／知の市場
Integarated chemicals Management ／ Evaluation Indicator ／ Socio-Techno Innovation ／ Open
University ／ Market of Wisdom

◆主要業績
・結城命夫、増田優、
・化学物質総合管理に係る各セクターの活動評価、化学生物総合管理、5（2）、化学生物総合管理学会、
127-151
・星川欣孝、増田優、
・化学物質総合管理による能力強化策に関する研究（その 10）? 化審法改正の問題点
・と国会付帯決議への対応の重点 ?、化学生物総合管理、5（2）、化学生物総合管理学会、173-191

◆研究内容

／

Research Pursuits

2002 年 の 持 続 可 能 な 発 展 に 関 す る 世 界 首 脳 会 議

Integrated Risk Management of Chemical Sub-

(WSSD) において化学物質総合管理に係る活動の強

stances are a worldwide issue since the formulation

化 が 合 意 さ れ、2006 年 の 国 際 化 学 物 質 管 理 会 議

of UNCED action plan in 1992. Because of a pressing

(ICCM) において戦略的アプローチ (SAICM) が採択さ

need to secure enhanced domestic structure when

れた。このように化学物質総合管理を巡る国際的な

international actions such as treaties on persistent

動きは加速化しており、国内体制の強化が喫緊の課

organic pollutants are accelerated, we examined

題となっている。

domestic law systems appropriate to manage risks

このため、化学物質総合管理において重要な役割を

through scientific knowledge and methodology,

果たす各主体の自主的活動を促進する方策について

and strategies to promote self-management by

検討を行い、化学物質の総合管理に係る行動を評価

developing index systems to evaluate corporative

する指標体系を開発し、企業、政府機関、大学、試

efforts. Market of wisdom

験研究機関の評価を行い比較検証した。

resource enrichment. nano-material risk evaluationsb

また、国際的な比較を行いつつ、化学物質のもたら

were opened for Human

and relationship between technological & social

すリスクを科学的知見と科学的方法論に基づいて管

innovation were also studied.

理していくのに相応しい国内の法律体系について検
証し、変革の方向について提言した。
さらに「知の市場」を開講して社会人の再教育に関
する調査研究を行った。
その他、ナノ材料のリスク評価や技術革新と社会
変革の関わりについて調査研究を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

国際的な行動計画においても、キャパシティー・ビ

Capacity building of human resource is stated as the

ルディングが最重要課題のひとつとして掲げられて

highest priority issue at UNCED & WSSD. To provide

いるが、化学物質総合管理のためには、化学物質の

a broad range of knowledge from natural, social &

特性に関する自然科学的な知識から条約や法律に関

cultural science essential to fully understand risk

する社会科学的知識まで幅広い知見を身につけるこ

management, lectures on Regulatory Science and

とが必要である。その出発点として、安全管理概論

innovation of society & technology were given to

やリスク管理（演習）
、社会技術革新学概論の講義を

introduce students to relationship between scientific

行い、科学的知見および科学的方法論と法律や条約

knowledge & methodology and law & treaties, while

の関わりなどにつて論じた。

116extension lectures with 550 lecturers introduced

また、多様な社会人を対象に、化学物質や生物の

4229ers of the society including students and

管理、或いは技術革新と生活や社会の変革の関わり

graduates to practical and comprehensive studies

などに関して、実践的で総合的な学習の機会を提供

on managing risk of chemical substances & living

するために「知の市場」を実施した。2009 年度は、

organisms, or on relationship between technical

専門機関や実務機関などから総勢 550 名の講師陣を

innovations & social transformations.

組織化し、全国 23 拠点で 116 科目相当（1 科目当
たり 120 分授業 15 回で 2 単位）を開講した。その
結果、20 歳台から 50 歳台までの現役世代を中心に、
企業人から教員、公務員までの幅広い分野から総勢
4229 名を全国から得た。

◆研究計画
1．化学物質総合管理に関する評価指標の開発を行い企業や政府機関の評価を実施するととも公開すると共に、
評価指標の適用範囲を教育機関、試験評価機関、政府機関などへさらに拡大する。
２．国際的な整合性に配慮しつつ国内の法律体系を検証し、科学的知見と科学的方法論に基づいてリスク原則
に従って化学物質総合管理を行うのに相応しい法律体系のあり方などについて提言を行う。
３．技術革新と社会変革の関わりについて現場を基点にしつつ、技術の視点、人間の視点、制度の視点、社会
の視点から検証する。
４．化学物質総合管理学に関する教育体系の構築に関し調査研究するとともに人材の育成と教材の開発を行う。
５．社会技術革新学に関する教育体系の構築に関し調査研究するとともに人材の育成と教材の開発を行う。
６．公開講座「知の市場」を開講し、全国的に展開する。

◆メッセージ
技術革新は日々加速度を増しながら進展し、社会や生活の変革は激しさを増している。そうした中で、国際社
会は大きな変貌を遂げつつあり、化学物質総合管理に関するだけでも過去 10 年間に３つを越える条約が締結
されるほど急速に、世界的な枠組みの構築が新たに進んでいる。こうした内外の動きを的確に理解し主体的に
行動するため、現代社会に相応しい教養 ( ニュー・リベラル・アート ) を身につけることが不可欠である。
しかし現代社会の教養は、基礎的な学問を学ぶだけで身に付くものではない。1980 年代以降の世界の学界に
おける論議を経て、学問そのものが Science for Society や Science for Policy の概念の展開の中で社会との関
わりを強く指向している。
「現場基点」の視点を持って社会の現場との交流の中で「互学互教」に励み、学問
に溺れることなく産学連携を越えた「社学連携」の視点を持って活動し、大学を大学人のための「知の拠点」
から社会と世界のための「知の市場」へと昇華するため、学生・院生の存在は大きく重要な役割を担っている。
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氏名： 松浦

悦子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1982
専門分野： 遺伝学

東京都立大学）

E-mail： matsuura.etsuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

ショウジョウバエ／ミトコンドリア／老化
Drosophila ／ mitochondria ／ ageing

◆研究内容

／

Research Pursuits

ミトコンドリア転写因子 A(TFAM) の過剰発現の効

Effects of overexpression of Tfam gene in

果：mtDNA の転写因子である TFAM の遺伝子をショ

Drosophila: TFAM, necessary for transcription

ウジョウバエ個体に導入し，TFAM タンパクを過剰

initiation of mtDNA, has been shown to package

に発現させると，成虫の寿命は短縮される。この原

mtDNA molecules. We previously found that

因を明らかにするため，TFAM が過剰に存在する時

TFAM overexpression caused shortened lifespan.

の mtDNA からの転写量，および視細胞におけるミト

To understand the molecular mechanisms in the

コンドリアの形態変化について検討した。その結果，

shortened lifespan, we further investigated the

30℃における転写量は成虫の６日齢までは増加した

amount of mtRNA and morphology of mitochondria

が，その後減少した。また，ミトコンドリアの形態は，

in photoreceptor cells. It was observed that

羽化後 12 日目でも変化が観察された。これらの結果

the amount of mtRNA increased by the 6th day

より，mtRNA の減少は，視細胞におけるミトコンド

after eclosion at 30

リアの形態異常とも関連し，寿命の変化を引き起こ

Mitochondrial morphology in photoreceptor cells was

していると考えられた。

severely damaged even at 12th day after eclosion.

ミトコンドリア置換系統における活性酸素の産生量：

These results suggested that the decrease in mtRNA

mtDNA の塩基配列が異なる D. melanogaster の系統

might be related to the morphological changes in

では，寿命が異なることを観察している。これらの

mitochondria and lead to the shortened lifespan.

系統について，活性酸素種の産生量を比較したとこ

ROS production in mitochondrial transformants of

ろ，寿命の短い系統では活性酸素の産生量の多い傾

Drosophila: It has been observed that lifespan of the

向が示された。今後さらに様々な条件下で測定を行

strains in which endogenous mtDNA is completely

い，寿命との関連をさらに検討する予定である。

replaced with that derived from foreign species is

° C and reduced thereafter.

shortened. We examined ROS production in several
such strains and preliminary results showed that the
ROS production was relatively higher in the strains
with shorter lifespan.

The effects of excess ROS in

the determination of lifespan were suggested.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１）学部（基礎）

1) For Undergraduates (Basic/Compulsory)

共通科目「基礎生物学 B」
，
学科必修科目「基礎遺伝学」

In “General biology B” , I lectured on the chemical

「分子遺伝学」を分担で担当した。
「基礎生物学 B」で

structure of DNA, DNA replication, mutation, and

は，DNA の性質，複製，突然変異などの分子的基礎，
「基礎遺伝学」
「分子遺伝学」では，メンデル遺伝学

DNA repair.

In “Basic Genetics” and “Molecular

Genetics” , I lectured on the molecular aspects of

の分子的な解釈，遺伝子の構造，遺伝子発現の調節，

Mendelian genetics and the structure and expression

ゲノムなどを取りあげた。

of genomes.

２）学部（専門）

2) For Undergraduates (Optional)

「分子遺伝学実習」を分担で担当し，DNA 断片のクロ

In “Laboratory Course of Molecular Genetics” ,

ーニングから塩基配列決定までの一連の実験を行っ

the cloning of DNA fragments and their sequence

た。

analysis were carried out. I talked about the

３）大学院

guidelines for recombinant DNA experiments in

「オルガネラ遺伝学」および遺伝カウンセリングコー

general and in our university.

ス対象の「分子遺伝学特論」では，ミトコンドリア

3) For Graduate students

に関連する内容を講義したのち，受講者がそれぞれ

In “Organelle Genetics” and “Advanced Molecular

の興味に基づいて選んだ論文を発表形式で読み，最

Genetics” for the Genetic Counseling Course, I

新の研究動向に対する理解を深めた。
「生命情報学を

lectured on basic mitochondrial genetics and

使いこなせる女性人材の育成」プログラムにおいて

introduced some of recent topics. Several newly

は，実施責任者を務めた。

published papers in mitochondrial research were
picked up by the students and discussed in relation
to the students’’ theses. Further, I organized “The
Training Program in Bioinformatics for Female
Graduate Students” as a program leader.

◆研究計画
ショウジョウバエの実験系を用いて，ミトコンドリアのもついくつかの機能，伝達様式，ミトコンドリアゲノ
ムなどに関する解析をさらに進める。ミトコンドリアのゲノム情報に基づく機能予測と実験による解析を対応
させることにより，さらにミトコンドリア機能についての理解を深めることが可能である。
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氏名： 松浦

秀治

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1982 東京大学）
専門分野： 自然人類学（特に人類進化学、先史学、年代学）、文化財科学（特に年代推定学）
E-mail： matsura.shuji@ocha.ac.jp
URL： http://www.eng.ocha.ac.jp/anthropol/index.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

人類の起源と進化／化石骨／年代推定／日本の旧石器時代人／ジャワ原人
human origins and evolution ／ fossil bone ／ dating methods ／ Palaeolithic homind remains of Japan
／ fossil hominids of Java

◆主要業績										

総数（2）件

・日本の旧石器時代人類 ? 特にその編年に関する現状と課題．日本第四紀学会 50 周年電子出版編集委
員会編『デジタルブック 最新第四紀学（CD-ROM および概説集）』，日本第四紀学会，CD-ROM 所収．
・Mortality profiles of Late Pleistocene deer remains of Okinawa Island; evidence from the HanandaGama Cave and Yamashita-cho Cave I sites.&0d0a;Anthropological Science, Vol. 118（印刷中）．

◆研究内容

／

Research Pursuits

＜主要研究テーマ＞

The main purpose of my research is to understand

１．人類の起源と進化：特にその年代論、年代・環

the uniqueness of our species, "why a human",

境的背景

and there should be diversified and many-faceted

２．化石骨の年代測定・判定学

attacks to this problem. I have been approaching

３．ジャワ原人や日本の旧石器時代人類の編年およ

this problem from the palaeoanthropological and

び変遷史

evolutionary perspectives, especially through

＜研究目的＞ 大きな目的は「ヒトとはどういう生物

working on human skeletal remains which provide

か」を知ることである。それには多面的・多角的な

many and various information for the reconstruction

調査が必要となるが、私の場合は、地球における人

of life and the human career. More specifically, my

類の起源と進化という面に興味を持ってアプローチ

main research subjects at present are as follows: i)

している。人類の進化を研究するには、進化の道筋

human evolution and origins with special reference

をたどる具体的な資料であり、様々な生命・生命体

to the geochronological backgrounds, ii) dating of

情報の宝庫として「化石となった生」とも言える古

fossil bones.

人骨を対象とした研究が不可欠である。そうした研
究においては、資料の「古さを特定し、編年をおこ
なう」ことは「古人骨からのわかること」への基盤
情報をなす。以上の観点と興味から、主に上記の３
つのテーマで研究をおこなっている。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

以下の授業等を担当するとともに、主に自然人類学

In the school year of 2009, I supervised graduation

に関する研究を指導した。

studies mainly on physical anthropology, and

＜学部＞

instructed classes such as introduction to biological/

生物人類学／自然人類学（全学共通科目）

physical anthropology, general human biology,

ヒトと文化／生物人間論（生活科学部共通科目）

human evolution, experiment and training on

人類進化史（生活科学部専門科目）

human-environmental sciences, special seminar on

人間・環境科学実験実習（生活科学部専門科目）

evolutionary anthropology, and some other lectures

人間・環境科学演習（生活科学部専門科目）

or seminars.

人間・環境科学輪講 ? 及び ?（生活科学部専門科目）
＜大学院＞
人類進化学特論（ライフサイエンス専攻）
総合生命科学（大学院共通科目）

◆研究計画
＜将来の研究計画・研究の展望＞
2008 年度に得た主な日本学術振興会科学研究費補助金には、基盤 (A)「世界文化遺産サンギラン遺跡出土古
人類化石の評価にかかる年代学的検証」
（代表者）、基盤 (S)「更新世から縄文・弥生期にかけての日本人の変
遷に関する総合的研究」
（分担者）がある。前者では、ジャワ原人の年代論争について、現地調査を通してそ
の検証をおこない、東方アジアにおける人類進化史の解明をめざしている。後者に関しては、日本の旧石器時
代人骨の再評価と編年の再検討を進めることによって、日本人の起源に大きく関与する縄文時代人の起源と形
成史について考察を進めたい。
＜共同研究可能テーマ＞
１：化石骨の年代測定（特に炭素 14 年代の前処理法）に関する研究

◆メッセージ
受験準備としては「理系パターン」
「文系パターン」への対処は必要であるが、そもそも理系・文系というの
は受験区分であり、学問にそうしたレッテルを貼る必要はない。入学後は、「自分は理系（あるいは文系）」な
どという枠を自らはめることなく、広く「リベラル・アーツ」を身につけてほしいと思う。
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氏名： 松﨑

毅

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学修士（1985 東京都立大学）
専門分野： イギリス文学、特に１７世紀詩
E-mail： matsuzaki.takeshi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

イギリス文学／ 17 世紀／詩／イギリス内乱／キリスト教
British literature ／ seventeenth century ／ poetry ／ English Civil Wars ／ Christianity

◆主要業績
・
『 < 男 > と < 女 > のディスクール ? シェイクスピアからドライデンまで』植月恵一郎編 １９９８年
金星堂（共著）「抑圧と表象 ? ヘンリー・ヴォーンにおける「時代」と「祈り」」pp.203-26.
・
『博物誌の文化学 ? 動物編』植月恵一郎編 ２００３年 鷹書房弓プレス（共著）
「川獺のゆくえ ?『釣
魚大全』の寓意」pp.117-32.
・
「イギリス内乱期王党派の唄・俗謡・連祷 ? 言論統制と大衆煽動」『お茶の水女子大学人文科学紀要』
第５７巻 pp.177-88 ２００４年３月
・
「
「私」の沈黙が語るもの ? “The World” における「説教師」のペルソナ」『英文學研究』Vol.82，
pp.1-13 日本英文學會 ２００５年１２月
・
「
「王はそこに、されど汝ら王の御前には在らず」&0d0a;? “The Kings Disguise” におけるチャールズ・
スチュアートの不在」『お茶の水女子大学人文科学研究』第５巻 pp.69-80 ２００９年３月

◆研究内容

／

Research Pursuits

ここ数年、17 世紀イギリス王党派の政治詩、特にこれまで文学正典として扱われてこなかったプロードサイ
ド等の詩作品を対象に、その言説のあり方や「表象」に対する意識のありかたを考究してきたが、今年度はそ
のようにして得られた知見から逆照射するかたちで、ピューリタン詩人と言われ、また文学正典として評価の
高い Andrew Marvell の詩作品を改めて読み込んだ。ピューリタンそして議会派の論客として知られる Marvell
は、一方で同時代の王党派詩人たちとも価値観や文化的基盤を共有しており、その政治的アイデンティティー
は多分に曖昧なところがある。作品の読み直しを通じて分かってきたことは、この詩人が、その使用する言語
の隠蔽性や「表象」への意識において、同時代の王党派と極めて類似する要素を持っており、それゆえ、その
政治的アイデンティティーは、あくまで疑問符つきのものとして扱われなければならないということである。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

コア英語科目は、ひきつづき教育支援ソフト Moodle を使い、学生が自宅から音声教材にアクセスしてリス
ニングを行ったり、練習問題の解答やフィードバックを行えるような工夫を試みた。また、リスニングの力が
伸びない学生が多いことから、授業に音読を多く採り入れ、英語の音のシステムを自ら体得することを通じて
受信能力を高めるという工夫を試みた。
専門科目では、
「英語圏言語文化概論」で John Bunyan の Pilgrim’’ s Progress を扱い、英語圏文化の重要な
ファクターのひとつであるキリスト教、特にそのピューリタン文化のありかたを論じ、
「英米文学演習（上級）
」
では、17 世紀の女性文人 Margaret Cavendish の作品を読み、当時の女性の恋愛・結婚・家庭に対する考え方
について理解を深めた。
大学院では、Andrew Marvell の抒情詩をテクストに、一般にピューリタン・議会派の論客といわれるこの
詩人の政治的アイデンティティーの曖昧性について考察した。
コア英語科目は、近年の学部生の語彙力低下に歯止めをかけるため、単語テスト等を重点的に行うとともに、
教育支援ソフト Moodle を使い、学生が自宅から音声教材にアクセスしてリスニングを行ったり、練習問題の
解答やフィードバックを行えるような工夫を試みた。部分的に e-learning を採り入れたこのような授業形態は、
今後も積極的に導入していきたい。
コア科目では、
「基礎ゼミ」で、英語の詩をテクストに英語の音韻的な特徴を理解させるとともに、異文化
の問題をより身近に感じさせるため、英語で書かれた詩についてできるだけ自由な討論を試みた。
専門科目では、
「英文学史 ?・?」で古英語期から現代までの英文学の流れを論じ、大学院では、17 世紀イギ
リス内乱期の政治詩をテクストに、表象行為の政治性という問題を論じた。

◆研究計画
近年の研究課題は、17 世紀の詩と政治文学における隠蔽性という問題であるが、現在は、表象が実体（あ
るいはその不在）を隠蔽することにより生じる権威という問題に関心を寄せている。また、内乱期の王党派
詩人たちに広く見られるこのような隠蔽的言語の振る舞いが、一般的にピューリタンで議会派とされている
Andrew Marvell に見られることにも注目している。
2009 年度は、Andrew Marvell の詩作品の再読を行うことにより、17 世紀詩における隠蔽性の問題が、王
党派・議会派といった政治的立場を越えてどれだけの広がりを持っているか、また、Andrew Marvell の政治
的アイデンティティーとはどのようなものであるかを考察した。この詩人の政治的アイデンティティーについ
ては必ずしも明確な結論が出るとは限らないが、少なくともこの詩人が同時代の王党派詩人たちとどれだけ共
通の特徴を示しているかという点は明らかにしたい。
将来的には Aphra Behn などの女性詩人も射程に含め、17 世紀詩の隠蔽的言語の振る舞いをさらに検証し
ていきたい。

◆メッセージ
外国語を学ぶことは、その言語の運用能力を高めるだけでなく、言語を通じてなされる人間の様々な文化的営
為を通じ、人間や社会や芸術について理解を深めることでもあります。言葉そのものよりも、言葉の向こうに
何が見えるかを常に探求する姿勢を持ってください。また、そのような学生さんが入学してくれることを願っ
ています。
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氏名： 三浦

徹

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士（1986 東京大学）
専門分野： 歴史学（特にアラブ・イスラム史）、都市研究、中東地域研究
E-mail： miura-t@pis.bekkoame.ne.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

イスラム／中東／都市／契約
Islam ／ Middle East ／ city ／ contract

◆主要業績
・MIURA Toru, "Continuity and Discontinuity of Damascus from the Mamluk Period to the Ottoman
Rule: Preliminary Remarks on Urban Development", Proceedings of the International Symposium on
Bilad al-Sham during the Ottoman Era: Damascus, 26-30 September 2005
・&0d0a;2009, pp.23-33&0d0a;
・三浦 徹「サイード『オリエンタリズム』」樺山紘一編『新・現代歴史学の名著』中央公論新社（中公新書）
2010 年 3 月、pp.105-120&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

１．人間文化研究機構プログラム「イスラーム地域研究」東洋文庫拠点「イスラーム地域研究史資料の収集・
利用の促進とイスラーム史資料学の開拓」の拠点代表者として、研究事業の総括を行った。
２．東洋文庫西アジア研究班「イスラーム世界における契約文書の研究」の研究代表者として、ワクフ（寄進
文書）やイスラーム法廷文書の研究を行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１．文教育学部グローバル文化学環および比較歴史学コースの教員として、授業および卒業研究指導を行った。
２．
「イスラム社会文化論１」において、パワーポイントを用い、ＡＶ教材を多様した双方向的な授業を行い、
学生から好評をえた。
３．
「グローバル・ヒストリー」において、毎回英語の論文 (10P 程度）を講読する形式の授業を行った。事前
に理解の導きとなる質問箱（設問）を配布し、授業ではこれを質疑を通して解答する形で進め、最終回に諸地
域の歴史からグローバル・ヒストリーとしてなにが学べるか、という論題でグループ討議を行った。受講者は
過去の 2 回より急増し 70 名にものぼった。

◆研究計画
地域と歴史についての理解には、比較研究が必要であるが、個々の研究者個々人ができる範囲は限られており、
共同研究が必須となる。これまで、
「都市」
「契約・裁判」などをキーワードに共同研究を進めてきた。近年は、
史資料のあり方（書式・保存・管理）自体に当該地域の社会システムが映されているというアーカイブズ学の
比較研究の方法（外形的な比較）にも関心ももっている。また、アンケート調査などによる統計的社会分析の
方法や理論を歴史研究に応用することにより、横断的な歴史社会の比較ができないかと考えている。

◆メッセージ
授業では、量より質を重視している。講義をただきくだけでは、考える力や学ぶ意欲は減退する。「なぜそう
なのか」
「どうすればいいのか」を授業のなかで考えることで、知識が身についていく。こういう授業をする
ことは、教員も学生もたいへんなのだが、頭を使うことは、体を動かすことと同じくらい、爽快である。
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氏名： 水野

勲

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士（理学）、東京都立大学、1998 年
専門分野： 数理地理学、経済地理学
E-mail： mizuno.isao@cc.ocha.ac.jp
URL： http://info.pr.ocha.ac.jp/staff ／ Detail.asp?staff=78927827

◆研究キーワード

／

Keywords

集積／地理的モデリング／パネル調査／地図と匿名性／韓国
agglomeration ／ geographical modeling ／ panel survey ／ maps and anonymity ／ South Korea

◆主要業績										

総数（2）件

・水野 勲・宮澤 仁・大浦瑞代（2010）:GIS による都市社会地図の作成と防犯・防災等への応用．
お茶の水女子大学特別教育研究経費「コミュニケーションシステムの開発によるリスク社会への対応」
『CSD 平成 21 年度成果報告集』、104-109.
・水野 勲（2009）:「経済地理」のモデリングにおけるクルーグマンとプレッドの差異．人文地理学
会大会研究発表要旨（名古屋大学）、96-97.

◆研究内容

／

Research Pursuits

? 近年の主流派経済学と経済地理学との論争を検討

? I examined the recent debate between mainstream

し、産業集積の経済地理的モデリングの理論的考察

economics and economic geography, made a

を行い、学会発表した。

theoretical consideration on economic geography

? リスクと地理情報研究会の共同研究者とともに、東

modeling of industrial agglomeration, and read the

京２３区の震災被害に関する物理的危険度と社会的

paper of the results.

脆弱性の地域分析の結果を、学会発表した。

? I made a presentation of the regional analysis in

? 科学研究費「地図と匿名性に関する地理学研究」の

the academic conference, concerning to earthquake''s

研究会を２度開き、このテーマの諸外国での先行研

potential disaster structure of physical risk and social

究の検討を行った。

vulnerability in Tokyo metropolitan area.
? My collaborators and I started the theme
"Geographical exploration of the problems between
maps and anonymity" and held the two seminars,
in which we have reviewed these study fields in
geographic academics worldwide.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部では、地理学の必修科目である都市と自然、

At undergraduate level, I delivered one lectures

地理学フィールドワークＡ（諏訪）
、同Ｂ（神田川、

(Urbanity and Nature), two field trips (Suwa in

江東）を行った。また地理学の専門科目である社会

five days and Kanda River and Koto region in each

情報処理演習、地域分析学演習、卒論の指導を行った。

one day), and two seminars (Social Information

３名の卒論生の指導を行った。

Processing and Regional Analysis). I made a guidance

大学院では、博士前期課程の地域経済論で、ジェ

for three theses of undergraduate students.

イン・ジェイコブズの都市経済論を輪読し、検討した。
修士課程４名、博士課程２名の研究指導を行った。

At graduate level, I had one seminar for Jane
Jacobs'' urban economic and planning theory. I
advised four graduate students'' theses and two
doctoral candidates.

◆研究計画
１．リスクの地域分析と社会調査の接点に関する考察
２．地図と匿名性の関係の諸問題
３．経路依存性を考慮した地域発展モデリング

◆メッセージ
ローカルな舞台で起こるさまざまな現象どうしを関連づけて理解し、さらにそれらの関連をより広い文脈の
中に位置づけること、そして既存の人文・社会科学の理論を、地図や地域統計の分析を通して、多様性を内部
に含んだ理論へと拡張すること、これらが地理学の課題としてあります。理論的な志向と、ユニークな現象へ
の愛着を同時にもつために、私の授業が役立てばいいと思っています。
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氏名： 宮内

貴久

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士（文学）（2003 年
専門分野： 民俗学

筑波大学）

E-mail： miyauchi.takahisa@ocha.ac.jp
URL： http://www.aesthe.ocha.ac.jp/~hp/miyauchi/

◆研究キーワード

／

Keywords

家相／風水／大工儀礼書／職人巻物／建築

◆主要業績										

総数（4）件

・宮内貴久 2009 『風水と家相の歴史』 吉川弘文館
・宮内貴久 2009 「家の神信仰－屋内神と屋敷神－」宮本袈裟雄編『日本の民俗信仰』 八千代出版
社
・宮内貴久 2009 「奥会津の番匠巻物」笹原亮二編『口頭伝承と文字文化 ― 文字の民俗学、声の歴
史学 ― 』思文閣出版
・宮内貴久 2009 「只見町の番匠巻物ⅠⅡ」『只見町とっておきの話』 只見町

◆研究内容

／

Research Pursuits

私は人間がいかに環境を認識し、生活の場である住居を造り上げてきたかを主要な研究テーマとしている。第
一のテーマは、東アジアの建築に多大な影響を及ぼしている風水が、日本本土においてどのように受容され展
開されてきたかという問題である。その歴史的展開と実態を史料と調査資料の両側面から歴史民俗学的に考察
している。第二のテーマは、民俗社会における文字文化の在り方である。従来の民俗学では、民俗はその地で
独自に育まれた文化として捉えられてきたが、文字を通して各地の文化を受容し、それまでの地域の文化と融
合し定着していく歴史的過程に興味がある。具体的作業としては、会津地方さらには全国的に職人巻物の調査
研究を行っている。これは職人の位相を解明するに留まらず、民俗と文字文化を考察する視点も含む。

316

◆教育内容

／

Educational Pursuits

１年次には民俗学の概論を学び、基礎的な知識を学ぶ（民俗学）。２年次には社会伝承、生業・衣食住、儀礼（年
中行事・人生儀礼）
、信仰伝承、口承文芸など各分野について掘り下げて教育している（民俗文化史各論、民
俗文化史概論、歴史民俗文化論）
。３年次からは演習が中心である。演習では、文献や論文など資料の探し方
を学び、口頭発表を行っていく（生活文化史基礎演習、生活文化史演習、生活文化実習）。４年次は、各自が
卒業論文のテーマを選び、それぞれ資料の収集、調査と卒業論文を作成する（民俗文化史演習）。

◆研究計画
風水研究は、文化人類学 ･ 地理学 ･ 歴史学 ･ 建築史学 ･ 東洋思想などの領域と共同研究が可能であり、今夏に
は風水研究の総合的なシンポジウムを計画している。職人巻物、特に大工儀礼書 ･ 由緒書研究は歴史学 ･ 建築
史学との共同研究が可能であり、現在、建築史 ･ 意匠領域の科研費を獲得している。

◆メッセージ
お茶大は都心に位置し、国会図書館、博物館や美術館も近くて便利です。学内で勉強するだけでなく、積極的
に学外で学んで下さい。また、民俗学はフィールドワークを重視する学問です。フットワークが軽くて意欲的
に学ぶ人を望みます。
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氏名： 宮尾

正樹

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士 (1982 東京大学）
専門分野： 中国現代文学
E-mail： miyao.masaki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

中国／文学／近代
China ／ literature ／ modern

◆研究内容

／

Research Pursuits

グローバル化する中国における文学、文化の問題に

I have been working on the transformation of culture

ついて考えてきましたが、当面の研究課題として、

and identity in globalizing China, focusing on exile

以下の２つに取り組んでいます。

writers, culture crisis, etc.

１）母語（中国語）以外の言語で書くことの意味

At present, I have started to study following topics.

日本語で創作する楊逸、英語で創作する Ha Jin な

1)to write in non-mother tongue

ど、中国で育った作家の中国語以外の言語による創

There are many Chinese writers who have

作について、母語以外の言語で書くこと、母語で書

published their works in non-Chinese, such as Yang

かないこと、の２方向から考えています。

Yi(Japanese), Ha Jin(English) etc. I plan to approach

２）中国近現代文学と宗教

from two directions, why write in non-mother tongue,

中国近現代文学が宗教（中国伝統、土着の宗教、
キリスト教やイスラムなどの世界宗教、その他）と

and why not write in mother tongue?
2)modern Chinese literature and religion

どのように向かい合ってきたのか、張承志や許地山

How has modern Chinese literature dealt with

を手始めに考えています。

religion, death, life? Through studying writers such
as Zhang Chengzhi(Islam), Xu Dishan(Buddhism) etc.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

○中国語

*Chinese language

中国語初級では、通常の授業の他、留学生を招いて、

Besides ordinary lessons, the class invites Chinese

学んだ中国語でネイティブ・スピーカーとコミュニ

students and try to chat with them in Chinese, through

ケーションをする楽しみを味わってもらうこともあ

which students understand the fun of communication

ります。

with Chinese through Chinese language.

中級の講読では、中国語の新聞記事を読んで、読解

In the intermediate class, the class read Chinese

力をつけると同時に、日本のマスコミではあまり報

newspapers, through which acquire the skill of

じられないような、中国の社会や文化の問題を知っ

reading, and at the same time get familiar with

てもらうことを心がけています。

various problems of Chinese society and her culture,

○近代文学史

most of which Japanese media rarely feature.

中国の近代文学、現代文学の代表的な作品に触れて
もらうとともに、中国の近代、現代における文学の

*Modern Chinese literature

あり方についても考えるきっかけをつかんでもらう

In this class, through reading masterpieces of

ことを心がけています。

Chinese modern literature, students get to concider

○アジアにおける国語問題

the functions of literature itself in modern China and

中国文学の専門科目以外に、アジアの近代における

her culture.

ことばと社会の問題、特に「国語」の問題について

*National languages in modern Asia

考えてもらう授業も担当しています。日本、中国、

The problem of National language(KOKUGO in

東アジアが中心となります。

Japanese, GUOYU in Chinese) in modern Asian

ディベート形式でことばと社会の問題について考え

countries have a lot of common characteristics and

る授業も担当します。

at the same time show differences according to their
history and process of modernization. This class
deals with this problem, mainly focusing on the East
Asia.
There is another class which also deals with the
problems of the language and the society. Students
think about them through debates.

◆研究計画
社会や文化の中に文学や言語を置いて研究していきたいと思っています。
最近は宗教、母語神話に興味を持っていますが、社会史的なテーマ、近代や現代の都市の風景を形作るもの、
たとえば、1920 年代、30 年代の人力車（夫）と現代中国のタクシー（運転手）の文学における表象について
も興味を持っています

◆メッセージ
何事についてもそうですが、中国について、マスコミが流す情報だけを信じないこと。同時に、中国に旅行し
たり、身近な中国人を通じて作り上げた自分なりの中国イメージを過信しないこと。
「中国は ?」とか「中国人は ?」とかいう言い方には特に注意が必要かと思います
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氏名： 宮澤 仁
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 准教授
学位： 博士 ( 理学 )

東京都立大学

2003 年

専門分野： 都市地理学 , 福祉地理学 , 地理情報システム (GIS)
E-mail： miyazawa.hitoshi@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

少子高齢化社会／福祉／地理情報システム (GIS) ／外邦図
aging society with a falling birthrate ／ welfare / well-being ／ geographic information system ／
Gaihozu

◆主要業績										

総数（8）件

・論文（査読あり）
：宮澤 仁 2010 年 2 月．東京大都市圏における有料老人ホームの立地と施設特性．
E-journal GEO 4 巻，69-85 頁．
・著書
（分担執筆）
：宮澤 仁 2010 年 3 月．地域福祉．経済地理学会編『経済地理学の成果と課題 第 ? 集』
日本経済評論社．
・報告書：宮澤 仁 2010 年 3 月．小規模多機能型居宅介護の普及停滞と地域的偏在に関する実証的
研究 ? 長崎市を事例地域に ?．泉田信行編『2009 年度厚生労働科学研究費補助金報告書 医療・介護
制度における適切な提供体制の構築と費用適正化に関する実証的研究』.
・講演：宮澤 仁 2010 年 3 月．GIS による地域と福祉の分析．東京大学高齢社会総合研究機構「高齢
者向け住宅のあり方と普及方策検討委員会」ヒアリング．
・受賞：外邦図研究グループ 2010 年 2 月．日本国際地図学会特別賞 .

◆研究内容

／

Research Pursuits

1. 少子高齢時代の生活問題と環境整備に関する地理

1.Geographical studies on welfare problems and

学的研究

living environmental planning

高齢社会における社会保障事業と地方行財政

2.Regional analysis of a shrinking economy and

都市における障害体験とバリアフリー整備

society

女性の社会参加とジェンダー化された都市空間

3.Gaihozu Digital Archive

など
2. 縮小型経済社会の地域分析
都心回帰の動向と行政対応
都市郊外の衰退と再生への取組み
地方の経済問題と地域活性化

など

3.「外邦図」デジタルアーカイブの作成
今年度は、1 の研究に関して論文 1 編、著書 1 冊（分
担執筆）
、厚生労働科研報告書 2 編の執筆と研究に関
する講演 3 件を行った。また、
3 の研究に関連しては、
主要メンバーとして参加してきた外邦図研究グルー
プのこれまでの取り組みが評価され、日本国際地図
学会から特別賞を授与された。

320

◆教育内容

／

・お茶の水女子大学

Educational Pursuits
地理学の専門教育：都市地理学

・Ochanomizu University :

Urban Geography,

/ 福祉地理学 / 人文地理学分析演習 / 地理情報システ

Welfare Geography, Analytical Human Geography,

ム / フィールドワーク

Geographic Information Systems, Field Work

・放送大学

・The Open University of Japan: Human Geography

一般科目 : 人文地理学（分担）

◆研究計画
1. 厚生労働科学研究費補助金に採択をされた研究プロジェクト「医療・介護制度における適切な提供体制の構
築と費用適正化に関す実証的研究」に参加しており、地理学からの福祉研究を継続するとともに、政策形成等
への社会貢献に取り組む。
2.「外邦図デジタルアーカイブ」の構築作業に継続して参加し、今後は本学の外邦図のデジタル化を進め、イ
ンターネットによる公開のシステムを整備する。
上記 1 と 2 は多方面の研究者・実務関係者との共同研究が可能である。

◆メッセージ
地理学は文系と理系の両方の立場から取り組むことのできる学問です。文系的なテーマを理系の視点から、
逆に理系のテーマを文系の視点からみる。そうすると、これまでと異なった見え方をすることがあります。一
緒に、新しい世界の見方を考えませんか。
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氏名： 宮本 惠子
所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系／生命情報学教育研究センター
職名： 特任准教授
学位： 博士（理学）
専門分野： 錯体化学
E-mail： miyamoto.keiko@ocha.ac.jp
URL： http://web.me.com/p.l.miyamoto/Miyamoto/Home.html

◆研究キーワード

／

Keywords

無機化学／配位化学／二酸化炭素吸収／可逆的色変化／ニッケル錯体
Inorganic Chemistry ／ Coordination Chemistry ／ Carbon Dioxide Absorption ／ Chromotropism ／
Nickel Complex

◆主要業績										

総数（3）件

・"Crystal Structure of Bis[N-{dimethylamino)ethyl}-N,N,N - trimethy-1,2-ethanediamine-N, N
, N"][m-{ethanedioato(2-)-O, O" :O
, O" }] dicopper diperchlorate,[Cu(pmdt)(C2O4)0.5]2 2(ClO4)"
Shirase Hitoshi, Keiko Miyamoto, Ernst Horn, and Yutaka Fukuda,. Z
・"Crystal structure of m-Carbonato-bis[diaqua(N,N,N,N-tetramethylethylenediamine)nickel(II)]
perchlorate:[Ni(C6H16N2)(H2O)2(CO3)0.5]2 2(ClO4) "Keiko Miyamoto, Ernst Horn, and Yutaka
Fukuda,. Z. Kristallogr. NCS 224, 131 - 132 (2009).
・"Crystal structure of ethanolato-dibenzoylmethanato-(R,R-dibenzoyl-stilbenediamine)-nitratonickel(II),
Ni(C2H5OH)(C15H11O2)(C28H26N2)(NO3)"
Keiko Miyamoto, Tomoko Yajima, Ernst Horn, and Yutaka Fukuda,. Z. Kristallogr. NCS 225, 161 - 163
(2010)

◆研究内容

／

Research Pursuits

外部の刺激に応じて可逆的な色変化を示す遷移金属

Main research interests are on the transition

錯体について研究している。ジアミンとハ ロゲン化

metal complexes having chromotropic behaviors in

物イオンを配位子にもつニッケル単核錯体 [Ni(tmen)

response to the external stimuli. Mononuclear Ni

X2](X=Cl, Br) は空気中の二酸化炭素を吸収し、炭酸

complexes having diamine and halide ligands,

イオンリガンドとして取り込み、自己集合により、

[Ni(tmen)X2](X=Cl, Br), absorb CO2 in air and form

バスケット型の構造をもつ六核のニッケルクラスタ

novel hexanuclear nickel clusters having tridentate

ーを生成する。炭酸イオン全体としては３個の異な

carbonate bridges. Here the cluster has a basket

るニッケルイオンを架橋しているが、各ドナー酸素

like structure and each donor oxygen atom has

原子は単座配位である。ここで、対イオンをハロゲ

monodentate configuration. By replacing the

ン化物から過塩素酸イオンに換えると、炭酸イオン

halide anion with a perchlorate ion, we obtained

から生じたリガンドはこんどは２個のニッケルイオ

a dinuclear nickel complex where the carbonate

ンを架橋し、ニッケルの複核錯体を生成する。この

anion binds to 2 nickel ions through 2 monodentate

場合、ドナー酸素原子は単座配位と２座配位の両方

oxygen atoms and 1 bidentate oxygen donor atom. It

の形をとる。対イオンは多核錯体の電荷のバランス

is suggested that the counter anion not only works to

をとっているだけでなく、錯体の生成機構に大きく

balance the charges, but also has a crucial role in the

関与していることが示唆される。

complex formation.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

立教大学非常勤講師

Rikkyo University, Faculty of Science

講座名：化学英語 1（理学部化学科 2 年生対象）、化

Chemical English I for Sophomores of Chemistry

学英語 2（理学部化学科 3、
4 年生対象）
、
科学英語（理

Department, Chemical English II for Juniors and

学部物理科２、３、４年生対象）
、科学英語（理学部

Seniors of Chemistry Department,

生命理学科、２年生対象）

Scientific English for Sophomores, Juniors, and

東京医療保健大学非常勤講師

Seniors of Physics Department, and Scientific English

講座名：化学 1、化学 2（医療情報科、看護、医療栄

for Sophomores of Life Science Department

養学科の 1 年生対象）

Tokyo Healthcare University

お茶の水女子大学

非常勤講師

講座名：基礎化学 B

Chemistry I and Chemistry II for Freshmen of Health
Information, Nursing, and Nutrition Departments.
Ochanomizu University
Basic Chemistry B

◆研究計画
空気中の二酸化炭素を吸収し、自己集積する６核、２核錯体の生成機構についてさらに研究を進めたい。
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氏名： 宮本

泰則

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 理学博士（1989 筑波大学）
専門分野： 分子細胞生物学（特に細胞接着分子の分子細胞生物学）
E-mail： moyamoto.yasunori@ocha.ac.jjp
URL： http://www13.plala.or.jp/miyamotolab/

◆研究キーワード

／

Keywords

細胞接着／神経細胞／ビトロネクチン／インテグリン／重力応答
cell adhesion ／ neuron cell ／ vitronectin ／ integrin ／ gravity response

◆主要業績										

総数（1）件

・Mianzhi TANG, Yasunori MIYAMOTO, and Eric HUANG "Multiple Roles of beta-catenin in
&0d0a;controlling the neurogenic niche for midbrain dopamine neurons" Development (2009) 136，
2027-2038&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

生物の体制は、細胞同士の接着及び、細胞と細胞の

Organisms are constructed with adhesion between

周りにある不溶性成分である細胞外マトリックスと

cells and between cell and extracellular matrix.

の接着により構成されている。研究目的として、こ

Purpose of my study is to examine the effect of the

れらの接着が、細胞の増殖、分化、細胞死に及ぼす

adhesions on cell proliferation, cell differentiation,

影響を明らかにすることをめざしている。特に、神

and cell apoptosis. Especially I am analyzing the

経細胞形成に対する影響を細胞外マトリックス、ビ

effect of one of extracellular matirx, vitronectin on

トロネクチンや細胞間接着に関わるβ‐カテニンの

neurogenesis of cerebellum. In the first half of 2008,

影響を解析している。2008 年度の前半、神経の組織

I had sabbatical leave in University of California, San

学的な研究を行うために、サバティカルを取り、ア

Francisco, and I worked on the study of the role of

メリカサンフランシスコにあるカリフォルニア大学

beta-catenin in midbrain dopamine neuron in the

サンフランシスコ校に滞在し、Huang 博士のもと中

laboratory of Dr. Huang. On the other hand, I am

脳ドーパミン神経に対するβ‐カテニンの役割の解

running the following project, functional analysis

析に関する研究を進めた。また、並行して、マウス

of a extracellular matrix protein vitronectin on fate

の小脳顆粒前駆細胞運命決定における細胞接着分子

of mouse cerebellar granule cell precursors. The

ビトロネクチンの役割解析を進めている。研究成果

result of study showed that the lack of beta-catenin

として、中脳特異的にβ - カテニンを欠損させること

in midbrain affected the neurogenesis of dopamine

により、β - カテニンが神経形成に複数の段階におい

neuron in the various way.

て関わっていることを明らかにした。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

教育では、私が専門としている分野である分子細胞

I deliver lectures about molecular cell biology, which

生物学を生物学科の中で担当している。

is my

2009 年度学部担当科目

major, for undergraduate and graduate students.

学科必修科目「分子細胞情報学」細胞外シグナルが

My allotted class in 2008 of undergraduate program.

標的分子までのシグナル伝達機構に関して概説した。

“Molecular cell signal transduction” The outline of

「細胞生物学実習」細胞外マトリックス分子に関する

signal transductions from extracellular signal to the

精製法、細胞接着活性測定を含め、動物細胞への遺

targeted molecule.

伝子導入及びタンパク質発現などの実習を行った。

“Laboratory Course of Cell Biology” Experiments of

「生物学実習 ?」物質分離 ? を担当

purification of a extracellular matrix protein, assay of

「特別研究」1 名の学生を担当し、卒業研究発表会及

cell spreading, introduction of gene into animal cells,

び卒業論文の指導を行った。

and expression of proteins in animal cells.

大学院担当科目

“Research on Biology” I was in charge of one

「動物分子細胞生物学」
、
「動物分子細胞生物学演習」、
修士論文指導・審査（1 名）

undergraduate student and supervised her
graduation thesis.
My allotted class in 2008 of graduate program.
“Animal Molecular Cell Biology” , “Seminor: Animal
Molecular Cell Biology” .
Supervision of one dissertation for master student.

◆研究計画
動物の組織、特に神経組織がどのような気候で形成されており、維持されているのかを、細胞外マトリックス
の持つ空間情報及び細胞間接着に着目して、解析を進めていく計画である。具体的な計画として、細胞外マト
リックスのビトロネクチンが、小脳の顆粒細胞の神経形成にどのように関わるかの解析を中心に進めていく。
このことにより神経系におけるビトロネクチンの果たしている役割が明らかにされることが期待される。また
中脳のドーパミン神経形成における細胞間接着の及ぼす影響についても解析を進めていく計画である。これら
のテーマに関心のある方々との共同研究を進めていきたいと考えている。

◆メッセージ
最近の生物学では、ゲノムプロジェクトやプロテオームに代表されるように生体の構成要素を網羅的に解析す
る技術が急速に普及し、生物学に大きな変化を与えています。しかしそれだけで、生物を理解できるのでしょ
うか？生物は、それぞれ” かたち” を持っています、この” かたち” が、あるからこそ、生物として機能する
ことができます。この” かたち” に関わっているのが、細胞の周りにある細胞外マトリックスです。
動物組織は、細胞同士の接着や、細胞外マトリックスと呼ばれる不溶性の 3 次元構造物との接着を介し、構
築されている。このようにして、組織そして生物の” かたち” をを構築しています。宮本研究室では、これら
の接着が、どのように 3 次元構造を作り上げ、細胞の増殖や分化などの現象に関わっているのかを分子レベル
で解明することを目指しています。少人数の研究室ではありますが、一人一人を大事にしながら、各々の研究
テーマと各自向かい合いながら研究に励んでいます。宮本研究室で研究をしてみたいという方は、大歓迎です。
お待ちしています。
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氏名：
所属：
職名：
学位：
		
専門分野：
E-mail：
URL：

三輪 建二
人間文化創成科学研究科人間科学系
教授
1983.3.31 教育学修士 東京大学
1993.3.17 博士（教育学） 東京大学
生涯学習論、成人教育学、社会教育学、組織学習論、教師教育論、専門職大学院論
miwa.kenji@ocha.ac.jp
lw.cc.ocha.ac.jp/qube.li.ocha.ac.jp/hss/educi/miwa/

◆研究キーワード

／

Keywords

アンドラゴジー／生涯学習／省察的実践／専門職教育／組織学習
andragogy ／ lifelong learning ／ reflective practice ／ professional education ／ organiational learning

◆主要業績										

総数（5）件

・日本社会教育学会編『学びあうコミュニティを培う』（東洋館出版社、2009 年）を副編集長として編集し、
刊行した。執筆者は総勢 60 名。地域を「学びあうコミュニティ」にし、学校・家庭・地域の連携事業を促進
していく社会教育関係職員、学習コーディネーターの役割について、事例を含めて論じている。３年間に及ぶ
日本社会教育学会職員問題特別検討委員会の研究成果をまとめたものである。この書物をもとに２回、文科省
生涯学習政策局社会教育課と意見交換会を行った。
・
『おとなの学びを育む』
（鳳書房、2009 年）を、平成 21 年度の学術振興会科学研究費（公開促進費、130 万円）
の助成を受けて刊行した。ライフワークである成人学習論をめぐる理論の集大成を行うと同時に、自らが関わ
った成人教育実践（附属教員と共同の研修プログラム開発など）を省察した内容になっている。
・平成 21 年度の 1 年間をかけて、
放送大学大学院科目「生涯学習の理論と実践」
（全 15 回、平成 22?25 年度放送）
のテレビ収録を行った。収録と並行して、大学院用印刷教材「生涯学習の理論と実践」を執筆し、平成 22 年
３月に放送大学教育振興会より『生涯学習の理論と実践』と題して刊行した。
・全国社会教育職員養成研究連絡協議会（社養協）代表として「社会教育関係職員の養成・任採用・研修について」
の報告書をまとめると同時に、英語訳を出版した。この英語訳は、平成 21 年 12 月にブラジルで開催された
第８回成人教育国際会議（ベレン会議）に配布され、日本の成人教育職員体制について世界に知らしめること
ができた。
・全国社会教育職員養成研究連絡協議会（社養協）代表として、平成 21 年度後期に、社会教育主事課程をも
つ全国の大学にアンケート調査を実施した。社会教育実習を中心にすえたあらたな養成カリキュラムの開発に
向けて、データ分析を行った。この研究成果について、文科省生涯学習政策局社会教育課と意見交換を行った。

◆研究内容

／

Research Pursuits

? 学習コーディネーターの専門能力論：地域において学
びあうコミュニティを創造する学習コーディネーター論
をまとめた。日本社会教育学会副会長として『学びあう
コミュニティの創造』を刊行し、社会教育職員養成研究
連絡協議会代表として、職員養成・任採用・研修の報告
書を刊行、また主事課程をもつ大学への調査も実施した。
調査について文科省生涯学習政策局と協議した。
?『おとなの学びを育む』の刊行：成人学習論の研究成果
と自らの成人教育実践の省察をふまえ『おとなの学びを
育む』（鳳書房）を公開促進費により刊行した。
? 放送大学大学院科目「生涯学習の理論と実践」
：全 15
回のテレビ収録と印刷教材執筆を行い、『生涯学習の理論
と実践』（放送大学教育振興会）を刊行した。
? 成人女性の学習論・ライフプランニング論：生涯学習の
参加者の７割を占める成人女性の学習論として、Ｄ・フ
ラネリー他著『成人女性の学習』（2009）を監役者の立
場で翻訳刊行し、文科省「女性のライフプランニング総
合推進委員」としてパンフレット作成に参画した。
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1) As sub-editor, I have published a book "Creating
Learning Community"(2009), I also reseached, analyzed
and made reports about the theme "Educating, Staff
Development of Social Education Staffs"(2009).
2) I have published a book, Kenji MIWA "Cultivationg of
Adult Learning" (Ohtori Publishing, 2009). It was a result
of my 15 years studies about adult learning.
3) I took part in making the TV programm and text
book about University of the Air Japan, titled "Lifelong
Learning- Theory and Practice".
4) About Women''s adult learning, I and Ms. Naoko
IRIE translated and published a book "Women as Adult
Learnins"(Flannery, 2009). I also took part in publishing a
pamphlet ''Lifeplanning of Women students'', as member
of "Promoting Lifeplannning of Women" at the Ministry
of Eduaction, (2009).

◆教育内容

／

Educational Pursuits

理論構築だけではなく、以下にあるように社会教育・

Through taking part in programs of lifelong learning,

生涯学習のフィールドで実際に展開されている学習

I tried promoting that students can understand

活動への参画、および参画についての省察（リフレ

lifelong learning by taking part in them and reflecting

クション）を通して、生涯学習論の理解を深める活

their activities, followingly:

動を行った。

1) 25 students could visit Germany and some adult

? 平成 21 年度学内科学研究費を活用し、学部生 15

education institutions, schools. They edited the

名を引率し、ドイツの社会教育施設の視察を行った

report "Report about Adult Education Institutions in

（11 月８?14 日）
。視察結果は学生の編集による「ド

Germany".

イツ社会教育視察報告書」にまとめることができた。

2)Students could visit the course of caring and

? 教育科学コースの教育実地研究を冨士原紀絵准教授

facilitating Children at the Edogawa Integreted

と担当し、学生 25 名を引率して、学科長を務める江

College, in a special lecture "Fieldresearch of

戸川総合人生大学子ども支援学科の授業参観を実施

Education".

した。

3)In the seminar on Social Education, students visited

? 社会教育演習（参加学生 23 名）において後期にフ

and took part in some social education activities

ィールドワークを実施し、学生がゼミ論にまとめた

(Sumo training, nursery etc.) and made reports.

（相撲部屋見学、中野区生涯学習サポーター養成講座、

4)In the special lecture "Social Education", students

ドイツ社会教育視察、アトム共同保育園視察、森林

could experience planning, doing, checking and

伐採ボランティア活動）
。

reflecting their own programs.

? 社会教育学特殊講義において、学生は学生主体のプ
ログラムの立案、実施、評価を体験した。

◆研究計画
? お茶の水女子大学ラウンドテーブルを 2010 年７月に実施し、現職者（学校教員、保育士、看護師、日本語
ボランティアなど）を対象とした、実践の省察を中心とする研修・能力開発のプログラムを開発する。
? お茶の水女子大学ラウンドテーブルを位置付けながら、幼稚園から高等学校までの附属教員の現職研修プロ
グラムの開発に取り組む予定である。
? ＡＰＥＣのシンポジウム（９月）に報告者として参加し、成人女性の学習やライフプランニングをめぐる研
究活動を深める。
? 韓国との研究交流（釜山大学など）につとめ、平生教育士の養成・研修、省察論やバイオグラフィー研究に
ついて意見交換を行う。

◆メッセージ
生涯学習・社会教育について研究し、また実践にも関わっています。
生涯にわたるという縦軸の学びについて、また学校以外のさまざまな学習資源という横軸の学びについて考
えています。
また、子どもの学びと比較してのおとなの学びの特徴は何か、おとなの場合には、経験を生かした、あるい
は経験をふり返りながら学ぶことが特質になるのではないかという点についても実践しつつ研究を重ねていま
す。
教育学の枠組みをより豊かにする視点を、実践に関わりながら学んでいくことは、自らの生き方を再確認す
ることにもつながりますので、ぜひ授業に参加してみてください。
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氏名：
所属：
職名：
学位：
専門分野：
		
E-mail：
URL：

村田 容常
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
教授
農学博士（1987 東京大学）
食品加工貯蔵学（食品生化学、食品微生物学）
Food Preservation and Processing (Food Biochemistry, Food Microbiology)
murata.masatsune@ocha.ac.jp
http://www.food.ocha.ac.jp/chozo/murata.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

農産物の酵素的褐変／ポリフェノールオキシダーゼとＰＡＬ／メイラード反応と食品の褐変／乳酸菌によるビタミン生産
Enzymatic browning of agricultural products ／ Polyphenol oxidase and PAL ／ Maillard reaction and browning of food ／
Vitamins production by lactic acid bacteria

◆主要業績										

総数（8）件

・Efficiency of sodium hypochlorite and calcinated calcium in killing Escherichia coli O157:H7, Salmonella
spp., and Staphylococcus aureus attached to freshly shredded cabbage. Satomi Fukuyama, Yuko Watanabe,
Nozomi Kondo, Takashi Nishinomiya, Shinichi Kawa
・A Novel yellow compound and furpipate derivatives formed from furfural or 5-hydroxymethylfurfural in the
presence of lysine. Hana Totsuka, Konomi Tokuzen, Hiroshi Ono, and Masatsune Murata. Food Science and
Technology Research, 15, 45-50 (2009).
・Evaluation of identification methods for Staphylococcus aureus and development of modified detection
methods for staphylococcal enterotoxin A. Yuko Shimamura and Masatsune Murata. Food Science and
Technology Research, 15, 89-94 (2009).
・Novel yellow compounds, dilysyldipyrrolones A and B, formed from xylose and lysine by the Maillard
reaction. Junko Sakamoto, Makiko Takenaka, Hiroshi Ono, and Masatsune Murata. Bioscience, Biotechnology,
and Biochemistry, 73, 2065-2069 (2009).
・Effects of phenolic compounds on the browning of cooked barley. Noriko Kohyama, Masaya Fujita, Hiroshi
Ono, Mayumi Ohnishi-Kameyama, Hitoshi Matsunaka, Toshiyuki Takayama, and Masatsune Murata. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 57, 6402&#8211;64

◆研究内容

／

Research Pursuits

（１）酵素的褐変の食品学的研究：リンゴやレタスの酵素
的褐変を生化学的、食品学的に解析し、その制御法を提
案している。具体的には酵素（ポリフェノールオキシダ
ーゼ）の単離、性状、クローニング、アンチセンス法に
よる発現抑制、ポリフェノール類の分析、フェニルアラ
ニンアンモニアリアーゼの役割、その抑制による褐変制
御などを研究している。
（２）メイラード反応：ビタミンＣやフルフラール、五単
糖関与の褐変反応を食品化学的に解析している。フルフ
ラールとリジンから新規黄色物質 furpipate を発見した。
また、キシロースとリジンからも新規黄色化合物ジリジ
ルジピロロン類を見い出した。微生物を利用した分析法
も開発している。
（３）食環境における微生物制御：和菓子中の黄色ブドウ
球菌を調査し、その性状を明らかにしている。また、野
菜に付着した食中毒菌の殺菌法を検討している。
（４）乳酸菌によるビタミン生産：乳酸菌を漬物から分離
し、水溶性ビタミン生産能の高い株を探索している。
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(1) Enzymatic Browning of Foods: We have analyzed
the enzymatic browning of apple and lettuce, and have
proposed the regulation method. Our group has isolated,
characterized, and cloned polyphenol oxidase of apple
fruit. We then repressed its expression by the antisense
technology. Further we have examined and regulated
phenylalanine-ammonia lyase in cut lettuce.
(2) Maillard Reaction in Foods: We analyzed the Maillard
reaction in which AsA, furfural and pentose is involved.
We found a novel yellow compound, furpipate, derived
from furfural and lysine. We further identified novel
yellow compounds, dilysyldipyrrorones A and B derived
from lxylose and lysin. We also have developed analytical
methods using microbes for the Maillard reaction.
(3) Regulation of Microbes in Foods: We have surveyed
and characterized Staphylococcus aureus in Japanese
cakes, and have prososed a modified dectection method
for enterotoxin A. We also examined the effect of
disinfectants on food-borne disease bacteria attached
to vegetables. (4) Vitamins production by lactic acid
bacteria. We have isolated lactic acid bacteric having high
potency of water soluble vitamins from Japanese pickles.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

食品は生物を原料とするがそのものではなく、加工

Foods are derived from organisms, which are

貯蔵して食に供される。加工貯蔵中に食品素材は化

processed and preserved. During processing and

学的、物理的、生物学的変化を受け、その制御は食

preservation, chemical, physical, and biological

生活上重要である。食物栄養学科の学部教育におい

changes happen. The understanding and regulation

ては、食品保存・製造学（農産物の性質と加工法、

of these changes are important from the standpoint

貯蔵法の原理、
貯蔵法各論）
、
食品保存・保存学実験（豆

of food science. I have taught food processing and

腐、チーズの製造、水分活性測定、イソフラボンの

preservation of agricultural products, laboratory

ＨＰＬＣ分析、食中毒毒素のＥＬＩＳＡ等）
、食品微

course of food processing and preservation, food

生物学（微生物とは、微生物学の歴史、微生物の生理、

microbiology, food safety etc. In graduate school, I

醸造食品、細菌性食中毒等）
、生活環境学（生態学、

have tauch biochemisry and microbiology on food

食環境と安全、遺伝子組換え作物、農薬等）等を担

processing and preservation, and supervised several

当し、当該分野の知識、概念を教えるとともに、実

students every year. All students give presentaions

験指導を行っている。博士前期課程では食品加工貯

on their research in seminar and discusse each other.

蔵学特論を、博士後期課程では食品貯蔵学を担当し、

They also introduce novel informations on their

食品の加工貯蔵中に起る様々な化学的生化学的微生

reserach field and discuss on them.

物学的変化とその制御法について論じている。ゼミ
においては学生各自が研究について報告し、それに
ついて参加者全員で討論するとともに、英文の関連
論文の紹介および討論を行っている。

◆研究計画
（１）酵素的褐変の食品学研究：様々な野菜や果物の酵素的褐変を生化学的、食品学的に解析し、その制御法
を提案する。
（２）メイラード反応の解析：食品におけるメイラード反応関与の褐変反応を解析する。フルフラールとリジ
ンから生成したフルピペート類の食品中における分析。
（３）変色の食品学研究：小麦製品の変色要因を解明する。
（４）食環境における微生物制御：黄色ブドウ球菌の毒素産生を抑制する新たな方法を開発する。また、野菜
に付着した食中毒菌が殺菌されにくい理由を解明する。
（５）ビタミン産生乳酸菌：水溶性ビタミン産生能の高い乳酸菌を分離し、利用する。

◆メッセージ
（学部の受験生へ）
：食品を科学しましょう。食品は生物が原料ですが、生物そのものではありません。製造、
保存の間に様々な変化がおきます。化学や生物学を使い、食品のでき方、保存のし方を考えましょう。食べ物
と実験科学の好きな人には最適なところです。高校では、化学や生物、物理など理科の基礎や原理をしっかり
勉強してください。
（大学院の受験生へ）
：食品の変色 ( 酵素的褐変やメイラード反応）や微生物制御について研究しています。食
品学、有機化学、酵素学、微生物学などが基盤になります。食品の変化を科学の目で分析し、新たな発見をす
るのは何より楽しいものです。研究は継続が力です。毎日しっかり実験しましょう。
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氏名： 室伏 きみ子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 医学博士（東京大学）
専門分野： 細胞生物学、生化学
E-mail： murofushi.kimiko@cc.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

環状ホスファチジン酸（ｃ PA) ／がんの浸潤・転移の制御／痛みの制御／神経細胞の分化制御／スト
レス応答
Cyclic phosphatidic acid (cPA) ／ Regulation of cancer cell invasion and metastasis ／ Reguration of
Pain ／ Regulation of nerve cell differentiation ／ Stress responces

◆主要業績										

総数（8）件

・1. Miyoshi-Imamura,T. et al. Unique characteristics of radiation-induced apoptosis in the postnatally
developing small intestine and colon of mice. Radiation Research 173, 310-318 (2010)&0d0a;
・2. Nakano,M et al. MOV10 as a novel telomerase-associated protein. Biochem. Biophys. Res.
Commun. 388, 328-332 (2009)
・3. Sasaki,N. et al. The Plasmodium HU homolog, which binds the plastid DNA sequence-independent
manner, is essential for the parasites survival. FEBS Letters 583, 1446-1450 (2009)
・4. 室伏きみ子 脂質メディエーターとその応用 &0d0a;（1）環状ホスファチジン酸をめぐる話題
Medical Bio 2009 年 1 月号 p.81-87 &0d0a;（2）ストレス応答におけるステリルグルコシドのはた
らき Medical Bio 2009 年 3 月号 p.58-65
・5. 室伏きみ子著 「図解 生命科学」オーム社 2009 年 9 月 236 ページ

◆研究内容

／

Research Pursuits

細胞の増殖・分化の調節機構やストレス応答に関す

We have studied the mechanisms of cell proliferation,

る研究を続けている。

cell differentiation and stress responces.

その中で、現在、特に、室伏が発見した環状ホスフ

Now, we are focused on the studies to apply

ァチジン酸（cPA）に、がんの浸潤・転移を抑制する

cyclic phosphatidic acid to the medical use for the

作用や痛みを抑制する作用を見出し、応用研究に向

regulation of cancer invasion and metastasis, and for

けて研究を展開している。

the supression of pain.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部・大学院ともに、細胞の構造と機能について、

I have some lectures and seminars on the structure

講義と演習を行っている。また、自分自身の研究成

and function of the cell. And I supervise the

果に基づいて、夫々の学生の希望も取り入れ、新た

dissertation for the undergraduate and graduate

な研究テーマを設定し、研究指導を行っている。

students on the new research projects based on my

学生たちが、研究方法や先人の努力についても詳し

own investigations.

く学び、それらを基礎に、しっかりした知的基盤と

The goal of my education is to bring up my students

高い問題解決能力を身に着けて欲しいと願っている。

to be excellent human beings with high intelligence

細胞生物学

and problem-solbving abilities.

生命の科学

Cell Biology

細胞生化学特論＆演習

Life science

細胞情報特論＆演習

Cell biochemistry (& seminar)

情報分子機能学＆演習

Signal transduction (& seminar)
Biomolecular mechanism in signal transduction (&
seminar)

◆研究計画
これまでに、様々な生理作用に関わっていることが予想される、新しい脂質メディエーターである環状ホスフ
ァチジン酸（cPA）とステリルグルコシド（SG）を発見し、それらの生体中での働きについて、研究を続けてきた。
そしてそれらが、細胞の増殖・分化・運動・ストレス応答などの調節に働くことを明らかにしてきた。cPA と
SG の作用メカニズムを解明するために、現在、代謝系の検討と受容体の探索を行って居り、新たな代謝酵素
の発見と、受容体の特定に近づきつつある。
現在、特に、cPA のがん細胞の浸潤・転移抑制作用や、痛みの抑制作用を、医療へと応用することを目指して居り、
人々の健康や QOL の向上に役立てることを願っている。

◆メッセージ
21 世紀は生命の世紀といわれて居り、様々な生命科学に関する研究が長足の進歩を遂げています。
今世紀中に、これまで分からなかった生命科学の多くの課題が解明されるかも知れません。また、多くの技術
の発展によって、これまでに考えられなかったような局面を迎えることになるかも知れません。
研究・教育を通して、生命の不思議さと素晴らしさを解明することの楽しさや、科学技術の発展と生命につい
て深く考える姿勢を、若い人たちと共有したいと思っています。
そして、様々な美しい生命体に彩られる地球を守るために、私達がどうしたらよいかを、共に考えたいと思っ
ています。
生きとし生けるものを愛し、自然を愛する皆さんを、お茶の水女子大学の生物学科は、待っています。
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氏名： 最上

善広

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1983 東京大学）
専門分野： 動物生理学，宇宙生物学
E-mail： mogami.yoshihiro@ocha.ac.jp
URL： http://bios.cc.ocha.ac.jp ／ Data/Mogami/MOG.html

◆研究キーワード

／

Keywords

動物生理学／重力生物学／複雑系科学／バイオメカニクス／アロメトリー
animal physiology ／ gravitational biology ／ complexity ／ biomechanics ／ allometry

◆研究内容

／

Research Pursuits

重力は地球上での生命活動を規定する要因ではある

Gravity has been considered as a kind of restrictive

ものの，生物の大きさやデザインさらにはそのマク

force providing such as the mechanical limits of

ロな行動を制限する拘束的な作用力としてのみ捉え

growth and morphology of the organisms. I would

られてきた．この既成概念をうち破り，個々の構成

like to reveal the possibility for gravity to develop

要素のレベルでは極微弱な応答（重力応答）が，要

new functions of the biological systems via collective

素間の協同作用と，その産物である動的不安定性を

interactions between the elements of the system.

通じて，集団としての「思いもよらない特性」が発

Collective interactions, which are ubiquitous in

現されるという，新しい概念の検証を試みている．

nature, and the resultant dynamic instability of

微生物の生物対流現象の研究の一環として行った航

the system itself are known to have an ability to

空機の弾道飛行による重力変動時の環流挙動の解析

amplify the subtle effects of external forces, such as

から，パターンの発現が要素（細胞）間の協同作用

that of gravity on the biological event the cellular

に基づくものであり，空間周波数の変動特性が重力

dimensions. In order to assess this possibility,

変動に鋭敏に応答することを明らかにした．これら

research attention was focused on the bioconvection

の実験をもとに，宇宙ステーションでの実験を提案

response performed by aquatic microorganisms.

し，候補テーマとして採択された。また，昆虫の飛

The circulatory movement in association with the

行行動に及ぼす重力影響を調べる目的で，変動重力

pattern formation response was analyzed under

場でのショウジョウバエの飛行行動を解析した．

altered gravity during parabolic flight of the air
plane. Research proposal on the analysis of the
bioconvection response was accepted as a candidate
of the future experiments onboard ISS.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

平成 21 年度は学部生に対し，専攻科目として，生物

Educational activity for undergraduate students:

物理学，動物生理学，バイオメカニクス，動物生理

Lecture: Biophysics, Animal Physiolog y,

学実習，動物生理学臨海実習，生物学実習 I を開講し，

Biomechanics. Revision of the textbooks for

リベラル・アーツ科目の基礎生命科学（実習），生命

Biophysics and Experiments opened last year on the

と色・音・香を担当した．昨年度に作成した生物物

web.

理学や実験のウェッブ・テキストを改訂し，講義や

Experiment: Animal Physiology, Basic Biology I,

実習に用いた．大学院生に対しては，
動物生理学特論，

General Biology and Marine Biological Experiment

宇宙生物科学，細胞生理学特論演習，生物学演習（前

Educational activity for postgraduate students:

期課程）
，生命応答ダイナミクス，同演習（後期課程）

Lecture: Animal Physiolog y, Cell Physiolog y

を開講した．また，特別研究として，大学院前期 3 名，

(Seminar), Dynamics in Biological Responses,

後期 1 名の研究指導を行った．

Dynamics in Biological Responses (Seminar)．
Research for thesis: three master course students and
one doctor course student.

◆研究計画
微小重力環境下での生物の飼育と維持．特に長期宇宙飛行を想定した生物キャリアーの開発．これらをもとに
して，長期宇宙実験を企画運用する．

◆メッセージ
私の専門は動物生理学．動物たちが生きるためにどのような工夫をしているのかを調べています．生命の長い
歴史の中で培われてきた工夫の数々は，生き物のしぶとさと繊細さ，泥臭さの中にちらっと見える何とも言え
ない優美さを示しています．生き物の持つ不可思議さと素晴らしさ．それがなぜ不思議なのか，なぜ素晴らし
いのか．それを「科学の言葉」で語ってみたいと思いませんか．
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氏名： 元岡

展久

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（工学）
専門分野： 建築設計学、建築意匠・歴史
E-mail： motooka.nobuhisa@ocha.ac.jp
URL： http://www.eng.ocha.ac.jp/architecture/motookastudio/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

18 世紀フランス建築史／建築教育／近代住宅論／建築設計理論／木質構法開発
History of Architecture in the 18th Century France ／ Education of Architecture ／ Modern Individual
House Design ／ Architectural Design Theory ／ Wood Structure Design in Architecture

◆主要業績										

総数（7）件

・元岡 展久 , 椎尾 一郎 , 太田 裕治 . 塚田 浩二 , 神原 啓介 , 井口 雅人 , 生活者の視点を重視したユビキ
タスコンピューティング実験住宅の試み , 日本建築学会総合論文誌 , 日本建築学会 , No.8，2010.01,
pp.77-82. (2010)
・元岡展久、横山ゆりか , すまいの間取りに関する図面の読み取り課題 ?「住居学概論」の授業での
試み ?, 建築教育研究論文報告集（第 10 回建築教育シンポジウム）, No.10, 日本建築学会，2010.01,
pp.25-29.
・太田 裕治 , 元岡 展久 , 椎尾 一郎 , 塚田 浩二 , 神原 啓介 , ユビキタスコンピューティング実験住宅に
おける無侵襲歩行モニタリングの試み , 電気学会論文誌 C 編 (to be published) (2010)&0d0a;
・お茶の水女子大学ユビキタスコンピューティング実験住宅 Ocha House, 日本産業デザイン振興会
2009 年度グッドデザイン賞（戸建住宅集合住宅部門）受賞（2009.11.06）。日本産業デザイン振興会
2009 年度グッドデザインエキスポにおいて公開プレゼンテーション (2009.08.30).&0d0a;&0d0a;
・福山弘、稲山正弘、元岡展久、河野泰治、鍋野友哉『埋め込み接着アクリル丸棒による木質屋根天井
構面オフセット支持接合の構造性能』日本建築学会大会学術講演梗概集、2009, pp.915-916.&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

「建築設計」に関する理論，手法，教育について研究

Theories of design, techniques of construction on

をおこなっている。

architecture in are my current research themes. By

建築家が設計する際に描く様々な図面を分析し，こ

comparing architectural theories and educational

れらと実際に建てられた建築物や，出版された理論

systems with concrete building works, I analyze the

等と比較することで，
設計過程において空間を「描く」

significance of “drawing” in the creation process of

行為の意味を分析している。

architecture.

また、新しい木質の構法による空間のデザインにつ

At the same time, based on the result of these

いての研究も行っている。こうした「建築設計」に

studies, I practice design skills in proper building

ついての研究成果を，教育に反映させると同時に，

construction. Last year, I designed an apartment

実際の建築物の設計においても実践している。

in Paris. I also designed an ubiquitous- computing
house which was completed in march 2009.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育：建築分野の学問は多岐にわたる。したが

UNDERGRADUATE EDUCATION

って建築に関する教育は，自らの研究分野のみなら

For architectural education includes a large field of

ず，幅広い分野での講義ならびに実習が必要となる。

studies, lectures and practices of a wide domain are

本年度より、新たに 2 級建築士受験資格に対応した

necessary. In the class of “Introduction to Housing” ,

カリキュラムが整備された。
「設計製図基礎」「建築

basic architectural and urban problems are lectured,

一般構造」などの建築学関連授業では，幅広い領域

including house design practices. In the other 2

をカバーするよう，建築構造，計画，環境，意匠の

courses that I had in 2009, I concentrated mainly

体系にそった講義、演習をおこなった。
「住居学概論」

on the categories below: architectural structure,

では，図面製図，住まい方調査などの実習を取り入

architectural planning, environmental engineering,

れた授業をおこなった。また，人間・環境科学実験

and architectural design.

実習では，大手ゼネコンの技術研究所の協力のもと

GRADUATION THESIS

に，構造材料実験の内容を整備した。

Five students conducted their researches under my

卒業論文指導：5 名の学生の卒業論文指導をおこなっ

direction.

た。

MASTER THESIS

修士論文指導：5 名の学生の修士論文指導をおこなっ

Five students conducted their researches under my

た。

direction.

◆研究計画
「建築設計」に関する理論，手法，教育についての研究は，いわば人々が建築をどのようにとらえ，何をもと
に設計していたかという点を明らかにすることである。
１）
「建築の形態分析」では、建築家のデッサンや、実作品に現れた形態を調査比較し、建築家が空間を創造
する際の思考や手法を解析する。２）建築を専門にしない市民や子供たちを対象とした「住育」に関する国際
比較調査から，
「住育」教材開発を試みる。３）近代の都市小住宅空間についての研究をおこない，その研究
成果から具体的な住宅設計を実践し，社会への関わりを積極的に進める。
現在、共同研究を行っているテーマ、ならびに共同研究、受託研究が可能なテーマとして、主として以下のも
のがあげられる。
木造建築の構法開発（古材，間伐材を利用した住宅建設技術）ならびに、木造住宅の設計
子供の「住育」の国際比較，ならびに子供の環境教育用教材開発
ユビキタス・コンピュータを応用した住宅の提案と設計

◆メッセージ
元岡研究室は，建築や都市の空間のデザインを専門とする研究室です。美しい空間とはどういう空間なのでし
ょう。建築にあらわれた「かたち」は，どんな意味を持っているのでしょう。建築を設計する際に，何をどの
ように考え，どのようにデザインしていくべきなのでしょう。過去の建築から現代の建築にいたるまで，様々
な作品を対象に実例を分析し，作品にある美の根拠を探っていきます。巨匠建築家の作品についても分析し，
具体的な作品にあらわれた「かたち」から，その設計の思想や設計の手法を考察していきます。こうした研究
の成果を，自らの建築やインテリアの設計へとつなげ，社会のなかで建築デザインを実践することを目指して
います。
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氏名： 森 寛敏
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任助教
学位： 博士（工学）／ Ph D
専門分野： 理論計算化学・量子化学
E-mail： mori.hirotoshi@ocha.ac.jp
URL： http://web.me.com/qc_forest/SimulationScienceLab/Home.html

◆研究キーワード

／

Keywords

分子シミュレーション／相対論的分子軌道法／分子動力学法／機能性分子／金属含有ナノ・バイオ系
Molecular Simulation ／ Relativistic Molecular Orbital Calculation ／ Molecular Dynamics ／
Functional & Bio-molecules ／ Metals

◆主要業績										

総数（5）件

・Fujiwara T., Mori H., Mochizuki Y., Tatewaki H., Miyoshi E.,
Theoretical study of hydration models of trivalent rare-earth ions using model core potentials,
THEOCHEM, 949, 28-35 (2010).
・Fujiwara T., Mochizuki Y., Komeiji Y., Okiyama Y., Mori H., Miyoshi E.,
Fragment-Molecular Orbital based molecular dynamics (FMO-MD) simulations on hydrated Zn(II) ion,
Chem. Phys. Lett., 490, 41-45 (2010).
・Mori H., Ueno-Noto K., Osanai Y., Noro T., Fujiwara T., Klobukowski M, Miyoshi E.,
Revised Model Core Potentials for Third Row Transition Metal Atoms from Hf to Hg,
Chem. Phys. Lett., 476, 317-322 (2009).
・Tsukamoto S, Mori H., Tatewaki H., Miyoshi E.,
CASSCF and CASPT2 Calculations for Lanthanide Trihalides LnX3 using Model Core Potentials,
Chem. Phys. Lett., 474, 28-32 (2009).
・Mori H., Takeshita K, Miyoshi E., Ohta N,Theoretical Quest for Photoconversion Molecules having
Opposite Directions of the Electric Dipole Moment in the S0 and S1 states,
J. Chem. Phys., 130, 184311-(1-6) (2009).

◆研究内容

／

Research Pursuits

近年，ナノテク分野，生命科学・創薬分野などの最

By developing relativistic quantum chemical

先端科学分野で，コンピューターを利用した分子シ

methods and using molecular dynamics technique,

ミュレーションに基づく理論分子科学への期待が高

we’ re designing functional materials and studying

まっています．分子科学の究極目標は，分子を電子

functions of bio-molecules containing metal elements.

レベルで統一理解し，分子構造・分子物性（分子機

We’ re tackling the complicated (but interesting &

能）
・化学反応を自在にデザイン・設計することです．

important) metal-chemistry from theoretical point of

本研究室では，量子力学に基づき精密に化学現象を

view.

予測することのできる分子軌道計算と，フラスコや
生体内での分子揺らぎを考慮できる分子動力学計算
を駆使し，理論的立場から実験を行うこと無く，機
能材料の理論設計や生体分子の機能解析を実施して
います．
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

理学部化学科・大学院人間文化創成科学研究科にて，計算化学・量子化学・計算化学特論，理学総論を担当した。
また，オムニバス形式講義，統合バイオインフォマティクス特論にて，現代計算化学事情についても紹介した．

◆研究計画
相対論的分子シミュレーションにより，金属が関わる「工学」「生化学」を展開します（図参照）。
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氏名： 森

義仁

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 薬学博士／ Ph. D.
専門分野： 非平衡系
E-mail： mori.yoshihito@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

非平衡／非線形／振動／分岐／パターン形成
Non-equilibrium ／ Non-linear ／ oscillation ／ bifurcation ／ pattern formation

◆主要業績										

総数（1）件

・Chem. Phys. Letters 476 (2009)323-328.

◆研究内容

／

Research Pursuits

２０秒間の航空機実験による微小重力下における鏡

Dew condensation process on a mirror surface in a

表面上の結露形成過程に関して実験を行った。鏡の

closed space was experimentally investigated under

温度を鏡の裏面に取り付けたペルチェ素子で制御し、

a microgravity attained by the 20-sec parabolic fight.

結露形成をビデオカメラで記録した。その温度が低

The temperature of the mirror was regulated with

下するとある誘導期間の後結露が発生した。微小重

an electronically-controlled thermal device, a Peltier

力下での誘導時間は重力下に比べて長いことが分か

device, attached to the back of the mirror and the

った。

dew condensation process was recorded with a video
camera. As the temperature was decreased, the dew
condensation appeared after an induction time. The
induction time under a micro-gravity was clearly
longer than that under 2G. It can be interpreted as
very slow transportation of gas water molecules
onto the surface of the mirror under a micro-gravity
where thermal convection is largely reduced.
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氏名： 森川

雅博

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士／ Ph D
専門分野： 宇宙物理学（特に宇宙論）
E-mail： morikawa.masahiro@ocha.ac.jp
URL： skycat.phys.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

gravity ／ scaling ／ BEC ／ turbulence ／ stagflation

◆主要業績										

総数（6）件

・Stagflation: Bose-Einstein condensation in the early universe
arxiv.org [PDF]T Fukuyama, M Morikawa - Physical Review D, 2009 - APS
・Acquired scaling relations in dark matter turbulence
A Nakamichi, M Morikawa - Journal of Cosmology and …, 2010 - iopscience.iop.org
・Bose-Einstein condensation in the early universe
M Morikawa - Annalen der Physik, 2010 - interscience.wiley.com
・Bose-Einstein condensation in the early universe
M Morikawa - Annalen der Physik, 2010 - interscience.wiley.com
・Inflation and accelerated universe based on Bose-Einstein condensation
M Morikawa, T Fukuyama - EAS Publications Series, 2009 - edpsciences. Org

◆研究内容

／

Research Pursuits

宇宙の大規模構造から惑星形成、実験室での化学反
応からチューリング構造など、種々多様な自律的構
造の発現がすべての階層で観測され盛んに議論され
ている。構造発現の内容は、相の転移、相互作用と
素粒子の分化、空間パターンの発生、時間リズムの
協同、経常的構造の変遷、機能の自己形成など、実
に多様である。これらを個別の階層における特殊な
構造という記述で理解しようとする従来の方向では
なく、階層構造を貫いて背景に根源的に存在する統
一理論を構築し、それに基づいた系統的な構造発現
理論を展開したい。指針としては、これらの構造・
機能形成を「進化の力学」と捉えて、種々雑多に行
われている手法（時間依存ギンツブルグランダウの
方法、有効作用の方法、単純ルールの繰り込み、反
応拡散方程式、分岐解析、不安定性解析、変分法、
散逸構造、自己組織化など）を、まず一般化された
場の理論と有効作用の方法から統一的に記述し、「対
称性の自発的破れ」や「ゴールドストーン定理」な
ど一般的な枠組みと多様性との融合を試みている。
特に現象の再現と説明だけでなく、異なる階層に渡
る物理の共通性を見出し、基礎物理として確立した
い。

Large-scale structure of the universe from planet
formation, such as Turing structures from chemical
reactions in the laboratory has been actively discussed
all been observed at the level of expression of a variety
of various autonomous structure. Content of the
expression structure, phase transition, particle interaction
and differentiation, generation of spatial patterns, cohour rhythm, change the current structure, function
and formation of self is very diverse. Rather than the
traditional way to understand the statement that a special
structure in the hierarchy of these individually to build
a unified theory of fundamental background that exists
through a hierarchical structure based on the theory
that expression of the systematic structure to expand.
As a guideline, the formation of structure and function
of these "evolutionary dynamics" catch and methods
have been vastly different to the (time-dependent way
Gintsuburugurandau way of effective action, a simple
renormalization of the rule, reaction-diffusion equations,
bifurcation analysis, volatility analysis, variational
method, dissipative structures and self-organization) to
describe in a unified way of effective action from the field
theory and the generalized first "spontaneous symmetry
breaking "or" Goldstone theorem "and trying to integrate
diversity as a general framework. Explained not only to
reproduce the behavior, especially physical commonalities
found across the different levels, to establish a physical
basis.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

力学系理論（２年前半）
：

Dynamical Systems (2 years early):

まず講義初日に、聴講者全員に参加してもらって、

First lecture on the first day, everyone got to

力学系周辺に関してテーマにしたいこと、進め方、

participate in the audience, you want around the

評価の方法、日程などを決めた。今年は少し予算を

theme of dynamical systems, and the method,

もらったので、学研の「大人の科学」など３０種類

evaluation method, and decided to schedule. This

以上の簡単な実験キットを購入し、聴講者が好きに

year I got a little budget, the Gakken Science “adults”

グループを作ってそれに関わるという試みを行った。

to buy a kit and more than 30 simple experiments

キットを作成することそのものは誰でもすぐできる

carried out on its attempt to create groups like the

が、今年の課題は、
「何でもいいので新しいことを発

audience. Itself to create a kit that anyone can now

見し、それを定量的に解明する」とした。

challenge this year, “and whatever I find something

たとえば、プラネタリウムキットでは、光源と

new, quantitative insights into it,” it said.

なる豆電球の示す実態と虚構、暗線の構造、パラメ

For example, a planetarium kit, reality and fiction

トリックスピーカーキットでは、超音波の示す非線

and that the light bulb, the structure of dark lines

形性とモジュレーション、など。

in Parametorikkusupikakitto is that the ultrasound

物理教室では２年生後期まで実験が始まらない

modulation and nonlinearity, and more.

ので、学生はそれまで主に理論の勉強をすることに

Physics experiments in the classroom to start late

なる。さらにまた高校では自身で実験をしたことが

because sophomore students will be studying until

ない学生が大半である。実験などを通して「実在」

then mainly theoretical. The majority of high school

に接しない限り、学生の本来の興味と物理学に対す

students also have never had their own experiments.

る意欲は減衰してしまう。この講義ではそのような

Through experiments and “real” unless Shinai to the

状況を打開するために、実験的要素しかも定められ

original interest and enthusiasm for physics students

た手順や目標が初めからはなく、自分で方向を決め

and they decay. This lecture is to overcome such

る形で進めることによって、本来の物理らしさとそ

situations, and goals from the beginning rather than

の楽しみを学生に体験してもらった。
（その他の科目

the standard procedure was only for experimental

も同様の趣旨を核とした。
）

factor by determining the way forward in their own
way, the students are fun and original Rashi I had an
experience. (Nucleus and the aims of other subjects
as well.)

◆研究計画
量子デコヒーレンス、マクロ不可逆性の究極の起源
不可逆性の起源、量子デコヒーレンスの起源、相転移が実際に進行する事実、量子測定により密度行列が純粋
状態に移行する起源、ひいては宇宙にあるすべての構造の起源は、一般化された有効作用の場の理論の元に、
同じ根源を持っている。ほとんどの構造の安定性は永続するものではなく、生物系・地球環境系・宇宙の構造
などで明らかなように、かろうじて準安定状態を、突然の変異を経ながら遍歴しているのかもしれない。この
変異を伴う遍歴を記述するという意味でこれは「進化の力学」である。ここから「全体系から、孤立した部分
系の切り出しが不可能」といった原理が積極的な形で確立するかもしれない。これらは、現在研究を進めてい
る凝縮物体の宇宙論や暗黒乱流理論からも自然に示唆されるものである。
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氏名： 森田

寛

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系／保健管理センター
職名： 教授
学位： 医学博士 ( 東京大学 1984)
専門分野： 内科学、アレルギー学、呼吸器病学
E-mail： morita.yutaka@ocha.ac.jp
URL： http://www.ocha.ac.jp/healthho/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

気管支喘息／気道炎症／マスト細胞／好塩基球／吸入ステロイド
bronchial asthma ／ airway inflammation ／ mast cell ／ basophil ／ inhaled steroid

◆研究内容

／

Research Pursuits

・気管支喘息の本態である気道炎症の発症機序を好塩

・to elucidate the role of mast cells and basophils in

基球、マスト細胞に焦点を当てて解明する。

the pathogenesis of airway inflammation in bronchial

・気管支喘息の治療法を研究する。

asthma
・to study asthma therapy
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

・生活科学部食物栄養学科の学生に「臨床医学総論」、 ・I lectured on pathology, and clinical medicine
「臨床医学各論論 ?」を講義した。

in Nutrition and Food Science, Faculty of Life and

・人間文化創成科学研究科ライフサイエンス専攻の学

Enviromental Sciences.

生に「健康医学特論」を、遺伝カウンセリングコー

・I lectured on common diseases, and anatomy in

スの学生に「解剖学」を講義した。

Life Sciences, Graduate School of Humanities and
Sciences.
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氏名： 森光

康次郎

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 准教授
学位： 博士（農学）（1992 名古屋大学）
専門分野： 食品機能化学、食品分析化学、食品有機化学
E-mail： morimitsu.yasujiro@ocha.ac.jp
URL： http://www.food.ocha.ac.jp/foodchem/foodchem.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

食品機能性成分に関する研究／食用植物中の機能性含硫成分／野菜の消費拡大を目指した応用研究／
ミャンマー果菜類に関する研究／酸化ストレスに関する基礎研究
Studies on Food Phytochemicals ／ Organosulfur Compounds in Edible Plants ／ Applied Studies on
the Crusifer Vegetables ／ Studies on Fruits and Vegetables from Myanmer ／ Fundermental Studies
on Oxidative Stress

◆主要業績										

総数（1）件

・Iwasaki, Y., Tanabe, M., Kayama, Y., Abe, M., Kashio, M., Koizumi, K., Okumura, Y., Morimitsu,
Y., Tominaga, M., Ozawa, Y., and Watanabe, T., “Miogadial and miogatrial with α,β-unsaturated
1,4-dialdehyde moieties-Novel and potent TRPA1 agonists” , Life Sci

◆研究内容

／

Research Pursuits

野菜を中心とした食品機能性成分を化学的に明らか

Chemistry and Biochemistry of the bioactive

にするとともに、その生理作用機構などを生化学的

compounds in foo d stuffs have been steadly

アプローチにて解析を行った。2009 年度はアブラナ

investigated. In 2009, studies on the crusifer

科野菜を中心に研究を進めた。特にダイコンの加工

vegetables, baby leaves and Allium vegetables were

品への応用やベビーリーフ、ニンニクに関する研究

achieved well.

について成果を蓄積できた。共同研究では香辛成分

Our research titles in 2009 were as follows:

に関する研究（ミャンマーなど）を継続して行った。

1. Chemistry and bioavailability of food

研究題目は以下の通りである。

phytochemicals.

1. 食品機能性成分とその生理機能に関する研究

2. The crucifer and the Allium vegatables:

2. アブラナ科野菜に関する加工及び機能性研究

constituents and functionality.

3. ミャンマー産食用植物の化学成分と機能性研究

3. Chemical and applied studies on the edible plants

4. 野菜利用拡大を目指した基礎と応用研究

in Myanmar.

5. 新野菜に関する共同研究

4. Basic and applied studies on vegetables for

( その他、共同研究等による研究題目は秘密保持のた

expanding the Japanese consumption.

め公開を全て省略する )

5. Studies on new resources of vegetables.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育においては、
「基礎有機化学」と「食品分析

From the fundermental subject “Fundermental

化学実験」という基盤科目から「食品機能論」や「卒

Organic Chemistry” to the special subjects

業研究」
などの専門科目までを網羅し担当した。また、

“Investigation for Undergraduates” were taught to

大学院教育では、
「食品機能学特論」と「食品分析化

undergraduates. Through the subjects “Chemistry

学特論」
（前期課程）
、
「食品生理機能学」
、
「食品生理

and Functionality for Food Factiors (master course)”

機能学演習」
（後期課程）を通し、一貫して食品の 成

and “Ideas of Food Functions (doctor corse)” , the

分と機能性に関する専門知識、最先端の研究内容 な

special knowledges and advanced scieces of this

どを教え、食と健康科学の社会的必要性とその専門

research area, were taught to the graduated students

性が要求されている現状を伝えた。

consistently. And I commented to the students that
the social necessity and requirement of high specialty
for this research area of food factors were also very
important.
At the experiment education, I taught and navigated
the

isolaton and identification of food factors from

edible plants, and how evaluation for functionalities
of food factors by using in vitro and in vivo methods.
Also, I have administered the common equipment
(MS, etc.) of this university for supporting students’’
experiments.

◆研究計画
1. 食のおいしさを第一義とし、食の健全性を重視した上での新たな機能性研究分野のさきがけ的研究を試みる
（つまり、おいしくて健康というイメージ）
。
2. 日本の野菜消費拡大を目指した野菜のおいしさ、成分化学的、そして生理機能的研究の展開と、実用化へ向
けての応用研究（地域農産物の振興や新食用素材の開発）。
3. ユニークな食品含硫成分の基盤的研究
4. においの生理機能研究
5. 酸化ストレスを介した生理機能性の二面性研究とその制御方法に関する基盤的研究

◆メッセージ
消費者庁が発足し、
「食の安全・安心」が依然注視されています。「健康一年生」( 丸善出版 ) という拙本をお
薦めします。また、日本の食料自給率低下や農産物の供給不安定や価格高騰など諸問題がジワジワと食生活を
苦しめ出しましたね。地球環境も心配かな？
まず、
「食情報」の真偽について、自らの手で科学的な研究をベースに調べてみませんか？

食べものの機

能性研究は、身近な話題だけあって面白い世界なんです (^^)。そして、正しい「食と健康」の在り方を勉強し
考えてみましょう。また、日本の農産物生産と消費の将来を科学研究を通して元気づける方法は存在すると思
っています。
とにかく、食品成分に関する研究を一生懸命にやってみたい人、また食べ物が大好きな人をお待ちしてまー
す。(^^)/
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氏名： 森山 新
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学博士（日本語教育学）、教育学修士（日本語教育学）
専門分野： 応用言語学
E-mail： moriyama.shin@ocha.ac.jp
URL： http://jsl.li.ocha.ac.jp/morishin1003/

◆研究キーワード

／

Keywords

応用言語学／言語習得／認知言語学／日本語教育学／第二言語教育
Applied Linguistics ／ Language Acquisiiton ／ Cognitive Linguistics ／ Japanese Language Education
／ Second Language Education

◆主要業績										

総数（6）件

・
「グローバル時代に求められる総合的日本語教育」『比較日本学教育研究センター研究年報』6、163169
・
「用法基盤モデルと第二言語としての日本語習得」『月刊言語』2009 年 10 月号、24-29
・
「教授法研究の活性化のために：認知言語学からの提言」『月刊日本語』2009 年 9 月号、66-69
・
「遺伝から使用へ：認知言語学は日本語教育のコペルニクスとなれるか？」『月刊日本語』2009 年 8
月号、74-77
・
「動詞・形容詞の否定形のインプットの頻度と習得との関係」『日本認知言語学会論文集』９、480487

◆研究内容

／

Research Pursuits

認知言語学的観点から、第二言語習得や第二言語教

1)I continued researches from cognitive linguistics

授法について模索した。また、認知言語学の観点か

perspective on second language azquisition and

らの日本語学習辞典の主幹として執筆した（2011 年

teaching.

刊行予定）
。さらに比較日本学教育研究センターの研

2)And I supervised a Japanese language dictionary

究プロジェクトとしてグローバル時代に求められる

for learners from cognitive linguistics perspective.

総合的日本語教育のあり方などを模索した。

3)I continued researches on the holistic education of
Japanese language in the global era.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

比較日本学教育研究センター長として、国際日本学

As a director of the Center for Comparative Japanese

シンポジウム、韓国、中国、台湾、英国、チェコ、

Studies, I held the international symposium on

フランス、アメリカ、ドイツ、日本の９大学合同の

Japanese studies and the international consortium on

国際日本学コンソーシアム、ヴァッサー大学での海

Japanese Studies with 9 graduate schools in Korea,

外教壇実習を行った。

China, Taiwan, England, Czech, US, France, German

またグローバル文化学環の教員として、世界７カ

and Japan.

国の大学と多文化多言語サイバーコンソーシアムを

I visited Vassar College in U.S. with our 5 graduate

結成、TV 会議を用いた遠隔共同授業を行った。

students and conducted the overseas teacher training

さらにグローバル教育センター教員として韓国の

of Japanese language and literature.

道徳女子大学の学生 15 名を招き、第 6 回日韓大学生

As a member of the faculty of the Global Studies

国際交流セミナーを実施した。

for Inter-Cultural Cooperation I conducted remote

留学生に対しては、日本語、日本事情において、
日本人学生との交流型授業を行ったり、ヴァッサー

joint-classes of Japanese language and culture with 7
universities in the world.

大学日本研修における日本語教育を企画した。

I, furthermore, invited 15 students and held “The
6th International Exchange Seminar for Japanese and
Korean Students” .
And I also held joint exchange classes of Japanese
language and culture for foreign students with
Japanese students. I also conducted
school

of

the

summer

Japanese language and culture for

Vassar College in the US.

◆研究計画
これまで継続してきた以下のプロジェクトをさらに発展させる予定である。
１）認知言語学的観点からの意味構造分析と日本語学習辞典の編纂（主幹）
２）認知言語学的観点からの教授法研究
３）グローバル時代に求められる文化を取り入れた総合的言語教育の模索

◆メッセージ
現在の言語教育に満足できないと考えている方、時代のニーズに応えうる新たな言語教授法や教材開発に関心
を持っている方はぜひ以下のサイトをご覧ください。
http://jsl.li.ocha.ac.jp/morishin1003/
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氏名： 矢島 知子
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 助教
学位： 博士（工学）（1997

東京工業大学）

専門分野： 有機化学／ Organic Chemistry
E-mail： yajima.tomoko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

有機化学／含フッ素有機化合物／ラジカル反応／アミノ酸
Organic Chemistry ／ Organofluorine Compounds ／ Radical Reaction ／ Amino Acid

◆主要業績										

総数（4）件

・Direct Racemic Mixture Synthesis of Fluorinated Amino Acids by Perfluoroalkyl Radical Addition
to Dehydroamino Acids Terminated by Asymmetric Protonation; Yajima, Tomoko; Tonoi, Takayuki;
Nagano, Hajime; Tomita, Yuichi; Mikami, Koichi; Eur.J. Org. Chem.,2
・Crystal structure of ethanolato-dibenzoylmethanato-(R,R-dibenzoylstilbenediamine)
-nitratonickel(II), Ni(C2H5OH)(C15H11O2)(C28H26N2)(NO3); Miyamoto, Keiko; Yajima, Tomoko;
Horn, Ernst; Fukuda, Yutaka; Zeitschrift fuer Kristallographie NCS, 2010, 225(1), 1
・パーフルオロアルキル基含有化合物の製造方法 &0d0a; 特願 2010-29042
・新規含フッ素アクリル酸エステル誘導体及びその製造方法 &0d0a; 特願 2010-29041&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

1. 光ラジカル付加反応による含フッ素化合物の合成法の開発
光ペルフルオロアルキル付加反応に関する研究を行い、様々な含フッ素化合物の合成を可能にしている。また、
この反応を利用した含フッ素アミノ酸の合成を行い、含フッ素プロリンを初めとするフッ素化アミノ酸の合成
法の開発を行っている。
２．立体選択的ラジカル付加反応の開発
ルイス酸、ルイス塩基を用いたラジカル付加反応の立体選択的合成法の開発および、その反応を利用した有用
化合物の合成を行っている。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

授業としては化学科 1 年生を対象とする化学実験の基礎についての基本化学実験、および 2,3 年生を対象と
する有機化学実験を担当した。また、1 年生の化学特別ゼミ、4 年生の化学演習の指導も行った。
研究では、４年生２名と修士３名の指導を行った。
他に全学の安全管理概論の一部を担当し、本学における安全管理体制、危険な化合物の取り扱いについての
講義を行った。

◆研究計画
光ペルフルオロアルキル化反応の開発では、この反応を用いた生理活性物質の合成、高分子化合物の合成を行
うことを予定している。また、反応の有効波長を明らかにし、新たな光源システムの開発を行う。
立体選択的ラジカル付加反応では、ルイス酸を用いた反応で、抗生物質クリンダマイシンの部分立体選択的合
成を行っている。また、ルイス塩基を用いたラジカル付加反応の立体制御についての検討を行う。
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氏名： 安田

次郎

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 博士（文学）（2002 東京大学）
専門分野： 日本史学、とくに中世の寺院史や社会史
E-mail： yasuda.tsuguo@ocha.ac.jp
URL： http://www.li.ocha.ac.jp/hum/yasuda.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

寺院／神社／都市／庶民
temple ／ shrine ／ town ／ common people

◆主要業績
・著書『寺社と芸能の中世』山川出版社、
・論文「おん祭の装束給」（『能と狂言』７）
・論文「室町殿の南都下向」（『文学』11 巻 1 号）

◆研究内容

／

Research Pursuits

前年度につづき、時代史や通史の叙述のための調査・研究をおこなった。また、おもに南都をフィールドとし
て前年度に開始した商人・職人や芸能者、身分などに関する調査・研究を、継続しておこなった。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

主として一年生を対象として行った「日本史入門講読」では、沖縄や対馬など、かつて両属的であった地域の
歴史を学んだ。
「英語で読む歴史」では、ハワイや米本土の日系人の第二次大戦に関する回想録をよみ、歴史を個人の視点か
らみるおもしろさや課題などについて学習した。
ゼミでは前年度にひきつづき、
『満済准后日記』を講読した。
大学院では、
『大乗院寺社雑事記』紙背文書の研究を継続した。

◆研究計画
ここ数年来行っている福智院家文書の翻刻・刊行を継続させ、成果を学界にひきつづき提供していく。これに
よって寺院権門としての興福寺や中世都市としての奈良の研究は、新しい段階へ進むことになるだろう。個人
的には、寺院と社会の関係について、あらためてまとまった考察を行う予定。
寺院や都市に関しては、共同研究に参加する用意がある

◆メッセージ
ひとが今までどのようにして生きてきたのかに興味があり、じっくり材料を集めるのが好きで、自分の頭で最
後まで考え抜くことができるひとを待っています。
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氏名： 安成

英樹

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学修士 (1990 東京大学 )
専門分野： 西洋史学、フランス近世国制史
E-mail： yasunari.hideki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

西洋史学／フランス近世史／国制史／官僚制

◆研究内容

／

Research Pursuits

フランス近世国制史の研究。とくに絶対王政期の官僚制度（官職売買制度）を中心とする権力構造や官僚組
織としての宮廷構造の解明、そこを舞台に展開する儀礼の分析を通じて、当時の統治システムとその有効性を
検討する。
具体的な研究課題としては、
１絶対王政期の官僚制の考究 ････ 国王権力の重要な柱である官僚制について、その二大類型たる官職保有者
と直轄官僚、この両者の特質を分析し、当時の社会に深く根を下ろしていた官職売買制度の実態に迫る。
２権力を補完するものとしての権威構造の解明 ････ 支配の実際の脆弱さを補うものとして、国王を主体に展
開された各種儀礼の具体的分析を行う。
平成 21 年度は、科研費基盤研究 (C)「絶対王政期フランスの宮廷構造研究」の最終年度に当たり、フランス
宮廷の宮廷役人に対するさまざまな角度からの検討を行った。また基盤 (B)「身分感覚の比較史的研究」( 研究
代表者：岸本美緒 ) の研究分担者として、フランス近世社会の身分意識、実際に当時の人々が感じていた身分
感覚についての研究を継続して行った。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部の特講では、昨年に引き続いて最新の社会史、とりわけ歴史人口学の成果をもとにフランス近世の民衆
( 農民 ) の日常生活をとりあつかった。歴史人口学の手法、そこからえられる知見をもとに、当時の農村社会
の構造、村の日常生活、食文化 ( パンと肉食 )、農村の歳時記 ( 祭礼や農事暦 ) などについて詳細に論じた。学
部の演習では、18 世紀フランスの啓蒙思想とその影響のもとに展開した政治・経済上の諸問題、それに対す
るブルボン王権の対応等についてさまざまに検討した。２年生対象の西洋史研究法では西洋史学史を論じ、後
半では歴史学の情報検索方法について IT ルームを利用して実践的な授業を行った。また全学年対象の西洋史
概説では昨年と同じく、パリとロンドンの比較史を協同で担当した。数年来継続しているフランス語テクスト
の輪読の授業を行った。大学院の演習では、昨年に引き続きル・ロワ・ラデュリの研究書をテクストにしてフ
ランス宮廷の位階秩序の分析を行った。また、学部４年生のなかで西洋史分野で卒論を書く学生 (9 名 ) につい
ての研究指導を行った。

◆研究計画
フランスの宮廷の構成メンバーの計量的分析を行うことでその集団的特質を析出し、当時の宮廷の果たして
いた社会的機能について検討する。また、従来からの官職保有者についてさらに研究の進展を図り、あわせて
絶対王政期の権力と権威の問題を深く掘り下げる。また、フランス近世社会の身分構造についての分析を平行
して行っていく予定である。

◆メッセージ
大学で学ぶ（ことのできる）歴史は、暗記中心の高校のそれとは違います。年号や固有名詞を覚えることに
あまり意味はありません。ある時代のさまざまな事件、あるいは社会そのものがどうして生成され、変容して
いくのか、自分のオリジナルなテーマを見つけてそのための材料 ( 史料 ) を集め、自分で考え、自分なりの解
を見出すものです。そのために、大学で歴史を勉強したい人には、できるだけたくさんの本（必ずしも歴史関
連のものに限りません）を読み漁ってほしいと思います。そのうえで、自分の取り組みたいテーマを見つけ出
せばいいのだと思います。したがって卒論は自由にテーマが選べます。やれるかどうかを含めアドヴァイスは
しますが、基本的に自分がなにを取りあげ、調べてみたいのかが重要なのです。
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氏名： 山田 眞二
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 工学博士 (1986

北海道大学）

専門分野： 有機化学、合成有機化学、構造有機化学
E-mail： yamada.shinji@ocha.ac.jp
URL： http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/yamadaHP/index.htm

◆研究キーワード

／

Keywords

カチオンーπ相互作用／有機光反応／分子配向制御／固相光反応／立体選択的反応
cation-pi interaction ／ organic photochemistry ／ controlling molecular orientation ／ solid-state
photochemistry ／ stereoselective synthesis

◆主要業績										

総数（3）件

・S. Yamada, Y. Nojiri, M. Sugawara, “[2+2] Photodimerization of (Z)-4-styrylpyridine through a cationpi interaction:formation of cis-cis-trans dimers” , Tetrahedron Letters, 2010, 51, 2533-2535.
・A. Shimizu, T. Mori, Y. Inoue, S. Yamada “Combined Experimental and Quantum Chemical
Investigation of Chiroptical Properties of Nicotineamide Derivatives” , Journal of Physical Chemistry
A. 2009, 113, 8754-8764.
・S. Yamada, Y. Takahashi, “Stereoselective synthesis of N,N-acetals by cyclization of an N-acyliminium
ion through interaction with an N-sufonyl group” , Tetrahedron Letters, 2009, 50, 5395-5398.

◆研究内容

／

Research Pursuits

カチオンーπ相互作用に基づく cis- スチルベン類の

Although irradiation of (Z)-styrylpyridines

[2+2] 光付加環化反応

generally results in isomerization to (E)-alkenes, we

cis- ス チ ル ベ ン 類 の 光 二 量 化 反 応 で は、 一 般 に

speculated that the [2+2] photodimerization of (Z)-

trans 体への異性化が進行するため、cis 体からの付

styrylpyridines would undergo through a cation-

加生成物はほとんど生成しない。本研究では、カチ

π interaction. We found that the cis-cis-trans

オンーπ相互作用が溶液中において分子配列制御に

cyclobutanes were produced by photodimerization

有効であることに着目し、cis- スチルベン類の光二量

of (Z)-4-styrylpyridine in 60% yield in the presence

化を達成できるものと考え検討したところ、従来見

of HCl. A catalytic amount of HCl plays a key role

られなかった cis-cis-trans 型生成物が得られることを

in enhancing the [2+2] photocyclization reactions

明らかにした。本生成物は、cis- スチルベン類の異性

between (Z)- and (E)-4-styrylpyridines to give r-cct

化により生成した trans 体と cis 体とのカチオンー π

and r-ctc cyclobutane dimers through a cation-π

相互作用に基づく [2+2] 光付加環化反応により生成し

interaction.

たものと考えられる。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部

[Organic reaction chemistry], [Synthetic organic

「反応有機化学」
、
「合成有機化学」の講義では、有機

chemistry].

化学の教科書「ブルース有機化学下巻」
、すなわち

In these classes, I lectured synthesis, reaction and

芳香族化合物、カルボニル化合物、アミン等の合成、

structure of organic compounds that have an oxygen

構造、反応、さらに Wooward-Hoffman 則について

containing functional group and amines and so on.

講義した。さらに、
「有機化学実験」では、基礎的な

[Expeliment of organic chemistry]

合成操作、分離精製、構造決定の方法について、実

Basic methods for organic synthesis, separation and

習と講義を行った。

purification methods were instructed.

大学院

[Organic stereochemistry]

「有機立体化学」では、有機化合物の立体化学の基礎

In this class, I lectured basic technical terms related

から立体選択的反応まで、最近のトピックスも含め

to stereochemistry, historical backgrounds of

て講義した。さらに、学生に立体化学に関連するテ

stereoselective synthesis, and modern synthetic

ーマを選択させ、最新の論文も含めた発表会と質疑

methods.

応答を行った。

◆研究計画
将来の研究計画・研究の展望
現在の主な研究テーマは以下の３つです。いずれも新しい有機分子の立体配座および分子配向の制御方法やシ
ステムを研究し、それを基盤とするものです。
１）カチオンーπ相互作用の利用
２）選択的 [2+2] 光付加環化反応の研究
３）新規固相有機反応
ほとんどの研究は基礎的なものですが、将来以下のような領域で役立つことを期待しています。
１）位置および立体選択的合成
２）新しい構造や性質を持った分子の創製
３）生理活性化合物の創製

◆メッセージ
私たちの身の回りをながめると、ほとんどのものは化学的に合成された化合物が関係していることに気が付く
でしょう。新しい化合物を創り出すことは、
「化学」の最も得意とすることの一つです。現在までに数千万の
化合物が合成されて来ましたが、その可能性は無限にあります。あなたも自分の手で、この世に存在しない分
子を創り出してみたいと思いませんか？

355

氏名： 山野

春子

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 助教
学位： 医学博士／ Doctor of Philosophy
専門分野： 病態生化学／ Pathologic biochemistry
E-mail： yamano.haruko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

食品機能性成分／腫瘍抑制遺伝子／血管新生／血管内皮増殖因子 (VEGF) ／ VEGF レセプターファミリ
ー
bioactive food components ／ tumor-suppressor gene ／ angiogenesis ／ vascular endothelial growth
factor(VEGF) ／ VEGF receptor(VEGFR) family

◆研究内容

／

Research Pursuits

生活科学部生活環境学科生活工学講座においては、
地球環境の悪化に伴って生じた様々な問題のなかで、
紫外線の影響で増加してきた皮膚障害の予防に関す
るテーマで研究を行ってきた。なかでも皮膚障害を
予防する目的で開発された様々な紫外線遮蔽加工製
品の効果について、生化学的手法による評価法の開
発を行った。
移動先である同学部食物栄養学科では、食品機能
性成分と腫瘍抑制に関するテーマを企画している。
日常の食生活で摂取している食品の中で、抗変異原
性や腫瘍抑制作用が報告されている食品機能性成分
について、血管新生に及ぼす影響を検討する。
血管新生はがんの増大や転移の重要な原因となり、
がん治療の大きな障害となっているため、ラット肝
臓の血管内皮培養細胞を用いて、血管新生を抑制す
る効果を持つ食品機能性成分を探索し、分子生物学
的手法により、作用機構を解明する。
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My research topic is the suppressive effect of
bioactive food components on angiogenesis.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部の教育については、
前期は「食品化学実験」、
「食

I instructed undergraduate in Food Processing and

品製造・保存学実験」
（いずれも食物栄養学科 3 年

Preservation Laboratory, Food Chemistry Laboratory,

生、39 名）の実験準備および指導補助を行い、提出

Food Microbiology Laboratory,

レポートの添削を分担した。後期は「分析化学実験」、

Analytical Chemistry, Practice in advanced nutrition

「食品微生物学実験」
（いずれも同学科 2 年生、40 名）

and Special Topics in Food Science and Nutrition as

の指導を行った。また、
「応用栄養学実習」
（同学科

research associate.

3 年生、39 名）の実験準備および指導補助を行った。
管理栄養士国家試験の模擬試験実施計画（同学科 4

I instructed graduate in Seminor in Food Processing
and Preservation as research associate.

年生は年 2 回、3 年生は年 1 回受験）の立案、企画
企業との交渉、試験場、試験監督者の手配等を行った。
所属研究室に在籍する 4 年生（3 名）に対しては、
「食
物栄養学輪講」での文献紹介、研究報告についての
ディスカッションを通して卒業論文の指導補助を行
った。
大学院の教育については、所属する研究室に在籍
す る 博 士 前 期 課 程 学 生（1 年 生 3 名、2 年 生 3 名 ）
に対して、
「食品加工貯蔵学演習」での文献紹介、研
究報告についてのディスカッションを通して修士論
文の指導補助を行った。卒・修論要旨集を作成し、
各発表会、審査会に出席して質疑応答を行った。

◆研究計画
がんの増大や転移の主要な原因である血管新生を抑制する、食品機能性成分を探索し、その作用機構を分子
生物学的に解析したいと考えている。
がんのみならず、生活習慣病の予防に効果がある食品機能性成分に関するテーマで、共同研究ができればと
考えている。

◆メッセージ
最近、食品関連分野の企業の求人票や大学および短期大学の食物学科の教員募集要項の資格欄に、「管理栄
養士資格を持つ者」と明記されている場合が多く見受けられます。
本学科は関東圏の国立大学法人として初めて、管理栄養士養成機関として認可された学科です。本学科で学
び、管理栄養士国家試験に合格して、卒業後は社会の幅広い分野で、その資格を生かして活躍されることを期
待しています。また、管理栄養士資格を取得したうえで大学院へ進学し、より高い能力を身につけ、企業や研
究所の研究員あるいは大学や短期大学の教員など、高い専門性を要求される分野でも指導的役割を担って、大
いに活躍されることを期待しています。

357

氏名： 山本 茂
所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 博士（保健学）
専門分野： 国際栄養学
E-mail： yamamoto.shigeru@ocha.ac.jp

◆主要業績
・山本茂 , 谷口裕美 , 猿倉薫子 , 曹筱琤 , 曾愛迪 , 竹市仁美 おやつと飲料の単糖・二糖類含有量 日本
栄養士会雑誌 52,22-25(2009)
・竹市仁美 , 脇川典子 , 谷口裕美 , 猿倉薫子 , 曹筱琤 , 曾愛迪 , 山本茂 市販製菓類の単糖・二糖類含有
量 日本栄養学雑誌 53,23-26(2009)
・垂水千恵 , 脇川典子 ,Hien Vu Thithu, 猿倉薫子 ,Andrea Wakita, 山本茂 若い女性における Ca 強化
7S 調整豆乳の Ca 生体利用効率に関する研究 大豆たん白研究 Vol.12,1-10(2009)
・Miki Tomoe, S Yamamoto et al.Clinical trial of glutamate for the improvement of nutiriton and health
in the elderly.International symposium on Olfactory and Taste, Ann. NY Academy Sci 1170, 82-86
(2009)
・大豆のすべて ,289-293,2010 サイエンスフォーラム : 東京
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◆メッセージ
日本人が世界一の長寿である背景として、食生活は最も重要なものでしょう。それ故、日本人の食生活と健康
の関係を、世界中の人たちに知ってもらいたいものです。ところが、日本人と同じように米を主食とする東南
アジアの人たちでさえ、日本の情報があまりに少なく欧米の情報に従っているのが現実です。私たちの研究室
では、多くの留学生を受け入れ、日本の食事と健康について学んでもらってきました。
また、日本人の学生には積極的に海外での研究に携わってもらい、外国を知り、日本の情報が発信できるよ
うな人材養成を心がけてきました。期待される活躍分野は JICA( 国際協力事業団 ) や国連諸機関（WHO, FAO,
UNICEF, 世界銀行 , 国連大学）などです。また、私たちは日本人の食生活と健康に精通することこそが、世界
的になる最も早道と考えており、それらについての研究も積極的に行っております。日本の、そして世界の栄
養界のリーダになるために私たちと一緒に学びませんか。
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氏名： 山本

直樹

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 理学博士（1976 東京都立大学）
専門分野： 植物生理学 , 植物分子細胞生物学
E-mail： yamamoto.naoki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

植物分子生物学／光形態形成／タンパク質の核輸送／クリプトクロム／遺伝子調節
plant molecular biology ／ photomorphogenesis ／ nucleocytoplasmic transport of protein ／
cryptochrome ／ gene regulation

◆主要業績
・クリプトクロム機能の細胞内分布制御が子葉の発達に及ぼす影響．日本植物学会第 73 回大会

◆研究内容

／

Research Pursuits

植物細胞が分化全能性を示すことは古くより知られ

The totipotency of plant cells has been elucidated,

ており、その細胞分化は光をはじめさまざまな環境

and the different iat ion of plant cells is also

要因の影響を受けている。私は、この光環境が細胞

regulated by the environmental conditions such as

分化に及ぼす影響を分子細胞生物学的に明らかにす

light. As about 30,000 genes has been shown in

ることを研究の最終目的において研究をすすめてい

a plant nucleus by genome research projects, the

る。ゲノム研究により植物細胞の核には約３万個の

differentiation of plant cells might be interpreted

遺伝子があることがわかった現在、細胞分化の調節

as the total results from regulation of each gene

を３万個の遺伝子をもつ細胞核における遺伝子調節

member. During cell differentiation process, various

と言い換えることができる。遺伝子調節はタンパク

kinds of proteins will be imported into nucleus and

質によりなされるのであるから、光などの環境変化

exported from nucleus and each gene is regulated

に応じて、細胞質から核へ、逆に核から細胞質へ、

in a specific manner. To elucidate mechanisms of

転写因子をはじめさまざまなタンパク質が輸送され

light responsiveness of plants, our research has

るはずであり、事実、それが確認されている。この

been carried out intensively under the following two

ような中にあって私の研究は、(1) 植物細胞のタンパ

projects, (1) molecular mechanism on nuclear import

ク質の核輸送の分子機構の解明と (2) 青色光受容体ク

and export of proteins in plant cells, and (2) shuttling

リプトクロムの核内外のシャトルリング機構、の二

mechanism of blue light receptor cryptochrome

つのテーマの下で行われている。

between cytoplasm and nucleus.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

私の教育活動は、大きく３つのカテゴリーに分けて

(1) “Science of Life” as liberal arts. In this class, GM

考えることができる。すなわち、(1) コア科目

文理

plants are taken up as a main topic in human life.

融合リベラルアーツでは、 生命と環境１ 「生命の

Thinking of GM plants is leaded to understanding of

科学」を、(2) 理学部生物学科の専門教育では「植物

genome, gene, and DNA in basic biology.

生理学 ?」
、
「同実習」
、｢ 遺伝子工学」等を担当して

(2) “Plant Physiology (obligatory subject)” and

いる。また，(3) 大学院教育では、
「植物分子細胞生

“Plant Developmental Biology (optional subject)”

物学」及び「同演習」を担当している。

in the Biology Course of Faculty of Science. In

私は「生命の科学」の半分を担当しており、生活の

these classes, some main events in plant life such

中の話題として組換え植物を取り上げ、教養教育と

as embryogenesis, seed germination, growth,

して DNA、遺伝子、ゲノムの理解へ導くことを目標

development, flowering, and death are explained

においている。

from view points of molecular and cellular biology.

生物学科の専門教育では、植物の胚発生から死まで

(3) “Plant Molecular and Cellular Biology” in

の個体発生のさまざまな段階でおこる現象を取り上

Life Science Division of Graduate School. Light

げ、遺伝子、遺伝子調節、細胞分化などの切り口で

responsiveness of plant cells is discussed in the

分子細胞生物学的な理解へ導くことを目標において

molecular and cellular levels. Molecular mechanism

いる。大学院教育においては、この方針を高度化し

on nuclear import and export of proteins is also

たものと位置づけ、研究者養成を目標においている

introduced for the understanding the gene regulation
in the nucleus of plant cells.

◆研究計画
植物が環境条件の変化に敏感に反応する様、とりわけ光環境応答は感動的ですらある。環境応答機構に関する
遺伝子研究やゲノム研究は目覚しく発達してきたが、細胞核に注目し遺伝子調節の主役を演ずる転写因子等の
核タンパク質の核内輸送・核外輸送の分子機構研究は十分ではない。植物細胞の光環境応答に関する研究にタ
ンパク質の核輸送の視点を導入し、新たな展開を図りたいと考えている。
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氏名： 山本

秀行

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 教授
学位： 文学修士 (1972 東京大学 )
専門分野： 西洋史学、ドイツ現代史、ヨーロッパ近代社会史
E-mail： rekishi@cc.ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

ナチズム／第三帝国／植民地／ナショナル・アイデンティティ／社会史
nazism ／ Third Reich ／ colonialism ／ national identity ／ social history

◆主要業績
・翻訳と解説 Stefan-Ludwig Hoffmann『市民結社と民主主義』（岩波書店、2009 年 3 月）
・単著論文 「野蛮なゲルマン人はどのようにして清潔なドイツ人になったか」
『史艸 』
（日本女子大学）
50,2009 年 12 月 139-155

◆研究内容

／

Research Pursuits

ここしばらくは、ナチズムとドイツ第三帝国の諸問題を、複数の人種プロジェクトという観点からとらえなお
すことを課題としている。
今年度これと関連して、ドイツ史やヨーロッパの歴史を 16、18 世紀まで遡って、再検討する作業もすすめた。
１．自発的アソシエーションに注目して、18 世紀から 20 世紀はじめまでの西洋史をとらえなおす作業の一環
として、Stefan-Ludwig Hoffmann の『Civil Society』の翻訳し、岩波書店より『市民結社と民主主義』という
タイトルで出版した。
２．
「植民地なき国の植民地主義」研究と関連し、ドイツのナショナル・アイデンティティ形成について考えた。
その一部は、
「野蛮なゲルマン人はどのようにして清潔なドイツ人になったか」（『史艸 』（日本女子大学）50,
139-155）として発表した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部教育では、学生の文献検索、プレゼンテーションおよびレポート作成の能力育成に力を入れた。外国史論
文講読、比較社会史、西洋史講読などの授業がこれにあたる。比較社会史では、他者とのかかわりから見る（見
えてくる）歴史」というテーマでの授業とコーディネーターをつとめた。
西洋政治史演習では、1941 年のナチス・ドイツによるソ連侵攻とその戦争目的の策定にかかわる文献・史料
をとりあげ具体的に検討した。西洋史特殊講義では、「清潔」というキーワードに注目して、ドイツ史、とく
にナチズムの特徴にづいて考えた。
大学院では、西洋近現代史における「他者」にかかわる言説や、社会文化、政策などについて特論と演習をお
こない、院生の論文指導にあたった。また、比較社会文化学総論では、「ドイツのナショナル・アイデンティ
ティの形成とその歴史的展開」というテーマでの講義をおこなった。

◆研究計画
ナチス・ドイツの人種プロジェクトについては多岐にわたり、現在は複数の系列について、それぞれ史料と文
献を収集し、調査している。またナチズム研究と東欧占領政策、植民地研究を統合した研究テーマを発展させ
ることも大きな課題である。

◆メッセージ
お茶大で学ぶ歴史学のいいところは、暗記物ではないことです。
見えないものを、見えるようにすること、そのために、いろいろ工夫することが、歴史学の醍醐味のひとつです。
また、西洋史のスタッフには、ドイツ近現代史の僕のほかに、イギリス中世史の新井先生と、フランス近世史
の安成先生がおります。お二人とも、いやといえない性格で、面倒見のよさには定評があります。３人のスタ
ッフと３、４年生全員が参加する卒論指導のゼミは、毎回議論に花が咲き、時間を忘れる楽しいものです。４
年生にとってはどうだかわかりませんが。ゼミのあと、近くのレストランで、ワインやビールかこんで、ひと
息つくのも恒例となっています。
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氏名： 由良

敬

所属： 人間文化創成科学研究科先端融合系／生命情報学教育研究センター
職名： 教授
学位： 博士（理学）／ PhD
専門分野： 計算生物学／ Computational Biology
E-mail： yura.kei@ocha.ac.jp
URL： http://cib.cf.ocha.ac.jp/yuralab/index.html

◆研究キーワード

／

Keywords

計算生物学／構造バイオインフォマティクス／生物物理学／タンパク質立体構造科学／分子進化学
Computational Biology ／ Structural Bioinformatics ／ Biophysics ／ Protein Structure Science ／
Molecular Evolution

◆主要業績										

総数（6）件

・Yura, K., Sulaiman, S., Hatta, Y., Shionyu, M., Go, M. (2009) RESOPS: A database for analyzing
the correspondence of RNA editing sites to protein three-dimensional structures. Plant and Cell
Physiology, 50 (11), 1865-1873.
・Yura, K., Hayward, S. (2009) The interwinding nature of protein-protein interfaces and its implication
for protein complex formation. Bioinformatics, 25(23), 3108-3113.
・倭 剛久、西岡宏任、由良 敬 (2009) 理論計算＋生命情報学で初めて見出された活性部位の機能性
残基 ? ＤＮＡ補修酵素の場合 ?、 生物物理 , 49(4), 196-197.
・由良 敬、塩生真史、藤 博幸 (2009) 構造バイオインフォマティクス、 蛋白質核酸酵素 (PNE) , 増
刊号『融合発展する構造生物学とケミカルバイオロジーの最前線』, 54(12), 1535-1541.
・由良 敬 (2010)「タンパク質の構造から機能を推定する：構造バイオインフォマティクス」、化学と
生物 , 48(1), 43-50.

◆研究内容

／

Research Pursuits

当該研究者はコンピュータが持つ計算力と無限の想

This researcher is approaching the following

像力を用いて、以下のテーマの研究（Computational

topics based on the computation power and his

Biology）を展開しています；真核生物の転写後ＲＮ

imagination power;Mechanisms of RNA modification

Ａ修飾機構（スプライシング、ＲＮＡエディティン

in Eukaryotes

グ）
、Deinococcus 属がもつ放射線抵抗性機構の解明、

(splicing and RNA editing), Elucidation of radiation

高精度ホモロジーモデリング法とモデル構造データ

resistance mechanisms of Deinococcus genus,

ベースの開発、電子顕微鏡単粒子解析像からの原子

Comparative modeling and protein structure

分解能超分子構造導出法開発、生体高分子間相互作

database, Deduction of high resolution molecule

用部位と相互作用構造推定法の開発、ＤＮＡ修復関

structure out of electron microscopy images,

連タンパク質のデータベース開発、タンパク質の構

Prediction of biomolecules’’ interfaces, Development

造からタンパク質の機能を推定する方法の開発など

of DNA repair protein database, Prediction of protein
biological function out of its 3D structure

364

◆教育内容

／

Educational Pursuits

過去１０年間に、ヒトをはじめ様々な生物のゲノ

Genome sequences of major species were read

ムすべてを読み取ることができるようになりました。

in the past ten years and we are facing with

これらの分子生物データを解析・解釈することで、

a v a s t a m o u n t o f n u c l e o t i d e s e q u e n c e d ata.

生命現象の理解が大きく進歩するはずです。当該教

T h e d a t a m a y c o n t a i n w h o l e i n f o r m a t i o n to

員が担当する「生命情報学」はこれら大量データを

understand biological phenomena, but we cannot

解析するために、物理学、化学や情報科学を生命科

decipher the sequences. This staff is in charge of

学に導入して生まれてきた学問です。当該教員は、

"Computational/Informational Biology" and gives

生命情報学の歴史、生命情報学が扱うデータの概要、

lectures related to the technology for deciphering

生命情報の解析方法、および生命を情報からとらえ

genome sequences and new knowledge obtained

たときにどのようなことがわかるのかを学部と大学

by the technology. Specifically this staff lectures

院で教育しています。担当授業においては、いずれ

history of computational biology, Data structure in

も予備知識は必要としていません。必要な物理学、

bioinformatics, Computational methods to deduce

化学、情報科学は、授業内でできるだけ説明するよ

information from data, and New understanding

うにします。

gained from new analyses.

これらの授業で基礎を身につけた学生のうち、さ

"Computat ional/Informat ional Biolog y" is an

らに興味がある学生は当該教員の指導の元で特別研

interdisciplinary field based on biology, physics,

究（卒業研究・博士論文研究）ができます。当該教

chemistry and information science, but all the

員の研究室は理学部共同設置ですので、どの学科に

required knowledge is lectured in the classes.

所属している学生であっても卒業研究ができます。

Students interested in this field can start her own
graduation/PhD thesis project in the lab of this staff.
The lab of this staff directly belongs to School of
Science and a student belonging to any department
can be a member of this lab.

◆研究計画
現在の研究は、細胞内の遺伝情報伝達形式の各ステップを明らかにするためにすすめている。これらがある程
度わかるようになれば、細胞全体で遺伝情報が物理的にどのように実体化するのかを見ることができるように
なるはずです。コンピュータ内での細胞再構成も不可能ではないと夢見ている。タンパク質がどのようにして
DNA から mRNA の情報を抽出するのか？タンパク質がどのようにして RNA を加工するのか？などが明らかに
なることは、それらのタンパク質をどのように（どのような低分子で）制御することができるかを見いだす研
究とも直結している。基礎的な構造バイオインフォマティクス、およびこのような応用の側面における共同研
究は大歓迎である。

◆メッセージ
Natural phenomenon is not separated based on the intellectual disciplines. The current intellectual disciplines
(physics, chemistry, biology, mathematics, ...) are based just on arbitrary boundaries set by ancient people.
New people working in the interdisciplinary fields are now in high demand who can decipher questions not
solved by the old disciplines. To adapt to the coming era, we are required to have a solid background in one
of the old disciplines and understand others. Study hard in one of the classic fields you are good at and always
have keen interest in other fields. Good luck.
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氏名： 吉田

惠子

所属： 学生支援センター
職名： 講師
学位： 修士（家政学）／ MSc
専門分野： 学生相談・心理教育的支援・キャリアカウンセリング・ワークショップ型介入・MBTI
		

Student counseling/psychoeducational support/career counseling/work shop/Myers-briggs Type Indicator

E-mail： yoshida.keiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

学生相談／心理教育的支援のありかた／キャリアカウンセリング／ワークショップ型介入／ MBTI
student counseling ／ psychoeducational support ／ career counseling ／ work shop ／ Myers-Briggs
Type Indicator

◆主要業績										

総数（1）件

・学会発表 &0d0a; 吉田恵子 2010&0d0a;「就活支援で学生の自信を育む実践報告（１）? 国際規格
の性格検査 MBTI を活用してー」&0d0a; 日本学生相談学会第 28 回大会 岩手大学

◆研究内容

／

Research Pursuits

教育の一環としての学生支援・学生相談を考えている。学生相談室での、相談活動の質を向上し、多様化した
学生のニーズに幅広くより適切に応えるために様々な手法を研究している。相談者のプライバシーに対する配
慮から相談活動の内容に関する事例研究は、困難が伴う。しかし、アカデミックな環境や経験から学生が利益
を得るために、潜在的能力を最大にするための発達的ニーズに焦点を当てた介入型ワークショップを企画、実
施し、参加者に対する満足度および効果については調査・研究を行っている。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

４月に CMI(Cornell Medical Index) 健康調査を新入生に実施し、希望者に結果のフィードバックを行い、ここ
ろと身体に関する啓蒙・予防的働きかけを行った。学部生・院生などにインテーク面接を行い、多様化した学
生たちへの個別ニーズにきめ細やかな対応をした。インテーク面接の結果、引き続き個人相談及びカウンセリ
ングを実施し、保健管理センター・学内相談機関及び外部医療機関にリファーしたケースのフォローアップも
行った。問題別対応の仕方を示したﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し配布して、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ全般に対する意識向上を目指した。
さらに心理検査を用いた自己理解、他者理解を深めるワークショップ、インプロなど自己表現力や対人スキル
を高めるワークショップ・国際規格の性格検査を用いた進路選択を考える手がかりにするためのキャリア支援
ワークショップ、ヨガなど健康増進的・予防的支援ワークショップを企画・実施し、アンケート調査を行った。
新たに学生の安全教育の一環として護身術のワークショップも実施した。

◆研究計画
個別相談の充実および健康増進的支援をさらに発展させることを目指す。特に以下の領域における援助の充実
をはかる。
? 個別ﾆｰｽﾞに応える相談と連携：多様化した学生への個別ﾆｰｽﾞに応え、特に、教職員と保護者との連携が密に
なるように取り組む。教員との連携による不登校生徒や引きこもりなどの学生への対応、問題行動を起こす学
生の対応のための学内連携が密になるように取り組む。問題別対応の仕方を示したﾘｰﾌﾚｯﾄの作成と配布を充実
させﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ全般に対するさらなる意識向上を目指す。
? ｷｬﾘｱに関する心理教育的支援：ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞにおける自己分析ﾂｰﾙとして、現在、欧米諸国でﾃﾞｨﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ
ﾞとなっている国際規格の性格検査である MBTI を用いたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを企画し、包括的な心理教育的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをよ
り充実発展させる。健康増進的支援に関しては、今後もヨガ体験などを取り入れた心身一体型のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟも継
続し、言語を媒介にした支援に加えて身体的な活動を好む学生にも学生相談室の利用を促す。また、これらの
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実践的研究を行う。

◆メッセージ
お茶大には、皆さんが充実した学生生活をおくることができるようにサポートする機関の一つに学生相談室が
あります。学生生活・進路・ご自分のことで、問題や悩み、心配事があれば、お気軽にご相談ください。ま
た、いろいろなグループワークも企画しております。例えば、｢ 自分の強みを知りたい」「自分にはどんな能力
や関心があるのか詳しく知りたい。
」
「自分に向いている仕事を知りたい。」「自分の性格について理解したい。
」
「コミュニケーション能力を向上させたい。
」などのテーマのワークショップです。昼休みや授業に支障のない
時間帯に行っておりますので、どうぞお気軽に参加してください。特にお勧めはｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞにおける自己分
析ﾂｰﾙとして、現在、欧米諸国で最も信頼されている国際規格の性格検査である MBTI を用いたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟです。
さらに心と身体のバランスを取るのに役立つヨガ体験など健康増進のためのワークショップも企画しておりま
すので、これも是非体験してみてください。学生相談室では、皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりま
す
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氏名： 吉田

裕亮

所属： 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名： 教授
学位： 工学博士
専門分野： 非可換解析学
E-mail： yoshida.hiroaki@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

大域解析学／作用素環論／非可換確率論／変形量子化
Global Analysis ／ Operator Algebra ／ Non-commutative probability ／ Deformed quantization

◆主要業績										

総数（2）件

・
「国際会議発表」Hiroaki Yoshida, Linked partitions and deformed Meixner laws, 12th WORKSHOP:
NON-COMMUTATIVE HARMONIC ANALYSIS, Polish Academy of Sciences, Aug. 2009, Bedlewo,
Poland.
・
「コロキュム講演」Hiroaki Yoshida, Remarks on the free analogues of relative entropy and of mutual
information, Von Neumann Seminar at BME, Nov. 2009, Budapest, Hungary.

◆研究内容

／

Research Pursuits

変形自由確率論で重要な役割を果たす非交叉分割上

I have investigated the enumerations of some

の分割統計の数え上げに関する研究を組合せ論的視

stat ist ics on non-crossing part it ions from a

点からの研究を共に行った . 特に , 分割ブロックの要

combinatorial point of view. Concerning with this

素数の奇遇および内部的か否か , に着目しそれぞれの

study, the generating function of the deformed

分割統計に関して Meixner 分布の母関数を厳密に決

Neixner distribution was given in term of the some

定した . 自由確率論に関しては , 自由乗法的合成積の

set partition statistics, explicitly. The free analogue

組合せ論的解釈、非交叉絡み有分割と乗法的半不変

of Fisher information distance was also investigated.

量－積率公式に関する研究をおこなった .
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

大学院では前期課程の学生に関しては２名のＭ２学

At the seminar for the Maters degree program, I

生の修論指導を行った。修士論文の結果は情報処理

have supervised two graduate students. The results

学会のＭＰＳ研究会で発表を行い関連研究者からも

of their studies were presented at MPS workshop

高い評価を得ている。講義に関しては、受講学生と

of the Information Processing Society of Japan. The

コミュニケーションを取りながら、学生の理解度な

results have been highly evaluated by the related

らびに習熟度を把握しながら効果的な授業を展開す

researchers. In the classroom of the lectures, I have

るように努めた。

tried to keep communications with the students
and to proceed lectures as effectively as possible by
checking understandings and achievements of the
audiences.

◆メッセージ
「数学や理科がキライ」って言う人は、いつの時代にもいます。そして、「数学や理科が好き」って人もまたそ
うです。最近は、
「キライだ」っていう高校生が増えたと言われています。しかし、最近の高校生の方が、よ
り多くの理科や数学、延いては自然科学の基礎理論の恩恵に与っています。カメラ付きＧＰＳ携帯電話や無線
ネット端末が当たり前のように街で使われています。これら科学技術は自然科学の基礎理論の結晶とも言える
でしょう。理科や数学がキライな人は、これら自然科学の理論の塊で出来たものは見るのもイヤでしょうか？
実は、科学には我々をもっとワクワクさせるような楽しみがいっぱいあるのではないかと思っております。是
非、次世代のワクワクのために、自然科学を志してください。
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氏名： 吉田 真明
所属： お茶大アカデミック・プロダクション
職名： 特任リサーチフェロー
学位： 理学博士／ Ph.D
専門分野：
E-mail： yoshida.masaaki@ocha.ac.jp
URL： http://whelix.info/yoshida

◆研究キーワード

／

Keywords

頭足類／眼の形態進化／生命情報
Cephalopod ／ Evolution of eye structure ／ Bioinformatics

◆主要業績										

総数（1）件

・Masa-aki Yoshida, Shuichi Shigeno, Kazuhiko Tsuneki, Hidetaka Furuya.
Squid vascular EGF receptor: a shared molecular signature in the convergent evolution of closed
circulatory systems. Evolution & Development. 12(1): 25-33. (2010)

◆研究内容

／

Research Pursuits

眼は動物の進化において独立に複数回獲得され、系

To study diversification mechanisms of the eye,

統によって様々な形態が存在する。一方で、眼の形

we used molluscs in which various types of eyes

態形成において Pax-6 に代表されるように動物間で

including the camera eye, the compound eye, the
mirror eye, and the cup eye, evolved in one lineage.

保存されたマスター遺伝子が存在し共通の遺伝子が

Especially we took notice of the camera eye of the

見られる。いかなる遺伝子ネットワークの変化が形

cephalopods since its structure is very similar to

態的多様性に関与したかについて、未だ分かってい

that of the vertebrate. We compare gene expression

ることは少ない。そこで我々は眼の形態多様化に関
与した遺伝子を同定するため、カメラ眼をもつイカ・
タコ、ピンホール眼をもつオウムガイ、およびミラ

profiles of cephalopod camera eye with non-camera
eye molluscs using microarray analysis. We first
obtained genes by constructing full-length cDNA

ー眼をもつホタテから眼に発現する遺伝子の cDNA

libraries of the octopus, squid, Nautilus from the

library を作成し、配列決定を行った。これらの配列

cephalopods and Pecten from the bivalves. We

を種々の database と相同性検索を行い、各動物にお

then developed the inter-species array that cover

ける保存性、機能推定を行った。また、これらの配

the genes related to the development, the function

列をもとにマイクロアレイを設計し、それぞれの動

and the structure of molluscan eyes, and can detect

物の眼において共通して発現する遺伝子を同定した。

differential gene expressions among species by

その結果、頭足類のカメラ眼特異的な 2,893 遺伝子

hybridizing various samples to the array.
We found that 2,893 genes are expressed in the

を同定し、さらなる機能発現解析を行っている。

squid embryonic eye but not in the eyes of Nautilus
and Pecten. Only 269/2,893 (9.3%) genes were
adult-specific expression in the pygmy squid. Among
them 634 genes are commonly observed in gene
expression databases of vertebrate eye and retina.
Here we could provide a platform and database for
searching candidate genes involved in the cameraeye acquisition. Further experiments are in progress
to perform functional analyses of the candidate
genes and regulatory network prediction.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

研究室に所属する学生の分生生物学的実験の指導。

Research guidance for students in Department of

また遺伝子情報の情報学的解析の補佐、指導。生命

Biology, Faculty of Science. Supportive activities for

情報学研究センターの研究セミナーへの参加。

Bioinformatics analysis.

◆研究計画
現在頭足類を中心に行っている眼の進化解析を他の軟体動物に応用することで、ホタテに見られるミラー眼、
イソアワモチの多重光受容系、またフネガイの複眼などの眼の形態に関与したゲノム変化について明らかにし
ていきたいと考えている。これの結果を複合することで眼の形態進化における遺伝子メカニズムを明らかにで
きると期待される。得られた遺伝子のうち、汎動物的に存在するものは解析の容易なモデル動物を利用してさ
らに機能解析を行う。また軟体動物独自の遺伝子についてはヒメイカなどの新モデル系の開発を行う。
また、本研究で用いている動物間の発現遺伝子比較法は、他の動物においても適応可能な汎用性の高い手法で
ある。本方法を応用することで、動物の組織を特徴づける遺伝子の発現比較や、種分化の過程でおこったゲノ
ム変化などの大規模比較が可能となる。実際、家禽や魚類の品種間におけるゲノム比較について共同研究を行
っている。

◆メッセージ
様々な生物はそれぞれの生活環境に適応してその体を変化させています。その設計図である遺伝子はそれぞれ
の動物の生き方に合わせて順次改良されていると考えられます。しかし、一方でヒトとハエに共通な眼の形成
遺伝子や体づくりの遺伝子（Pax-6 や Hox 遺伝子群）が発見され、多くの遺伝子で全動物に共通なものが見つ
かっています。それでは、生き物の多様性というのは遺伝子のどのような変化に起因するでしょうか。我々は
動物の形態進化と遺伝子に注目して研究を行っています。この方法で古典的な解剖学、行動、および系統とい
った動物学的な知識を引継ぎ、温故知新の精神で研究を発展させることができると考えています。これまでに
も線虫やイカ、アメフラシといった、一見ヒトとは縁遠い生き物研究からノーベル賞医学生理学賞につながる
一般性の高い研究が生まれています。我々の研究が直接・間接を問わず、生物学の理解に貢献できると考えて
います。

371

氏名： 米田 俊彦
所属： 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名： 教授
学位： 教育学博士（1989

東京大学）

専門分野： 日本教育史（教育制度・政策史）
E-mail： yoneda.toshihiko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

教育法制史／定時制高校
history of law on education ／ part-time high school

◆主要業績										

総数（3）件

・米田俊彦『近代日本教育関係法令体系』（港の人、2009 年 9 月）
・古沢常雄・米田俊彦編『教育史』（学文社、教師教育テキストシリーズ第 3 巻、2009 年 10 月）

◆研究内容

／

Research Pursuits

これまで 10 年ほどかけて編纂してきた『近代日

I published “System of laws and ordinances in

本教育関係法令体系』を刊行することができました。

modern Japan” . I collected and classified laws and

大日本帝国憲法・各学校令制定前後から日本国憲法・

ordinances promulgated in the period from the end

教育基本法制定前後までの旧教育法を、一部抄録と

of 19 century to the end of the World War ?.I want

しつつ、主要なものの改廃を含め、すべて収録して、

to explicate the structure and nature of system of

分類・体系化したものを編集しています。来年度中

education law in modern Japan.

に刊行の予定です。近代日本の教育法体系の構造や

I am investigation part-time high school in rural

本質を明らかにすることを目的としています。

district established after World War ?.

一方で、戦後教育史、とりわけ農村地域に多数展
開し、1960 年代にほとんど消滅した定時制高等学校
（分校）の研究を、長野県を事例に進めています。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部・大学院のいずれにおいても教育史、教育制度

I am teaching subjects about the history of education

論などの授業を担当しています。専攻科目のほかに

or the system of education in the faculty and the

教職課程の授業も行っています。担当した卒業論文

graduate school. I teach subjects of teacher-training

の題目は「幼保一元化論の歴史的展開」
（2008 年）、
「公

course, too. I led students who wrote graduation

立学校という枠組みの中でのコミュニティ・スクー

theses “The Historical Changes of the Argument on

ルのあり方」
「幼稚園教員養成の歴史」
「母親に対す

Unification of the Education in Kindergarden and the

るまなざしの変容 ?「教育ママ」関連記事の分析から

Nurture of Day Nursery” (in 2008), “The community

?」
「養護教諭が行う性教育」
（2009 年）
、修士論文の

School as Public School” , “The History of Training

題目は「戦後教員養成の二年課程の考察」
（2008 年）、

for Teachers of Kindergarden” , “The Change of

「戦前日本における幼稚園・保育所の普及と地域差の

Eyes th Mothers :through the analysis of articles of

実態 ? 石川県を事例として ?」
（2009 年）でした。

newspaper on ‘Kyoiku-mama’ , “The Sex Education
by Nursing Teachers” (in 2009) , and a master''s
theses “the 2 years’ training course of teachers in
post World War ?” (in 2008) , "Real State of the
Spread of kindergarten and day nursary and its
variations among differnt areas(in 2009) .

◆研究計画
戦後の定時制高校の研究は、財団法人野間教育研究所における共同研究として、また同時に本学のグローバル
ＣＯＥ拠点にかかる研究として、少しずつ成果を論文にしていく予定です。

◆メッセージ
教育史は、古いことを覚える学問ではなく、過去の経緯の中に、現代と将来の教育を考えるポイントを見い
だす研究です。経緯や流れの中に本質が潜んでいることは意外にたくさんあります。
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氏名： 米田 みたか
所属： グローバル教育センター
職名： 講師
学位： 博士（教育学）
専門分野： 英語教育
E-mail： yoneda.mitaka@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

英語教育／英語教授法／特定の目的のための英語／共同学習
English Language Education ／ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ／ ESP
(English for Specific Purposes) ／ Cooperative Learning

◆主要業績
・ビジネスにおける英語の使用状況についての考察－シンガポール在住日本人の面接調査の結果から
・在シンガポール日本人子女に対する小中高の英語教育について

◆研究内容

／

Research Pursuits

1. シンガポール在住日本人駐在員の英語使用状況と

1. I carried out and wrote up two research studies

シンガポール在住日本人子女の小学、中学、高校に

on Japanese people living in Singapore: one was

おける英語教育についてまとめた。

regarding how expatriates working in Singapore

2. 共同学習が授業で機能するための研究を行った。

use English for business; the other was about what

特に英語の４技能を単独ではなく、２技能を組み合

kind of English language education Japanese pupils,

わせて指導する際の効果的な方法を考察した。

from elementary school to senior high school, are
receiving in Singapore.
2. I have looked into how cooperative learning could
function in class. I have also looked into what kinds
of methods would bring about effective language
learning, including cooperative learning, when
teaching two or more combined English skills in
class.
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

１．コア科目英語（基礎英語、中級英語、総合英語等）

1. I taught core English courses, such as Basic

を担当、学生の積極的な発言を促す授業を心がけて

English for freshmen and Intermediate English for

いる。

sophomores, as well as other classes in an attempt

２．英語学習相談室で学生の自習方法の相談・指導

to foster students who can express their ideas in a

を行っている。

proactive way in class.
2. In the English language consultation room, I
consulted and instructed students on how they could
continue to study English on their own to achieve the
goals they had previously established.

◆研究計画
共同学習の効果的な使用方法と、英語の２技能を組み合わせて指導する際にどのような方法が効果的な言語学
習を促すことができるのかについて引き続き考察していきたい。
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氏名： 頼住 光子
所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 博士（文学）（1994

東京大学）／ Ph.D.in Literature

専門分野： 日本倫理思想史、仏教思想、比較思想、宗教哲学
E-mail： yorizumi.mitsuko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

道元／親鸞／比較思想／正法眼蔵／仏性
Dogen ／ Shinran ／ Comparative Thought ／ Shobogenzo ／ Budda Nature

◆主要業績										

総数（9）件

・
「道元と親鸞の「仏性」観をめぐる比較思想的探究」&0d0a;（『「いのち」の流れ』峰島旭雄先生傘寿記念論
文集編集委員会編、北樹出版 2009 年 8 月 10 日 pp.83-98 依頼原稿）&0d0a;
・
「道元における「さとり」と修行 ??『正法眼蔵』「現成公案」巻をてがかりとして &0d0a;（『日本研究所紀要』
第 4 号 神田外語大学日本研究所、2009 年 10 月 20 日 pp.27-62 依頼原稿）&0d0a;
・“On Dogen
s Thought of Religious Practice and Enlightenment -An Attempt to read Genjo-Koan of Shobo-genzo ”
&0d0a;（
『大学院教育改革支援プログラム「日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成」平成 21 年度活動
報告書 学内教育事業編』お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 2010 年 3 月 31 日 pp.32-36
査読無）&0d0a;
・
「聖徳太子の片岡山説話についての一考察」&0d0a;（『大学院教育改革支援プログラム「日本文化研究の国際
的情報伝達スキルの育成」平成 21 年度活動報告書 学内教育事業編』お茶の水女子大学大学院人間文化創成
科学研究科 2010 年 3 月 31 日 pp.237-244 査読無）&0d0a;
・｢ 親鸞における「自己 ｣ と「他力」? その連続性と非連続性をめぐって」&0d0a;（『人文科学研究』第 6 巻
2010 年 3 月 30 日 pp.29-41 査読有）&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

頼住光子の 2009 年度の研究内容は、以下の４領域

Mitsuko Yorizumi’ s study in 2009 consists of

からなり、その研究成果の一部については、学術雑誌、

following four spheres.

学術講演、研究会口頭発表等において発表された。

A Study of the thought of Japanese Buddhism

日本仏教の思想的研究

Study of Dogen and Shinran and so on.

道元や親鸞などの、仏教思

A

想家の著作を厳密にテキストクリティークし、その

A Study of Japanese Modern Philosophy

思想構造を探求し、日本仏教の独自性と普遍的意義

Teturo Watuji and Ryosen Tsunashima and so on.

とを追及する。

A Comparative Study of Japanese and Western or

日本近代思想に関する研究

和辻哲郎など日本近代

Asia Thought and Religion

A Study of

A Comparative Study of

思想についての再検討。とくに ｢ 超越 ｣「自己」｢ 非

Japanese and Western Mysticism and so on.

還元主義 ｣ などをてがかりとして、日本近代思想の

A Study of Japanese Moral Education

もつ意義を解明。

Study of Japanese Religious Education

比較思想学、比較宗教学による研究

日本の思想や

Education.

宗教を考える上で、比較の手法を使い、他のアジア
の思想（中国、インド）
、ヨーロッパ思想との比較対
照において、日本の思想や宗教の特徴を解明。
道徳教育、宗教教育に関する理論的研究

日本人の

道徳性や宗教性を解明し、それらに適合する道徳教
育や宗教教育を行うための理論的基盤を明示。
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Especially a
in Public

◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部、大学院（博士課程、修士課程）における講義

Mitsuko Yorizumi’ s education in 2009 consists of

とゼミを行い、日本倫理思想史、宗教哲学、比較思

following four spheres.

想学について、入門、基礎、応用的教育を行った。
学部、大学院（博士課程、修士課程）の学生の、日

Seminar and Lecture of Japanese Philosophy and

本倫理思想史、宗教哲学、比較思想学について、論

Buddhism for Undergraduates and graduates.

文指導を行った。特に、博士論文執筆中の学生、学
会誌投稿論文執筆中の学生に対しては、メールなど

Guidance of theses and papers for Undergraduates

を使って、懇切丁寧な指導を行い、内容的なアドヴ

and Graduates.

ァイスや、論文としての体裁を整えるための添削を

? Guidance of Undergraduates’’ Publication.

行った。
大学院ＧＰの運営の中核を担う教員として、大学院

Guidance of various academic acts for Graduates and

副専攻の運営に尽力するなど、各種関連事業に携わ

Undergraduates.

った。また、その一環として開催された外国人研究
者と大学院生とのジョイントゼミを二つ企画開催し、
その場で発表する学生の指導を行った。
（本学開催の
国際日本学コンソーシアムの日本思想部会と台湾国
立政治大学と学術交流）
? 大学院教育の実質化のために、博士課程学生に、ゼ
ミ等で指導を行い、また論文指導を丁寧に行うだけ
ではなく、TA、RA として各種の学術的活動を行える
よう指導した。

◆研究計画
将来の研究計画としては、東洋の哲学とりわけ仏教思想の現代的意義を探求する予定である。特に、現在の中
心的研究対象である道元にしても親鸞にしても、従来の研究は、宗門の護教的研究が主流を占めており、その
ような中で、文献学的な正当性と思想史的背景を踏まえた思想研究を行い、東洋の哲学の普遍的意義を探求し
たいと思う。そのために、現在、個人として行っている研究と平行して、現在進行中の比較思想的見地からの
国際的プロジェクトを推進したと考えている。

◆メッセージ
私どものゼミにおいては、日本の（場合によっては、アジアやヨーロッパも含めて）古今の思想的な文献を正
確に読むことをまず訓練します。それを通じて、人間とは何か、また自己とは何かという問題を、深く広く考
えて行きたいと思っております。
特に、現在、私のゼミにおいて中心的に探求しているのは、仏教哲学など、東洋の思想伝統の中に、普遍的
なものでありつつ、西洋近代の要素還元主義的な発想からは看過されがちであった関係主義的発想、非実体化
的発想をさぐり、それをてがかりとして、
「自己」「超越」などの概念を再検討することです。それによって、
従来、無自覚のうちに固定的なものとして捉えられがちであった「自己」概念を解体し、諸関係の結節点とし
て捉えるという非要素還元主義的「自己」観念を明らかにするとともに、さらに、神として実体化された「超
越」
（いわゆる西洋的超越概念）に対して、
それ自身のうちにすべてを成り立たせる「場」としての超越概念を、
東洋の思想、宗教のうちに捉えたいと考えております。
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氏名： 脇川 典子
所属： 生活科学部

食物栄養学科

職名： アソシエイトフェロー
学位： 修士（栄養学）
専門分野： 公衆栄養学
E-mail： wakikawa.noriko@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

学校給食／ Schol Lunch

◆主要業績										

総数（2）件

・竹市仁美 , 脇川典子 , 谷口裕美 , 猿倉薫子 , 曹筱琤 , 曾愛迪 , 山本茂 市販製菓類の単糖・二糖類含有
量 日本栄養学雑誌 53,23-26(2009)
・垂水千恵 , 脇川典子 ,Hien Vu Thithu, 猿倉薫子 ,Andrea Wakita, 山本茂 若い女性における Ca 強化
7S 調整豆乳の Ca 生体利用効率に関する研究 大豆たん白研究 Vol.12,1-10(2009)
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氏名： 和田

英信

所属： 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名： 准教授
学位： 文学修士（1987）
専門分野： 中国古典文学
E-mail： wada.hidenobu@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

中国文学／ Chinese Literature

◆主要業績
・王安石絶句 < 盆詩 > の世界 &0d0a;（『中唐文学会報』16）
・王安石五言絶句訳注稿（七首担当）

◆研究内容

／

Research Pursuits

数年来にわたって本学の大学院生ならびに他大学の研究者・大学院生と取り組んできた王安石の絶句の訳注
稿の一部を発表した。
本年度はまた他大学の研究者と共同で『文選』の訳注作成を開始した。
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

学部においては、中国語（初級ならびに中級）、中国古典文学史、中国の古典散文作品の講読を内容とする
授業を担当した。
大学院においては、銭鍾書の文学札記である『管錐編』「毛詩正義」の講読を行った。
大学院後期課程の学生三名の雑誌論文の執筆を指導したほか、主査として一名、副査として五名の博士学位
申請者の論文審査にあたり、申請者はいずれも学位を取得した。

◆研究計画
今年度は、昨年度に引き続き、王安石の五言絶句の訳注稿を完成し、発表する予定である。
また他大学の研究者と共同で、
『文選』詩篇の訳注作成を進めている。毎月一回、原稿を持ち寄って検討会
を行い、三年後の完成、刊行を目指している。
個人研究では、中国の古典文学作品における間テクスト性の問題について考察を行っている。
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氏名： 王 傑
所属： 人間発達教育研究センター／グローバル COE
職名： 特任講師
学位： 1994.7 文学学士／ Bachelor of Arts、1997.3

文学修士／ Master of Arts

		 2006.3 学術博士／ Ph.D
専門分野： 教育社会学 /Sociology of education
E-mail： wang.jie@ocha.ac.jp

◆研究キーワード

／

Keywords

階層／教育費／学生援助／キャリア指導
class ／ educational expenditure ／ student assistant ／ career guidance

◆主要業績										

総数（3）件

・
「中国における学生援助政策の動向 ?2007 年以降の状況を中心に ?」、文部科学省先導的大学改革推
進委託事業「高等教育段階における学生への経済的支援の在り方に関する調査研究」報告書 179209 頁、2009 年 12 月 &0d0a;
・
『中国高等教育の職業への移行に関する調査』3-46 頁の執筆、8 大学のデータのテープ起こし お茶
の水女子大学特別教育研究経費事業 CSD プログラム報告書 2010 年 3 月 &0d0a;
・“The Expansion and Improvement of Student Assistance in China” PROCEEDINGS 09 SELECTED
PAPERS Ochanomizu University,93-101.2010.3.&0d0a;

◆研究内容

／

Research Pursuits

1）高等教育機会の階層間格差、教育費負担、学生支

1.Difference between classes at higher educational

援政策およびその社会的効果

opportunities;tuition sharing;student assistant policy

2）高等教育から職業へのトランジション

and its social effects

3) 大学教育費と奨学金に対する中高生の認知度分析

2.Transition from higher education to occupation
3.Analysis on high school students'' acknowledgment
level to college educational expenses and
scholarships
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◆教育内容

／

Educational Pursuits

1）教育社会学概論

1．Introduction

to Sociology of Education

2）グローバル COE 人間発達科学論 ?

2. Human Developmental Sciences ?

3）グローバル COE 人間発達科学論 ?（分担）

3．Human Developmental Sciences ?

4）人間と発達（分担）

4．Human and Development

5）人間発達科学演習（分担）

5.Seminar on Human Developmental Sciences

◆研究計画
1）
「青少年期から成人期への移行についての追跡的研究」JELS2009A エリアの質問紙調査、学力調査のデー
タ分析
2）香港小中高生およびその保護者を対象とする調査のデータ分析
3）香港大学の研究者との学術交流（ミニシンポジウム開催）
4）東北地方にある C エリアにおける JELS 第 3 波調査の実施（児童生徒質問紙調査・学力調査、保護者調査、
教員調査）
5）中日両国におけるキャリア指導の政策と大学の取り組みに関する考察
6) 中国某市における児童生徒と保護者を対象とする調査の実施

◆メッセージ
女子学生が自ら進んで行動する、いろいろな面で鍛えられる環境はお茶大にあります。教育・研究の更なる質
的向上と、意欲にあふれて専門知識と責任感をもった輝かしい女性の育成を目指し、教職員は日々尽力してい
ます。
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