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は	 じ	 め	 に  

 
高度な教育は高度な研究に裏付けられて初めて創造的な効果をもたらす。第一期中期

目標期間の評価結果が公表され、本学は特に研究と社会連携・国際交流においてとくに

高い評価を得た。研究では、「非常に優れている」とされた 4法人のうちの 1法人に、
社会連携・国際交流では 2法人のうちの 1法人と評価された。また、教育に関しても、
上位の 13法人のうちに位置づけられた。 
本学教員は優れた研究を遂行しながら、教育に力を尽くしつつ、社会貢献や国際貢献

にも取り組んでいることが第一期中期目標期間の高い評価からも明らかである。研究に

おいてとくに評価された点は、21世紀 COEプログラムやグローバル COE、「魅力ある
大学院教育イニシアティブ」等の競争的資金の獲得に対してであり、社会貢献・国際貢

献の評価は、社会人や現職教員の再教育事業、海外協定校との連携の強化、五女子大コ

ンソーシアムによる途上国女子教育支援の推進によるものである。 
そして、この全学的な活動を支えているのは紛れもなく一人ひとりの本学構成員であ

り、この『アニュアルレポート 2010』には、そうした本学構成員である教員個々人の
一年間の活動実績が記されている。 

 
2010 年度は、教育改革の新たなステージへの準備の年でもあった。国立大学の社会

的責務を鑑みて、学士課程教育の実質化が強く求められていることなどから、教育の質

保証の仕組みを構築するとともに、学生支援やキャリア支援体制の整備も重要な課題と

考えてきた。そこで、カラーコードベンチマークシステムや改良型 GPAの開発などに
加えて、学生寮や奨学金制度の整備、キャリア支援体制の整備によって、学生の総合的

学修支援体制を構築するために、本学教職員の教育への熱意が注がれ高い能力が発揮さ

れた。 
これらの活動の根底には常に本学のミッション「優れた女性リーダーの育成」があり、

「学ぶ意欲のあるすべての女性にとって、真摯な夢の実現する場」として本学が存する

ことへの構成員の高い意識がある。とくに男女共同参画社会基本計画の制定から 10年
を経て、第３次男女共同参画基本計画が閣議決定された 2010年、本学の役割はその重
要性をましている。 
そして 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を経験し、我々は教育研究機関としての在

り方を根本から問い直すことが求められている。改めて社会の発展と大学の使命につい

て熟慮し行動しなければならない。また、大学での教育と研究の成果を可能な限り社会

に発信することも重要な課題であり、本レポートもその一部である。 
 
女性のための高等教育機関としての 136 年の歴史と実績を踏まえ、新たな時代を担

いうる女性リーダーの育成に尽力していきたい。 
日頃のご協力に感謝申し上げ、引き続きご指導ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2011年 6月 
 

国立大学法人お茶の水女子大学長 
	 	 羽入	 佐和子 



22 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	 

	 「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」	 ⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/leader/index.html 
	 「グローバル社会における平和構築のための大学間ネットワークの創成」⇒ 準備中 
	 「附属学校園を活用した新たな学校教育制度設計に係る調査研究」 
	 	 	 ⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/sesd/ 
	 「多様な食育の場に対応可能な高度専門化の育成」	 ⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/ochashoku/ 
	 「学生主体の新しい学士課程の創成」	 	 ⇒ http://www.ocha.ac.jp/nsep/ 
	 「統合型学生支援システムの構築による女子高等教育機会の保証 
	 	 	 ⇒ http://www.ocha.ac.jp/gss/index.html 
	 「乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構築」	 ⇒ http://www.cf.ocha.ac.jp/nyuyoji/index.html 
☆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/ 
	 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 
	 「ターゲットタンパク研究情報プラットフォームの構築運用」 
	 	 ⇒ http://www.tanpaku.org/index.php 
	 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２のマリーキュリーをめざせ－」 
	 	 	 ⇒ http://www.dc.ocha.ac.jp/itp/ 
	 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	 

	 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/project/international.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/ 
	 理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業	 

	 	 	 ⇒	 http://www.cf.ocha.ac.jp/sec/projects/cst/	 

	 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」 
	 	 	 ⇒ https://crdeg.cf.ocha.ac.jp/CRDESite/GP.html 
	 大学生の就業力育成支援事業「女性リーダーのためのコンピテンシー開発」	 

	 	 	 ⇒	 http://www.ocha.ac.jp/topics/h210928.html	 

☆研究者支援プログラム	 

	 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.ocha.ac.jp/intl/soshikihaken/ 
☆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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平成 21 年度決算（単位：百万円）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

平成 22 年度学内予算（単位：百万円）	 

9,645	 

7,250	 
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学生定員・現員 平成22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

１年次 ２年次

比較社会文化学専攻 60 59 84 143

人間発達科学専攻 27 33 47 80

ジェンダー社会科学専攻 18 21 25 46

ライフサイエンス専攻 47 50 69 119

理学専攻 51 79 80 159

計 203 242 305 547

■博士後期課程

博士後期課程

1年次 2年次 3年次

比較社会文化学専攻 27 22 34 61 117

人間発達科学専攻 14 24 15 29 68

ジェンダー学際研究専攻 4 6 4 17 27

ライフサイエンス専攻 15 19 26 29 74

理学専攻 13 13 8 11 32

計 73 84 87 147 318

■大学院人間文化研究科

博士前期課程

1年次 2年次

言語文化専攻 - - - -

人文学専攻 - - 1 1

発達社会科学専攻 - - 2 2

ジェンダー社会科学専攻 - - 2 2

ライフサイエンス専攻 - - 1 1

物質科学専攻 - - - -

数理・情報科学専攻 - - - -

計 - - 6 6

博士後期課程

1年次 2年次 3年次

比較社会文化学専攻 - - - 41 41

国際日本学専攻 - - - 45 45

人間発達科学専攻 - - - 45 45

ジェンダー学際研究専攻 - - - 14 14

人間環境科学専攻 - - - 8 8

複合領域科学専攻 - - - 8 8

計 - - - 161 161

■文教育学部

1年次 2年次 3年次 4年次

人文科学科 55 61 60 66 82 269

言語文化学科 80 87 90 96 127 400

人間社会科学科 40 43 42 52 67 204

芸術・表現行動学科 27 27 28 27 34 116

計 202 218 220 241 310 989

■理学部

1年次 2年次 3年次 4年次

数学科 20 23 23 24 24 94

物理学科 20 21 25 23 34 103

化学科 20 22 22 23 26 93

生物学科 25 25 24 28 29 106

情報科学科 40 39 42 43 49 173

計 125 130 136 141 162 569

■生活科学部

1年次 2年次 3年次 4年次

食物栄養学科 36 39 39 39 42 159

人間・環境科学科 24 26 29 23 23 101

人間生活学科 65 70 70 83 101 324

計 125 135 138 145 166 584

■学部計

1年次 2年次 3年次 4年次

計 452 483 494 527 638 2,142

学科 入学定員
現員

計

入学定員
現員

計

学科 入学定員
現員

計

学科 入学定員
現員

計

専攻 入学定員
現員

計

現員
専攻 入学定員 計

専攻 入学定員
現員

計

専攻 入学定員
現員

計
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寄附事業等による奨学金	 
 
■大学院生修学奨学金	 
	 募金団体：国立大学法人お茶の水女子大学 
	 募金目的：大学院生の修学支援 
	 	 	 	 	 	 （奨学金として大学院生[博士前期課程（修士）・博士後期課程]一人に対して 100万円

を贈呈） 
募 金 額：大学院生一人に対して、一口 100万円以上  

	 募金目標額：年間 5百万円以上 
	 募金期間：平成 20年 4月～平成 23年 3月（第Ⅰ期） 
	 	 	 	 	 	 （※平成 22年度募金受入額	 約 420万円） 

 
■大学院生（博士後期課程）奨学金	 
	 募金団体：国立大学法人お茶の水女子大学 
	 募金目的：大学院生（博士後期課程）の修学支援 
	 募金目標額：年間 3千万円 
	 募金期間：平成 22年 4月～平成 28年 3月（第Ⅰ期） 
	 	 	 	 	 	 ※平成 22年度募金受入額	 約 660万円 
	 

■育児支援奨学金	 
	 趣	 	 旨：お茶の水女子大学後援会の助成により、いずみナーサリーを利用する本学学生に、 

育児支援奨学金として当該保育料の原則半額を贈呈する。 
	 奨 学 金：2,482,856円（平成 22年度） 
	 授与者数：16名 

 
■被災学生支援金	 （新設）	 
	 趣	 	 旨：平成 23年 3月の東北関東地方太平洋沖地震により、被災した本学学生の修学支援 
	 	 	 	 	 	 ※平成 23年 3月～平成 23年 5月現在受入額	 約 480万円 

	 
■お茶の水女子大学 120周年記念桜蔭会国際交流奨励賞	 
	 趣	 	 旨：1.海外支援事業 

本学大学院博士後期課程修了者または在学生で成績優秀かつ将来が嘱望される学生

のうち海外研究を希望する学生に贈られる。 
	 	 	 	 	 	 2.アジア女性研究者支援事業 

本学学生として留学後、アジアの各地域において研究者または各界の指導者として

活躍し来日し研究を希望する学生に贈られる。 
	 奨 学 金：金 2,000,000円 
	 授与者数：平成 22年度は該当者なし 

 
■桜蔭会研究奨励賞	 
	 趣	 	 旨：平成 18年度から社団法人桜蔭会の助成により発足した制度で、本学の学部から大学院

人間文化創成科学研究科博士前期課程に進学した学生の中から特に優秀でかつ将来が

嘱望されると認められる学生に贈られる。 
奨 学 金：賞状及び各 200,000円 

	 授与者数：5名（大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程） 
 
■桜蔭会奨学金	 
	 対	 	 象：各学部より推薦された学部 3年生 
	 奨 学 金：100,000円 
	 授与者数：4名 

 
上記のほか、本学独自の奨学金はこちらをご覧ください。 

→	 http://www.ocha.ac.jp/campuslife/scholarship/list.html 
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競争的資金等の受入状況（一覧） 	 
 
 

（単位：千円）	 

区	 	 	 分	 平成 22 年度受入額	 

特別経費(旧特別教育研究経費）	 7 件	 575,727	 

科学技術振興調整費	 1 件	 248,926	 

G-COE	 1 件	 127,980	 

科学研究費補助金	 121 件	 273,073	 

科学研究費補助金(厚生労働省)	 2 件	 14,500	 

その他競争的資金	 10 件	 113,200	 

受託研究	 20 件	 65,942	 

共同研究	 18 件	 22,551	 

奨学寄附金	 51 件	 59,952	 

大学運営基金	 1 件	 11,947	 

大学院生修学奨学基金	 1 件	 4,281	 

大学院生(博士後期課程）奨学基金	 1 件	 6,630	 

奨学基金	 4 件	 10,600	 

被災学生支援基金	 1 件	 1,000	 

合	 	 	 計	 1,536,309	 

	 

※金額は、間接経費を含む。(千円未満四捨五入）	 

※平成 23 年度特別経費には一般経費組替分は含まれていません。	 

※平成 23 年 3 月に「被災学生支援基金」を創設。	 
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森　寛敏 382 和田　英信 422

堀江　充子 336 森　史 384 渡部　亜矢子 424

HAWLEY DIANE EDL 338 森　義仁 386 王　傑 426
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相川（小島）　京子氏名
KOJIMA-AIKAWA　Kyoko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（薬学）（1994　東京大学）
生化学、糖鎖生物学

aikawa.kyoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

アネキシン
レクチン
糖鎖
がん
分子認識

annexin
lectin

glycan

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Crystal structures of human secretory proteins ZG16p and ZG16b reveal a Jacalin-related β-prism fold; Mayumi Kanagawa, Tadashi Satoh, 
Akemi Ikeda, Yukiko Nakano, Hirokazu Yagi, Koichi Kato, Kyoko Kojima-Aikawa and Yoshiki Yamaguchi, Biochem Biophys Res Commun., 404 
(2011) 201-205.

Binding of Annexin to Phopholipids,  Yukiko Nakano, and Kyoko Kojima-Aikawa,  GlycoPOD (URL : 
http://jcggdb.jp/GlycoPOD/protocolShow.action?nodeId=t7), 2010

cancer
moleculer recognition

糖鎖と糖鎖結合タンパク質（レクチン）の相互作用とその生物学的
意義に関する研究をテーマとして、以下の２項目の研究を行った。
（１）ヒトZG16pの構造と分泌顆粒形成における役割：ヒトZG16p
の結晶構造解析を行い、ZG16pがβ-プリズムフォールド構造を持つ
ことを明らかにした。また、変異体解析により、ZG16pとヘパリン
／ヘパラン硫酸との結合に関わるアミノ酸残基の特定を行った。
（２）ヒトアネキシン５（ANXA5）の血液凝固阻害作用：ANXA5
の抗凝固作用発現部位を特定し、活性を持つ最小単位のペプチド配
列の探索を行った。

(1)　Biological roles of ZG16p.  ZG16p is a soluble 16-
kDa pancreatic protein having structural similarities to 
plant β-prism fold lectins such as the banana lectin 
BanLec and the jack fruit lectin jacalin.  ZG16p is 
postulated to be involved in the formation of zymogen 
granules by interacting with proteoglycans localized in 
pancreatic exocrine granule membranes, but direct 
evidence was lacking.  We characterized the structural 
properties of rat pancreatic zymogen granule 
proteoglycans and examined their interaction with 
ZG16p. (2) Moleculer mechanisms of anticoagulant 
activity of annexin A5.  AnnexinA5 (ANXA5) is a 
calcium/phospholipid-binding protein having potent 
anticoagulant activity.  ANXA5 also exhibits 
glycosaminoglycan binding activity which has been 
thought to be important for the anticoagulant activity.  
We studied the glycosaminoglycan binding sites and 
peptide motifs in ANXA5 responsible for the 
anticoagulant activity.
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教育内容 / Educational Pursuits

学部教育においては生物化学１、分子生物化学、基本化学実験
（分担）、専門化学実験（分担）、化学演習１（分担）、化学
演習２（分担）を担当した。講義では配布資料や映像教材など
を活用し、理解度を深める工夫を行った。

研究計画

メッセージ
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青木　紀久代氏名
AOKI Kikuyo

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
心理学（博士）
臨床心理学、発達心理学、精神分析学
http://www.develop.ocha.ac.jp/top%20page.html
aoki.kikuyo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

馬場禮子・吉田弘道・青木紀久代（編）2010　臨床心理士�ﾌための子育て支援基礎講座　創元社

青木紀久代（編）　2010　いっしょに考える家族支援　?現場で役立つ乳幼児心理臨床?　明石書店

Aoki, K., Minamiyama, K., Konno, N. & Masuzawa, T. 2010 Childcare in the Promotion of Social-Emotional Development of Young 
Children (1)-A Practice in Infant-Home Settings in Japan-. Supplement to the Infant Mental Health Journal, 32(3) 201.

青木紀久代　2010　乳児院における愛着の発達支援に関する研究?乳児院を拠点とする子どもの社会・情緒的発達に適した保育環境と
は?　こどもの虹情報研修センター

冨田貴代子・青木紀久代・太田沙緒梨　2010　途上国におけるEarly Childhood Developmentの実践?発達のアセスメントを生かす　心
理臨床学研究, 28(4), 479-489. 

 
 

 臨床心理学の蓄積を一個人心理療法からコミュニティへのメンタル
ヘルス支援・心理教育へと発展的に活用するためのシステムを構築
することを目指した実践研究を行っている。例えば、対象となるコ
ミュニティ独自の問題を把握するためのアセスメントツールの開
発・アセスメントに基づく処方箋の適用・一定の実践及び事後評価
を一貫して展開する。 　研究は、保育園協会、学校、教育委員会、
あるいは就学援助を行うＮＧＯなど、問題解決のニーズのある団体
との協働となる。このようなスタイルで、2010年度に行った主な研
究プロジェクトは、次の4つである。?学校力に着目した心の健康と
発達支援?フィリピン・セブシティスラム地区の就学前児童におけ
るＥＣＣＤ（幼児の早期ケア発達支援）縦断研究、?子育て支援者
の専門研修プログラム開発、?乳児院における子どもの社会情緒的
発達促進的支援

 I am preceding practical studies with the aim of 
constructing systems in which we can 
progressively apply the accumulated findings in 
the field of clinical psychology and individual 
psychotherapy to mental-health support or 
psycho-education in community.
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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の理解と対応
を、実践知と実証知の双方から学ぶことをテーマにしている。学部
では、発達臨床心理学、心理臨床学、臨床心理学基礎実習、等の授
業を担当した。大学院では、カウンセリング特論・発達臨床心理学
特論などを担当し、心理療法の個人指導及び実践研究を主とした修
士論文指導を行った。博士後期課程では、在籍学生の全てが臨床心
理士資格を有し、児童相談所、子育て支援センター、学校、クリ
ニックなどでの専門職としての臨床経験を活かしながら、臨床研究
に取り組んでいる。全ての学生が、学会発表と論文の執筆を行っ

 The main theme to study is to understand and 
correspond to various psychological 
maladjustments in life span from clinical 
practices and empirical knowledge. For under-
graduate programs, I was in charge of 
Developmental and Clinical Psychology, Clinical 

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、短大生，ひきこもりなどの支援へと発展している。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。2011年度も研究助成が継続され、乳児院の専門
職研修プログラムの開発へと発展している。

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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赤松　利恵氏名
AKAMATU Rie

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（社会健康医学）（2004 京都大学）
健康教育（栄養教育）、公衆衛生学、健康心理学

http://www.food.ocha.ac.jp/
akamatsu.rie@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

栄養教育学
健康教育学
公衆衛生学
健康心理学

Nutrition Education
Health Education and Health Promotion

Public Health

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

会退友美，赤松利恵，杉本尚子:幼児の発達過程を通した食欲と間食の内容・与え方，体格の検討, 日本公衆衛生雑誌(2010)57(2)95-102.

赤松利恵，梅垣敬三:新聞に掲載された健康食品に関する広告の内容分析,日本公衆衛生雑誌(2010)57(4)291-297.

玉浦有紀，赤松利恵，武見ゆかり:体重管理における誘惑場面の対策尺度の作成,栄養学雑誌(2010)68(2)87-94.

赤松利恵，松丸礼:生活習慣病のリスク者における「食に関する不合理な信念」尺度（Irrational Eating Beliefs Scale-IEBS-）の信頼性と妥当性
の検討,日本健康教育学会誌(2010)18(2)149-160.

赤松利恵：子どもを対象とした間食に関するテレビコマーシャルとその商品の内容分析,公衆衛生学雑誌(2010)57(6)467-474.

Health Psychology

より良い食習慣の獲得のために，個人の認知的要因（知識，態度
等）および社会環境がどのように関わっているのかについて研究し
ている。１．保護者対象の研究例：子どもの食事場面で母親が用い
る方策に関する検討，幼児期の遊びと食生活に関する検討，２．子
ども対象の研究例：学校給食の食べ残しと児童の栄養摂取状況およ
び体格との関連，学校給食の食べ残しの要因に関する研究，児童に
対する食の安全教育の内容の検討，３．成人対象の研究例：成人男
性の減量に及ぼす要因の検討－セルフエフィカシーに焦点をあてて
－，健診・保健指導の受診に関連する要因の検討，複数の健康行動
の組み合わせと健康状態の関連の検討

The knowledge and skills through "Nutrition Education" 
is essential for those who are interested in promoting 
good health. Our role as the dietitians is to support 
people find their most preferable healthy diet and how 
they achieve them. This laboratory conducts survey in 
schools, medical clinics, communities, and even the 
mass media.
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教育内容 / Educational Pursuits

学部授業：栄養教育論Ⅰ，Ⅱ，栄養カウンセリング論，栄養カ
ウンセリング論実習，栄養教育実習　　大学院授業：食品栄養
科学研究法，栄養教育学特論，栄養教育学演習

Classes in Undergraduate school: Nutrition Education 1, 
2, Nutrution Counseling, Practice in Counseling for 
Nutrition Education   Classes in Graduate School: 
Research Methods for Food and Nutiriton Study, 
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，食行動に関する基礎的な研究を
中心に，子どもから大人，また社会環境を対象に研究を進めている。多面的な立場で食行動を捉えて研究したいと考えてい
る。

メッセージ

栄養教育学は，基礎的研究を社会の人々に伝え，実践のサポートをする，いわゆる橋渡し的な学問分野です。食行動を変え
るためには，行動を理解するところから始まります。そのためには，健康心理学からの視点が必要になります。また，環境
の側面から，食行動を変えようと考えた場合は，公衆衛生学や社会学といった視点，さらに，情報伝達の媒体として欠かせ
ない教材開発では，教育学の視点も必要です。このように，栄養教育学では，幅広い学問分野にまたがって研究をすすめて
います。しかし，共通することは，人に焦点をあて，食行動の側面から研究をすすめることです。このような栄養教育学に
興味を持たれた方と一緒に，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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秋山　光文氏名
AKIYAMA Terufumi

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士(1974),M.A.(Art HIstory)
東洋美術史（とりわけ南アジアを中心とした仏教美術史）

akiyama.terufumi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 インド仏教美術史
 仏教図像学
 
 
 

 History of Indian Buddhist Art
 Buddhist Iconography

 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

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) 

「インドにおける仏教寺院の成立と展開　上･下」『浅草寺』平成２２年９月号・１０月号

 
 

 インドを淵源とする仏教美術のなかでも、仏伝や本生話など仏教説
話を主題とする作例について、インドを中心とした南アジアはもと
より、中央アジア・東アジア・東南アジアなど広く仏教文化圏の作
例に基づいて、編年的、地域的、思想的な諸要素を経典や歴史書な
どの史料をもとに、説話図像の成立や展開のプロセスを解明してい
る。 本研究の成果を集積することにより、これまでに解明されてい
る経典の伝播ルートに加え仏教文化圏に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。

 The main aim of my recent study is to focus the phases 
of variations and iconographic changes in the Buddhist 
narrative art among the Asian Buddhist countries, ie. 
India, Gandhara, the Central Asia, China, the East Asia 
and the South-East Asia. I have al

16



教育内容 / Educational Pursuits

 講義科目では、「インド仏教美術における聖域の荘厳」をテー
マとして、仏教説話を収録する経典（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

メッセージ

 美術史学の基本は、作品と接することから始まります。美術館や社寺などで実作の作品と向き合い、その時に生じた疑問や
興味などに対し、他から与えられた情報をそのまま受け入れるのではなく、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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淺井　健一氏名
ASAI Kenichi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（理学）（1997 東京大学）
計算機科学（特にプログラミング言語）
http://pllab.is.ocha.ac.jp/~asai
asai.kenichi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

Asai, K., and A. Kitani "Functional Derivation of a Virtual Machine for Delimited Continuations," Proceedings of the 2010 Symposium on 
Principles and Practice of Declarative Programming (PPDP '10), pp. 87-97 (July 2010).

Sakurai, K., and K. Asai "MikiBeta: A General GUI Library for Visualizing Proof Trees," 20th International Symposium on Logic-Based 
Program Synthesis and Transformation (LOPSTR '10), pp. 184-193 (July 2010), to appear in LNCS.

 
 

 プログラミング言語に置ける部分継続の基礎理論の確立とその応用
の開拓を行うと同時に、型の入った効率的な処理系の作成を目指
す。具体的には、基礎理論として (1) 型システムの基本的な性質の
確立、および (2) 継続計算の処理系作成のための基礎技術の確立を
目指す。また、継続計算用型システムの応用として (3) 例外解析の
定式化を行う。さらに (4) これらの知見をあわせ処理系の実装を行
う。

 The current research is focused on the 
foundation of delimited continuations in 
functional programming languages. As its 
application, an efficient compiler for a typed 
language with delimited continuation constructs 
will be implemented. To be more specif
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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、「関数型
言語」でプログラムの基本的な考え方を、「言語理論とオートマト
ン」で言語処理系の基礎を、「コンパイラ構成論」でコンパイラの
中身について学ぶ。

 "Data structures and algorithms" for data 
structures, "Functional Language" for the 
fundamental concepts in programming, "Formal 
language and automaton" 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。
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芦原　坦氏名
ASHIHARA Hiroshi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1975　東京大学）
植物生化学（代謝制御）

ashihara.hitoshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

植物生化学
植物化学
代謝
生合成
酵素

Plant Biochemistry
Phytochemistry

Metabolism

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 Ashihara, H., Yin, Y., Deng, W.-W., Watanabe, S.; Pyridine salvage and nicotinic acid conjugate synthesis in leaves of mangrove species, 
(2010) Phytochemistry, 71 (1), pp. 47-53.

 Ashihara, H., Deng, W.-W., Mullen, W., Crozier, A.; Distribution and biosynthesis of flavan-3-ols in Camellia sinensis seedlings and expression 
of genes encoding biosynthetic enzymes, (2010) Phytochemistry, 71 (5-6), pp. 559-566.

Ashihara, H., Kato, M., Crozier, A.; Distribution, biosynthesis and catabolism of methylxanthines in plants, (2011) Handbook of Experimental 
Pharmacology, 200, pp. 11-31.

Deng, W.-W., Ashihara, H.; Profiles of purine metabolism in leaves and roots of Camellia sinensis seedlings, (2010) Plant and Cell Physiology, 
51 (12), pp. 2105-2118.

Ashihara, H., Yin, Y., Watanabe, S.; Nicotinamide metabolism in ferns: Formation of nicotinic acid glucoside, (2011) Plant Physiology and 
Biochemistry, 49 (3), pp. 275-279.

Biosynthesis
Enzyme

植物におけるヌクレオチド代謝，チャに見られる二次代謝について
の研究を行った．研究内容については，Scopus 
(http://www.scopus.com/home.url)か，PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)を参照してほしい．

Studies on plant nucleotide metabolism and the 
secondary metabolism in tea plants were carried 
out.　(Abstract, see Scopus or PubMed.)
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教育内容 / Educational Pursuits

「代謝生物学I」，「代謝生物学実習」，「生物学特別講義
IX」，「基礎生物学A」，「植物代謝生理学」などの講義のほ
か，大学院博士課程の学生の指導を行った．

研究計画

本年度で，本学は定年退職であるが，ここに述べた研究は，英国・グラスゴー大学，琉球大学熱帯生物圏研究センター・西
表実験施設，米国・ハワイ農業研究センターで継続する予定である．

メッセージ
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天野　知香氏名
AMANO Chika

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（文学）
西洋近代美術史

amano.chika@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 装飾
 他者
 アンリ・マティス
 20世紀
 美術史

 Decoration
 Other(s)
 Henri Matisse 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

天野知香「装飾と「他者」」、永井隆則編著、『デザインの力』、晃洋書房、2010年、pp.89?113。

天野知香「時評?装飾の力」、『視覚の現場』、2010年、Vol.5,pp.12-13。

 20th　Century
 Art History

 １９世紀から２０世紀にかけての西欧における植民地主義を背景と
する非西欧の情報や物の流入に伴う「他者」への関心と、 近代美術
史学の形成期における芸術と装飾をめぐる概念の位相との関わり、
及び19世紀末から現代へ至るフランスを中心とした美術や装飾芸術
における「他者」表象や、非西欧のオブジェや装飾、技法の受容や
応用の実例、装飾と「他者」をめぐるまなざしや言説の構造を、資
料収集、作品調査を通して、ジェンダー及びポスト＝コロニアリズ
ムの視点を踏まえて検討し、装飾と「他者」の関わりをめぐる問題
が、これまでの美術史のあり方や語りの構造を根本的に問い直す重
要な問題である事を明らかにした。　　　　　
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教育内容 / Educational Pursuits

 本年度は学部および大学院の講義において、フランスを中心にし
た西欧における他者表象や非西欧の文物や図像、様式、技法の流入
や他者表象の歴史を植民地主義の展開とともにたどり、特に１９世
紀から２０世紀にかけての美術の領域における他者との関わりを具
体的に検証することで、従来のオリエンタリズムやプリミティヴィ
ズムの概念と実態をジェンダーやポスト＝コロニアリズムの視点を
踏まえて再検討した。 また学部の購読では作品分析の実例として
二本の英文論文（Linda Nochlin, "Courbet's Meeting: A Portrait of 
the Artist as a Wandering Jew",1967. Ruth E.Iskin, "Selling, 
Seduction and Soliciting the Eye, Manet's Bar at the Folies-
Berg&#232;re", 2005.)を購読し、その方法論や理論を学ぶととも
内容について検討した。 さらにゼミでは学部、大学院のそれぞれ
の学生の研究発表を参加学生とともに検討、議論し、卒論、修論、
博論にむけての研究指導を行った。 

 

研究計画

 １）従来の装飾芸術の分野を無視した、造形中心的な「プリミティヴィズム」研究とは一線を画した形で、 19世紀後半
から20世紀の両大戦間に至るフランスを中心とした西欧の美術及び装飾芸術に見られる非西欧のオブジェや装飾、技法
の受容や応用、「他者」表象のあり方を、同時代の具体的な背景をなす植民地主義を踏まえつつ、そこにおけるなざしや
言説の構造、及び社会における芸術と装飾芸術の位相を考慮しながら、具体的な事例を通して明らかにする。 ２）19世
紀後半以降のフランスを中心とした西欧における装飾と「他者」の位相を考慮しながら、その位相の継承と変化を批評お
よび美術史をめぐる言説及び作品の側面から現代美術にまで及ぶ視野で検討する。 ３）上記の研究計画との連関を含め
て、これまでのアンリ・マティス研究を継続・展開する。 さらに、上記１）２）の研究計画に関して、ジャポニスム研
究の主要研究者との共同研究を2011年に開始し、研究の視野の拡大と深まりをはかるつもりである。

メッセージ

 美術史という学問は、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ってその個人を探求す
るだけのものではありません。学問の世界に足を踏み込むことで、メディアや一般的な通念にあふれている「美術」や
「傑作」についての固定的な見方から自由になって、あなた自身の批判的な知と想像力を駆使して多様な視覚的な表象に
向き合って見てください。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。お茶の水女子大学では、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。
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新井　由紀夫氏名
ARAI Yukio

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1985　東京大学）
西洋史学、イギリス中世後期史
http://www.li.ocha.ac.jp/hum/arai.htm
arai.yukio@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

その他（報告書） 新井由紀夫 「リベラルアーツ学生授業アンケート結果について」『特別経費採択事業　学生主体の新しい学士課程
の創成　文理融合21世紀型リベラルアーツの評価　成果報告書』お茶の水女子大学、2011年、133-140頁

 social relationships
 archive of gentry family

 　ラングレィ家の家令会計記録（The National Archives, Public 
Record Office, E101/516/9）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

 2010年度学部ゼミで読んだ論文は、「ポーランドにおける消費者
運動と「連帯」とコミュニズム」「トロイア戦争の叙述に見るおそ
ろしい織物」「カタストロフィーの「記録」？　浅井了意『むさし
あぶみ』と明暦大火」「オランダ西インド会社とブラジル貿易」
「悔い改めた死者の魂か、それとも歩く死体か？中世イギリスの亡
霊」「アリス・ド・ブライアンの家政会計簿、1412-13年」「１８
世紀フランスにおける最後の魔女裁判とマスコミュニケーション」
「世紀末転換期の満州におけるチェコ人同胞」「中世前期のグラナ
ダにおける「同性愛」について」「中世イギリスにおける大天使ミ
カエルの叙述」「スワドゥル（子供を布でぐるぐる巻きにするこ
と）か、屍衣か？　中世イギリスの墓に見る子供の表象」「柳川春
三『横浜繁昌記』を読む」 

 

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2000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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荒木　美奈子氏名
ARAKI Minako

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
Ph.D.（開発研究）　
開発研究

araki.minako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 開発研究
 アフリカ地域研究
 内発的発展論
 住民組織
 プロセスの記述

 development studies
 African Area Studies
 endogenous development

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

荒木美奈子（2011）「「ゆるやかな共」の創出と内発的発展?ムビンガ県キンディンバ村における地域開発実践をめぐって?」、掛谷
誠・伊谷樹一編『アフリカ地域研究と農村開発』、京都大学学術出版会、pp.300-324. 

荒木美奈子（2011）「コーヒーからみえてくるグローバル化とは?タンザニアのコーヒー生産農民の営み」、小林誠・熊谷圭知・三浦
徹編『グローバル文化学?文化を越えた協働?』、法律文化社、p.86-103. 

学会発表、荒木美奈子「タンザニアにおける地域開発実践?プロセスの記述と解釈の視点から?」、国際開発学会第21回全国大会
（於：早稲田大学、2010年12月4日） 

 groups/organizations
 process documentation

 １．国際協力機構（JICA）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」に研究分担者として携わった。タ
ンザニアを対象地域とし、村落給水を巡る課題をコモンズ論の観点
から分析し、資源の管理・運営に関わる住民の行為とその制度化プ
ロセスを検証してきた。2010年8月9日から9月12日までタンザニ
アにてフィールド調査を実施した。 ２．タンザニアでの
SCSRD/JICAプロジェクト（1999-2004）及び科研「地域研究を基
盤としたアフリカ型農村開発に関する研究」（2004?2008）の約
10年間の総括として掛谷誠・伊谷樹一編『アフリカ地域研究と農村
開発』の出版が企画され、分担執筆を行った。 ３. 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。成果の一部
は、国際開発学会大会にて報告するとともに、佐藤・藤掛編『開発
援助と人類学』（明石書店、近刊）に「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?」を執筆し
た。

 1. I joined the JICA research project entitled 
‘Management of Water Users’ Associations and 
Formation of Collaborative Local Society in Rural 
Africa’. The objective of the project is to analyze, 
from the viewpoint of collective management of 
common pool 
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部：前期に「国際協力学」、「国際協力方法論ＩＩ」、「グ
ローバル文化学方法論（共同担当）」等を担当、後期に、「国際協
力方法論Ｉ」、「グローバル文化学特論（共同担当）」、リベラル
アーツ科目「生命と環境10：開発と共生」/「生活世界の安全保障
５：人間の安全保障」を担当するとともに、グローバル文化学環の
卒業研究指導を行った。また、学生向けテキスト『グローバル文化
学?文化を越えた協働?』の分担執筆を行った。 大学院：前期に
「国際協力論」、後期に「国際協力論演習」の授業を担当した。 

 In the academic year of 2010, the lectures and 
seminars I provided are as followings: For 
Undergraduates: Introduction to International 
Cooperation, Advanced International Cooperation 
I & II, Methods of Global Cultural Studies, and 
Human Securities/Devel

研究計画

 １．2011年度から科学研究費基盤研究（Ｂ）「アフリカの開発実践における住民組織と開発プロセスの創出に関する研
究」（研究代表）を実施する。タンザニア・ムビンガ県を対象地域とするが、SCSRD/JICAプロジェクト期間
（1999?2004年）及びプロジェクト以降現在に至る約10年間に、第一期、水力製粉機建設をめぐる諸アクター間での意
見の相違・合意・協働の時期、第二期、農民グループ活動の展開と「停滞」の時期、第三期、小型水力製粉機建設や給水
事業等の新たな事業への展開の時期へと推移してきている。本研究では、主に1)内発性やキャパシティの発現過程と形
態、2)コモンズ論としての資源利用と管理、3)住民組織の役割とインフォーマルな組織との関係性、4)外部要因との関係
に着目し、継続して諸活動をモニタリングしていく予定である。 ２．2009?2010年度に実施されたJICA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」（研究分担者）の成果のまとめとして、2011年度にシンポジ
ウムと出版が企画されている。 

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、関係性のなかで「国際協力」を考えていく視点も大切です。モノや出来事
の向こうにある人びとの暮らしに思いを馳せる「想像力」と、ローカルの場でそれぞれに生きる人びとが、相互に学びあ
い、新たな社会を築いていく「創造力」の双方を身につけてほしいと願います。大学院生に関しては、長期のフィールド
ワークに基づく研究を志す方が増えることを期待しています。
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飯島　久美子氏名
IIJIMA Kumiko

所属 生活環境教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
 博士(学術)/Ph.D.in Philosophy
 調理科学/Cookery Science

iijima.limiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ハッショウマメ
 調理性
 L-DOPA
 制御法
 嗜好性

 Hasshomame
 cooking property
 L-DOPA

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 control method
 preference

 ムクナ属マメであるハッショウマメおよびフロリダベルベットビー
ンを研究対象として、調理における物理化学的特性と嗜好性につい
て検討している。ムクナ属マメはL-DOPAを非常に多く含むという
特徴があるため、様々な加熱調理を行い食用とするが、その際、
味、香りや物性など物理化学的な変化が起こり、嗜好性への影響も
考えられる。そこで、L-DOPAを調理法により制御しつつ、調理品
を調製し、その物理化学的な変化を把握し、嗜好性との関係を明ら
かにすることを目的として検討している。これにより、未利用食材
であるハッショウマメやフロリダベルベットビーンの利用拡大につ
ながるものと考えている。 
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教育内容 / Educational Pursuits

 担当科目は、中学校・高等学校の家庭科教員免許取得希望者のた
めの調理実習である。調理実習は食材を選び、調理し、盛り付けて
食べて片付けるところまでを含み、食品化学、調理科学、栄養学、
食品衛生、食文化、環境問題等の学問分野とも深く関連している。
それらのことを十分に理解し、加えて、調理技能も身につけ、教師
として生徒を指導できる基礎力を体得できるよう指導している。

 

研究計画

メッセージ
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飯田　薫子氏名
IIDA Kaoruko

所属 大学院人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
 博士（医学）（2001筑波大学）
 応用栄養学、生活習慣病学、スポーツ医学

iida.kaoruko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 生活習慣病
 メタボリックシンドローム
 エネルギー代謝
 分子生物学
 スポーツ医学

 Lifestyle medicine
 Metabolic syndrome
 energy metabolism

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

【原著論文】 Kodama S, Saito K, Tanaka S, Horikawa C, Saito A, Heianza Y, Anasako Y, Nishigaki Y, Yachi Y, Iida KT, Ohashi Y, Yamada 
N, Sone H.Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol.;57(4):427-36, 2011

【原著論文】 Horie M, Naka A, Iida K: Proteomic profiling of K-11706 responsive proteins. International Journal of Sports Medicine, 
2011, in press.

【学会発表】 Naka A, Iida K, Iwasaki H, Nakagawa Y, Yamada N, Shimano H：Functional analysis of TFE3, the energy metabolism 
related transcription factor, in skeletal muscles. 15th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), Antalya, 
Turkey, June. 2010.

【学会発表】 Yokoo T, Watanabe K, Iida KT, Suzuki H, Shimano H, Ishikawa S, Kawakami M, Yamada N and Toyoshima H : Transgenic 
Mice Expressing an Intestine-Specific Secretory Protein, IBCAP (Formerly CF266), Demonstrates Pancreatic β-Cell Augmenting 
Activity., ENDO 2010: The 92nd Annual Meeting & Expo, San Diego, USA, June. 2010.

【訳書】 飯田薫子: 運動やトレーニングに対する内分泌反応. スポーツ運動科学 (宮永豊 総監訳). 西村書店. 119-142頁、2010.10 

 molecular biology
 sports medicine

 肥満、糖尿病、高脂血症、メタボリックシンドロームなどは典型的
な生活習慣病であり、その発病と進行には食生活・身体活動などの
因子が密接に関与する。 そこで本研究室では、分子生物学的手法や
臨床疫学的手法を駆使して、生活習慣病の予防・治療法開発をテー
マとし、食生活・身体活動などの観点から広く研究に取り組んでい
る。 さらに身体活動と関連して、運動やスポーツに注目し、運動時
の様々な生体内での変化についても併せて研究を行っている。

 Various factors in nutrition and physical activity 
are involved in the onset and development of 
lifestyle diseases such as diabetes, dyslipidemia, 
obesity and metabolic syndrome. Work in our 
laboratory focuses on those factors to clarify 
how developing o
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教育内容 / Educational Pursuits

 2010年度担当授業；解剖生理学I、解剖生理学II、解剖生理学実
験、食物栄養学輪講 、専門英語、医療と健康 主に医学、医療系の
授業を担当している。「解剖生理学」では、人体の構造や生理機能
を判りやすく説明し、疾患に関する理解を深めることができるよう
に配慮している。「解剖生理学実験」では、マウスの解剖や、実際
に病院で使用される医療機器を活用した医療検査などを体験させ、
解剖や生理学の理解を深められるように工夫した。隔年開講の「医
療と健康」では、医学や医療に関する最近の話題を、一般の学生む
けにわかりやすく講義している。 

 Classes(2010); Principles of Anatomy and 
Physiology　I, Principles of Anatomy and 
Physiology　II, Anatomy and Physiology 
Laboratory, Special Topics in Food Science and 
Nutrition, Technical English, Medicine and Health

研究計画

 生活習慣病研究を志す院生志望者が非常に増加しており、現在研究室体制を整備・拡大し、複数のプロジェクトを推進
している。 具体的には、糖や脂質代謝に関わる転写因子の研究、生活習慣病の発症や進展予防につながる食品成分の研
究、運動時の骨格筋エネルギー代謝に関する研究、などを行っており、その研究手法として、実験室における分子生物学
的研究と、情報データベースを活用した解析研究の両面からのアプローチを行っている。 食事・運動を含む、生活習慣
病（糖尿病、メタボリックシンドローム、動脈硬化など）の予防・治療に関わる研究に関して、大学・企業を問わず、共
同研究、専門医の見地からのアドバイス、講演が可能である。

メッセージ

 近年社会問題となっている様々な生活習慣病には、栄養や運動といった生活因子が深く関与しています。その関連性を
深く理解し、広い知識を身につけ、これらの疾病に立ち向かえるような研究を勧めて行くことが我々の目指すところで
す。 興味がある方は、いつでもご連絡下さい。
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池田　全之氏名
IKEDA Takeyuki

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士(教育学）/Doctor（pedagogy)
教育哲学/Educational　Philosopy

ikeda.takeyuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 教育哲学
 ドイツ観念論
 フィヒテ、シェリング
 フランクフルト学派
 アドルノ、ベンヤミン

 Philosopy of Education
 German　Idealism
 Fichte，Schelling

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「労働的人間形成の論理とその今日的意味について?自我の自己形成を巡る1800年前後のドイツ思想の一断面」，教育哲学会編『教育
哲学研究』第101号，pp.31?37，2010年5月

「昨今の教育改革の動向とヤスパース哲学ー国家の統治性格の現状に包越者存在論が示唆するもの」，日本ヤスパース協会編『コムニ
カチオン』第17号，pp.33?34，2010年12月

「ヨーロッパ精神の〈起源〉への追慕による〈過去の克服〉?ハイデガー、リット、ヤスパースの場合」，対馬達雄編著『ドイツ　過
去の克服と人間形成』，pp.117?156，昭和堂，2011年3月

 Frankfurt　School
 Adorno，Benjamin

 2010年度は、戦後ドイツにおけるナチスの過去の克服のあり方を
検討した。具体的には、まず、過去忘却の典型として後期ハイデ
ガーの技術論を明らかにした。それに続いて、リットの自律概念と
ヤスパースの理性の哲学を解明した。そして彼らの思想が、現代の
歴史認識に示唆するものを検討した。

 In 2010,I investigated the way of overcoming 
the sinful past of Nazis-period after World 
War ?　in Germany. Concretly speaking, at first,I 
considered about Heidegger's theory of 
technology as typical case of forgetness of 
crimes which Germay commited in t
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教育内容 / Educational Pursuits

 2010年度は、学部段階の授業においては、フーコーの権力論、ア
ドルノの非同一性の哲学、シェリングの道徳思想、ベンヤミンとハ
イデガーの時間観を、現代の教育問題と絡めながら概説した。大学
院段階では、後期ハイデガーとヤスパース思想を中心に、ドイツに
おけるナチスの過去の克服の問題を論じた。演習においては、デリ
ダの『差延』を取り上げた。

 （For undergraduate course) I treated outline of 
Adorno's theory of dialectic of 
enlightment,Schelling's ethic, and the 
understanding of Time of Heidegger and 
Benjamin, relating these theory to our 
educational problems. (For graduate course) I 
focussed on

研究計画

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
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猪崎　弥生氏名
IZAKI YAYOI

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士／M.A.
舞踊学・舞踊芸術学

izaki.yayoi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 舞踊
 身体
 表現
 評価
 

 dance
 body
 expression

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

猪崎弥生作品「不可視の構図」，2010時代を創る現代舞踊公演，東京芸術劇場中ホール，2009.9.22

柴眞理子・南貞鍋・猪崎弥生ら，舞踊行動の体感に関する日韓比較，表現文化研究10(2),235-245,2011

 evaluation
 

 舞踊運動の持つダイナミックで有機的な表現性に着目し、その表現
性の評価について研究を継続している。平成16年度から3年の交付
期間での科研費を採択された研究「表現運動（舞踊）の指導力を向
上させるために有効な指導言語と評価との関係について」におい
て、舞踊運動の評価とは、現れ出てくる表現性を含めた舞踊運動そ
のものの特性をつかみとることと捉え、舞踊指導における評価と指
導言語との関係を明らかにしようとした。そこでは、舞踊運動の評
価が舞踊経験に基づく身体性（身体言語）に関与することが示唆さ
れた。平成19年度から2年の交付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。平成22年度から4年の交付期間
での科研基盤B「多様的身体を目指すジェンダーフリーなダンス教
育法の開発と構築」に採択され、調査・実践研究を行っている。

 I investigate Dance Study from the viewpoint of 
dynamic expressiveness through dance 
movement. The relationship between an effective 
guidance language and the evaluation in the 
dance class, is connected to the dance teacher's 
dance experience. I continue
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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、舞踊の領域、
運動と表現、形式と内容、形式と構造という観点から「舞踊とは何
か」を考える授業を展開している。「舞踊芸術学実験演習」では学
生各自が舞踊学の論文のレジュメを作成し、発表を行い、論文の内
容に関して議論する。モダンダンステクニック初級では「身体を知
る」ためにフロアーエクササイズ、ステップを含む移動、フレーズ
を踊ることを行っている、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
3名の修士論文指導を行った。

 Undergraduate course: Dance and the Arts(dance 
history, dance education, form, and content) 
Modern Dance Techinique(floor exercies, 
locomotion, and phrase) Dance 
Creation(improvisation, choreograph, and 
composition) Graduate course: Dance 
Theory(dance ph

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 ・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(科研基盤B） ・
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。
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石井クンツ昌子氏名
Ishii-Kuntz Masako

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
社会学学士
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
http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/Teacher_Ishii.html
ishii.kuntz.masako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ワーク・ライフ・バランス
 IT社会における育児期の親
 父親の育児・家事参加
 育メンの規定要因
 男らしさの解明

 Work and Life Balance
 Parents in IT Society
 Fathers' Involvement in Child Care and House

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 Factors affecting child caring men (Ikumen)
 Examining diverse masculinities
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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石口　彰氏名
ISHIGUCHI Akira

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学博士（１９８９　東京大学）
認知科学、実験心理学
http://www.hss.ocha.ac.jp/akira1
ishiguchi.akira@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 視覚
 学習
 熟達化
 感性
 ベイズ推論

 VISION
 LEARNING
 EXPERTISE

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Tokita, M. & Ishiguchi, A. (2010) Effects of element features on discrimination of relative numerosity: Comparison of search symmetry 
and asymmetry pairs. Psychological Research, Vol.74, Pp.99 - 109

Tokita, M. & Ishiguchi, A. (2010) How might the discrepancy in the effects of perceptual variables on numerosity judgment be 
reconciled? Attention, Perception, & Psychophysics, Vol. 72, Pp.1839-1853

 KANSEI
 BAYESIAN INFERENCE

 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、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。

 1. Statistical properties of visual pattern 
cognition Statistical properties of visual pattern 
cognition are solutions of the ill-posed problem 
in which th visual system recovers the 3D space 
from 2D retinal images. The visual system 
induces the Bayesian
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部：１　認知心理学概論 　 人間の認知情報処理過程（パターン
認知、学習・記憶、知識表現、推論と問題解決等）に関して、神経
生理学、計算理論、行動科学的側面からの解説を通して、認知心理
学の概要を理解する。  学部：２　認知心理学演習（基礎） 　 人
間の認知機能、特にパター認知、推論機能について、日本語・英語
テキストを批判的に講読し、認知心理学の基礎を習得する。  学
部：３　認知心理学演習（理論） 　人間の視覚に関する理 論的文
献を購読し、内容について、プレゼン形式で 発表する。さらに、
視覚機能に関する簡単なデモン ストレーションを参加者自ら工夫
することで、理論 と実際との関係を体験する。  学部：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。

 Under-Graduate Course Introduction to Cognitive 
Psychology: I survey fundamental properties of 
the human cognitive processes in pattern 
cognition, internal representation, learning, 
memory, reasoning and problem solving.  
Graduate Course: Cognitive Syste

研究計画

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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石田　千晃氏名
ISHIDA Chiaki

所属 教育開発センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任リサーチフェロー

ishida.chiaki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 オルタナティブな学び
 情報
 ICT
 
 

 alternative learning activity
 information
 information communication technology

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「ICTを活用した学修支援の意義 : Ploneを使った実践と運用を例に」The meaning of Learning support activity with ICT : A Case Study 
in the Plactice and Operation of Plone、高等教育と学生支援 : お茶の水女子大学教育機構紀要、2010年、1-18頁。 

「学内インターネット調査の試み : 文理融合リベラルアーツ教員調査実施報告」A pilot web survey using an internal web server : 
Report of survey for faculty on the "Liberal Arts in the 21st Century"高等教育と学生支援 : お茶の水女子大学教育機構紀要、2010年、
29-36頁。 

 
 

 現代社会における学び（人間形成）とそれに関る情報ネットワーク
について、人文社会科学的な視座から考察を行っている。特に人が
1つの価値観を中立・正統であると絶対視することで困難から抜け
出せなくなっている状況を相対化し、課題を解決していくプロセス
にICTネットワークが活かされる可能性を追求している。上記を検
証するために、実践として、異なる立場の人々による対話のネット
ワークやデータベース化（学習資源化）に関りつつ、理論的、実証
的に研究を行っている。
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教育内容 / Educational Pursuits

 お茶の水女子大学全学共通科目「情報コミュニケーション技術と
創発性」 本授業の目的は、現代社会における様々な課題に対し
て、ICTを使いながら、具体的な解決策を模索し、表現していくこ
とにあります。＜情報＞の性質を体系的におさえつつ、?ICTを利用
した情報共有の方法や?ディスカッションによる動的な＜情報＞の
生成（創発性）について学んでいきます。

 

研究計画

メッセージ
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石塚　道子氏名
Ishizuka Michiko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
M.A.(History),文学修士、博士（地理学）
文化地理学、カリブ海地域研究

ishizuka.michiko@ocha.ac,jp

 研究者キーワード / Keywords

 文化地理学
 カリブ海地域研究
 ディアスポラ
 クレオール
 ジェンダー

 Cultural Geography
 Caribbean Studies
 Dispora

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

論文：2011「第三世界の認識論-フェミニスト地域研究に向けて」、熊谷圭知編『ローカルセンシティヴな開発とジェンダー研究の構
築をめざして』お茶の水女子大学グローバル文化学環、36-49頁

論文：2011「あなたはどこからきたのですかーグローバル化の文化分析」小林誠他編『グローバル文化学ー文化を越えた協働』法律
文化社、33-48頁

論文：2010「終わらない問いー「空間・場所・ジェンダー関係」再考?」、お茶の水地理、2?26頁

論文：2008「クレオール文化空間の脱植民地戦略ーマルティニクにおける相反的な空間をめぐって」、文化人類学　72巻4号、
485?503頁

共編著者：2008『ポストユートピアの人類学』、人文書院

 Creole
 Gender

 カリブ海地域は、実際に世界の多様なエスニック集団のが連鎖する
地域である。文字通り多様な文化の坩堝であり、慣習や制度のみな
らずエスニシティのレベルにいたる混交は比類のない新たな文化の
生成過程、クレオール化として捉えられる。私の研究は文化、社会
空間の支店からこの文化生成過tually every程を明らかにするもので
ある。

 The Caribbean is a unique and complex 
concatenation of virtually every ethnic group in 
the warld. Each group brought paticular traits to 
Caribbean. The reigion has truly been a curcible 
of various cultures.This blending ,not only of 
institutionsy, but al
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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、また地理学コースにおいて、
グローバル化のもとでの文化の変容を解析するために文化研究理
論、カリブ海地域や欧米地域の移民社会・文化についての具体的な
事例を通して文化の多様性を考えるクレオール文化論の授業、卒業
論文指導を行った。大学院前期課程では開発言説に係わる多様な文
献の講読をとおして開発政策のポリティクスを考察する能力の養成
を図った。後期課程では博士学位論文作成のための理論構築指導を
行った。

 I took charge two subjects for underguraduate 
students of the courswe of Global Studies for 
Inter-Cultural Cooperation and the course of 
Geography; the first,study of cultural theories to 
make students understand tranformation of 
cultures under globariza

研究計画

 カリブ海地域は、近代最初の人口移動で生成された地域であり、またグローバル資本主義のもとでの経済的周辺性によ
りきわめて人口移動性が高い。このような移動が常態である地域の住民たちがどのように生存戦略として「世帯」を維持
してきたのかを階級、エスニシティ、ジェンダーの視点から、アンティール･ギアナ大学、マルティニク県立博物館など
の研究者との共同調査を通して 明らかにしていく。

メッセージ

 身近な日常現象の中にもグローバル化のもとでの文化の変容が現れています。それを見出すまなざしをもってほしいと
思います。
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市古　夏生氏名
ICHIKO Natsuo

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（文学）（早稲田大学 1998）
日本近世文学　出版文化学　書誌学

ichiko.natsuo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 日本近世文学
 仮名草子
 浮世草子
 出版文化
 原稿料

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

明暦三年江戸大火之事（『国文』113号、PP53-65）

『増益書籍目録』の成立と展開（『かがみ』41号、PP27-52）

江戸時代初期出版年表（共編、勉誠出版、628頁）

江戸から明治に至る版権と報酬の問題（市古責任編集『江戸文学』42号、PP4-19）

《座談会》十七世紀の文学（『文学』11-3、PP2-31）

 
 

 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させた。 ま
た17世紀の出版文化を研究する上での基礎資料となる出版年表の作
成に参加した。 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2010年度に
公表した。
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教育内容 / Educational Pursuits

 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
た。２２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
「日本近世出版文化演習」では版本書誌学を講義し「日本近世文学
演習」では仮名草子の『名女情比』に関して、古典文学に登場する
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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伊藤　亜矢子氏名
ITO Ayako

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（教育学）
学校臨床心理学、コミュニティ心理学
http://www.develop.ocha.ac.jp/itoa.html
ito.ayako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 Counｓeling

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Ito,A.(印刷中)Enhancing school connectedness in Japan: The role of home room teachers in establishing a positive classroom climate．
Asian Journal of Counselling,18

Smith, D. C.,Ito, A., Gruenewald, J., Yeh,H.(2010)Promoting School Engagement: Attitudes Toward School Among American and 
Japanese Youth．Journal of School Violence,9(4)，392-406．

伊藤亜矢子　編著　(2011)エピソードでつかむ児童心理学　ミネルヴァ書房

伊藤亜矢子（2010）第6章　学校環境のアセスメント 　松本真理子・金子一史編著　子どもの臨床心理アセスメント：子ども・家
族・学校支援のために　金剛出版，126-131.　 

伊藤亜矢子(2010)全校型支援を行うｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの理論的検討??スクールカウンセラーの役割を中心に?,　日本心理臨床学会第27回大
会発表論文集 

 Collaborative Action Research
 Consultation

 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氏と定期
的に連絡をとりあい、現職スクールカウンセラーのFocusグループ
を毎月行うなどして、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執筆に着手した。また、学
術振興会短期招へいにより全米暴力防止協会のDouglas　Smith氏を
約2ヶ月間受け入れ、米国のスクールカウンセリングモデル等につ
いて検討した。   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2010年には、コンサルテーションと共に、小学校版および中学校
版学級風土質問紙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。2010年度には、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改訂作成を行い、2009年
の香港における包括的スクールカウンセリングモデルの視察・検討
につづいて、スコットランド・アイルランド・韓国の実践について
現地およびメールでの研究交流を行った。

 Development of teacher and student 
mentalhealth support programs from 
international comparison.In 2009-2010, the 
project of translation and adaption of new school 
counseling text book was started with Dr.Carol 
Dahir from New York Institute of Technology 
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教育内容 / Educational Pursuits

 　伊藤研究室では、子ども・学校・地域・コミュニティをキー
ワードに、各人のテーマに応じて、実践研究を行っています。 　
臨床心理学・コミュニティ心理学・教育心理学・学校心理学の知見
を元に、学校内外での、子ども支援を促進する方法の開発やシステ
ムづくりをめざした実践研究です。 　例えば、小学校・中学校・
高等学校で、一教室あるいは、ＴＴ枠などを提供してもらい、相談
室を創設し相談システムづくりを実践的に検討するなどを、大学院
生と学部学生が協力して行っています。 　大学院生の多くは、心
理臨床センターに所属し、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。

 In our laboratory, students do the action 
researches cooperated with each other focusing 
on their own topics in schools & communities. 
Their key words are prevention, mental health, 
children, youth, school, community. Research 
methods are based on commun

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による日本型の全校支援方法や、教師による子ども支援や学級づくりの方法を臨床心理学の知見か
ら探求する。06年度には学級風土質問紙（CCI）のマークシート化ができ、09-10年度には、小学校版の公開と小学校版
を含む質問紙の分析システムの改良整備を行った。また、全校支援に関する教員向けパンフレットの作成や、カウンセ
ラー向けテキストの執筆（継続中）を行うと共に、米国・スコットランド・香港・台湾などの全校支援について検討を
行ってきた。今後も、学校全体の支援に向けたパッケージツールの作成（H20?22年科学研究費基盤(C）20530623）か
ら引き続いて、国際比較に基づく、日本型スクールカウンセラーの全校支援モデルの構築とツールの作成整備(H23?25年
科学研究費基盤(C)23530891採択内定)が課題である。

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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伊藤　さとみ氏名
ITO Satomi

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（人間・環境学）
中国語学／Chinese Linguistics

ito.satomi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 言語学
 形式意味論
 中国語
 副詞
 選言

 Linguistics
 Formal Semantics
 Chinese

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

学術論文「“被”構文における状語の描写対象」お茶の水女子大学文学会報大30号、pp.15?34

 Adverb
 Disjunction

 　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。
2010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：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。 ・選言と連言の作用域の研究：中国語の選
言接続詞には二種類あり、一つは疑問文を、もう一つは陳述文を結
び付ける。それぞれの意味論を明らかに、譲歩文において両者が交
換可能である理由について説明した。
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教育内容 / Educational Pursuits

 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、中国語を形式言語学の枠組みで分析する
方法について講義した。また、中国文化論および中国語購読の授業
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。大学院で
は、東アジア比較言語文化論および東アジア比較言語文化論演習を
とおして、言語学の基本を教えた。

 

研究計画

 2011年度には、以下の研究を行う。 ・受動文における副詞の修飾のあり方の研究から得られた知見をもとに、受動形態
素“被”の意味を明らかにする。 ・選言表現と連言表現が交替しても、意味に変化をもたらさない場合があることに着目
し、その場合の言語環境の特定と、交替を可能にする要素について明らかにする。 

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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伊藤　貴之氏名
ITO Takayuki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（工学）
コンピュータ・グラフィックス ビジュアリゼーション
http://www.is.ocha.ac.jp/~itot/   http://ito.is.ocha.ac.jp/
itot@is.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 可視化・見える化
 マルチメディア
 
 
 

 Visualization
 Multimedia
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

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, 2009.

R. Miyazaki, T. Itoh, An Occlusion-Reduced 3D Hierarchical Data Visualization Technique, 13th International Conference on Information 
Visualisation (IV09), pp. 38-43, 2009.

Y. Uchida, T. Itoh, A Visualization and Level-of-Detail Control Technique for Large Scale Time Series Data, 13th International Conference 
on Information Visualisation (IV09), pp. 80-85, 2009.

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, 2009.

 
 

 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。2009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、2009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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伊藤　美重子氏名
ITO Mieko

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（人文科学）
中国古典文学・中国古典語学

ito.mieko@.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 中国文学
 敦煌文献
 漢字
 字書
 

 Chinese Literature
 Dun-Huang Manuscripts
 Chinese Chracter dictionary

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「敦煌の学郎題記にみる学校と学生」　唐代史研究会　夏期シンポジウム（2010．8月24日　箱根強羅青雲荘）

 Dictionary
 

 　敦煌写本を資料として、唐末五代の敦煌の生活文化の研究を継続
している。本年度では、主に「学校」をキーワードにした研究を
行った。 　また、敦煌文献中に残る「変文」という通俗文学の形式
について、「伍子胥変文」を資料として、その形式・内容・特質に
関する調査に着手し現在、継続中であり、これらの通俗文学と「学
校」の関連について考察することを課題としている。 　 
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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

 　現在、課題としている学校と通俗文学の関連に関しての考察を継続する。敦煌文献中の通俗文学作品は、寺院の学校
の「学士郎」「学郎」などと称される人々によって書写されていることが多く、この現象をどのように考えるかというこ
とが一つの課題となり、学郎の文化活動における役割についての考察を進めたい。　唐代における通俗文学の資料として
は、敦煌文献がその重要な位置をしめて、敦煌の通俗文学作品についての考察は、唐代の通俗文学を考える手がかりとな
るものである。 　 　 　

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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井原　成男氏名
IHARA Nario

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士
発達臨床心理学
http://www.develop.ocha.ac.jp/ihara.html
ihara.nario@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

思春期IBD患者の治療をめぐる心理的葛藤とその変容?食事療法を中心とした家族の語りから．第9回日本小児IBD研究会，2009． 

思春期IBD患者の治療をめぐる心理的葛藤とその変容?食事療法を中心とした家族の語りから．心理臨床学会，２００９． 

ウィニコットと移行対象の発達心理学，福村出版，2009． 

書評：発達障害とその周辺の問題．臨床心理学，9(3):447-448，2009． 

 attachment
 eating disorder

 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10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

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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岩壁　茂氏名
IWAKABE Shigeru

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
Ph. D
臨床心理学（特に心理療法研究）
http://www.develop.ocha.ac.jp/iwakabe.html
iwakabe@cc.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 心理療法研究
 臨床家の訓練と職業的成長
 
 
 

 psychotherapy research
 Training and professional development 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

岩壁茂．（2010）はじめて学ぶ臨床心理学の質的研究　ー　方法とプロセス．岩崎学術出版社．

岩壁茂（2010）：感情と体験の心理療法　過去の感情的傷つきをどう扱うか　ー　"Unfinished business" と空の椅子の対話． 臨床心
理学, 10, 741-749. 

岩壁茂（2010）：感情と体験の心理療法　自己批判による葛藤と二つの椅子の対話　ー　対立する二つの自己をどう統合するか. 臨床
心理学, 10, 574-582. 

岩壁茂（2010）：感情と体験の心理療法　感情調整. 臨床心理学, 10, 420-428. 

Ito, M., Greenberg, L. S., Iwakabe, S., & Pascual-Leone, A. (2010, May). A task analysis for self-soothing process in emotion-focused 
therapy. Paper presented at the annual meeting of The Society for Exploration of Psychotherapy Integration, Firenze, Italy.

 
 

 （１）感情調整の問題を扱う介入法の効果を測定した （２）セラ
ピストによる肯定の類型化を行った （３）治療的失敗に関するセラ
ピストインタビューを行った （４）初心者臨床家の職業的成長に関
して継続的インタビューを行い、特に大学院修了直後の困難や成長
とかかわる出来事を質的に検討した。

 (1) Analogue study of emotion regulation 
interventions (2) Classification of therapist 
affirmation responses and attitude (3) Qualitative 
interviews on therapeutic failures (4) Qualitative 
research on Professional development of 
psychotherapists
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部の授業は、５科目を担当した。「カウンセリング論」では理
論的な知識が実際の臨床場面においてどのように使われているのか
ということを受講生がよりはっきりとつかめるように、カウンセリ
ングのビデオ視聴を取り入れた。 　大学院では、「臨床心理学特
論（実践）」「臨床心理学基礎実習（前期）」「発達臨床心理学研
究法」を担当した。継続的なロールプレイとビデオを使ったグルー
プスーパービジョンを取り入れることによって介入プロセスに関す
る細かな指導を行うように心がけた。 

 I taught 5 undergraduate courses and 3 graduate 
courses in this school year. In undergraduate 
course of "Theories and practice of counseling 
and psychotherapy," I have used videotaped 
counselling sessions to illustrate how clinical 
concepts are used and 

研究計画

 感情調整への介入モデルの具体化とそれに基づいた臨床訓練を進めること。肯定に関する研究成果を応用した面接プロ
セスの分析。

メッセージ

 私の研究分野は、人が変わるプロセスです。特に関心をもっているのは、心理療法・カウンセリングにおいてクライエ
ントがどのように変わっていくのか、そのプロセスを理解することです。カウンセリングを録音してその内容を細かく分
析していきます。特に様々な感情を表し、体験し、受け入れるプロセスを中心に扱っています。
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内田　伸子氏名
UCHIDA Nobuko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
学術博士（1990　お茶の水女子大学）
発達心理学・認知心理学
http://www.hss.ocha.ac.jp/psych/devpsy/home.html
uchida.nobuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

内田伸子・小林肖（2010）「幼児は未知人物の誘いにどのように対処するか：子どもの安全・防犯教育の発達心理学的検討」『発達
心理学研究』21(4),311-321.

内田伸子(2010)「ヴィキィは何を見ていたのか？―チンパンジーと人の象徴機能の差異と共通性―」『心理学評論』53(3),383-393．

Uchida, N. & Ishida, Y.　(2011)　What counts the most for early literacy acquisition ?:Japanese data from the cross-cultural literacy 
survey of GCOE Project. PROCEEDINGS; Science of Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society”, SELECTED 
PAPERS, 6,11-26(in press). 

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.（全237頁）

内田伸子(2010)『子どもは変わる・大人も変わる―児童虐待からの再生』お茶の水事業会．（全125頁）

(1) 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
の創成誕」採択され、国際格差班の事業推進者として幼児の読み書
き能力の獲得と学力（論述・論理力）の関係についての国際比較研
究（日・韓・越・中の国際比較研究）に着手し、日本と韓国の幼児
のデータを採り終えた。 (2) リスク社会における子どものコミュニ
ケーション力の発達について実験研究を行い成果を学会で発表し
た。 (3) 幼児の安全教育に関する社会文化的要因の影響を解明する
ため、子どもの危機管理・安全教育について臨床支援プログラムを
開発し、成果を学会で発表した。 ★成果の検証：国際協力事業：
16-18 年にかけて開発した海外調査基盤(B) 幼児教育途上国支援
「お茶大モデル」に基づきJICA の支援を受けて、１か月間の「中西
部アフリカ幼児教育研修会」を実施した。韓国の保育者１名、梨花
女子大の幼児教育学部の院生13名、学部生4 名の合計18 名の研修
生を受け入れ８日間の「日韓幼児教育セミナー」を主催した。

(1)This year The Global COE Program　has 
started its first stages of research for the Global 
COE Program “Science of Human Development 
for Restructuring the ‘Gap-Widening Society’ I 
started the cross-cultural studies about the 
relationship between literacy
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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 think

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
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内田　正子氏名
UCHIDA Masako

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
英文学修士(1973 東京大学)
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

uchida.masako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 イギリス文学
 19世紀
 ディケンズ
 
 

 English Literature
 the Nineteenth Century
 Charles Dickens

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 
 

 Victoria朝はどのような特質の集積によって形成されるのか、18世
紀半ばごろのRomanticismの始まりから1830年代までのいろいろな
局面を取り上げて考察している。今年はこれまでなかなか取り上げ
られなかったByronの著作を集中的に読むことができ、彼がフラン
ス革命に強い関心を持っていること、しかし、革命を大きな社会的
運動ではなく、人目に立つ幾人かの個人の活動として認識している
ことが分かった。このことは、CarlyleのThe French Revolutionとの
つながりと断絶とを同時に示している。

 What Quallities the Victorian Age is made of? 
This question cannot be answered without 
studying various phases of Romanticism from the 
middle of the 18th century to 1830s. This year I 
took up Byron and discovered that he is very 
much interested in the Fr
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教育内容 / Educational Pursuits

 博士課程前期の演習では、近年あまり読まれることのない
Byron,Childe Harold's Pilgrimage??を取り上げ、典型的ロマン派と
みなされがちなByronにその後のVictoria朝につながる特質の有無を
考察した。英米文学演習上級では、作者の同時代に対する批評が
もっとも先鋭な形で表明された、George Eliotの最後の長編小説 
Daniel Derondaを精読した。英語圏テキスト講読?では、専門の英
文読解への橋渡しとして、Oscar Wildeの批評作品を講読。LAジェ
ンダー演習では、多くのホラー映画や小説の母胎となってきた
Mary Shelley, Frankensteinを読解した。ほかに卒論作成のための特
別演習およびコア英語3科目を担当した。 

 In the Master's seminar, read Byron's Childe 
Harold's Pilgrimage, and discussed the possible 
Victorian qualities observable in this 
quintessentially Romantic poet, conspicuously 
left unread these days. In the LA gender seminar, 
read the novel written by 

研究計画

メッセージ
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梅原　利宏氏名
UMEHARA Toshihiro

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士（理学）（1992　東海大学）
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）
http://www.sci.ocha.ac.jp/
umehara.toshihiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 誘電緩和
 ＮＭＲ
 分子運動
 水の構造
 生体高分子

 Dielectric Relaxation
 ＮＭＲ
 Molecular Dynamics

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 Water Structure
 Biopolymer

 　生体を構成する生体組織や生体高分子は、生体内では水和した状
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、ほかの二糖類に比べて乾
燥・凍結耐性の向上作用の高いトレハロースに注目し、誘電緩和
（TDR），NMRを用いた測定を行っている。これらの糖水溶液の実
験では、トレハロースとその他の二糖類では、 　・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 　・トレハロー
スのOHプロトンの交換速度が他の糖にく　　らべて遅い ことなど
が示されている。 現在、誘電測定システムおよび解析システムの開
発，糖水溶液の測定，環境を変えイースト菌自身にトレハロースを
作らせ、そのトレハロース濃度の水和水への影響を調べた結果の投
稿準備を行っている。 
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教育内容 / Educational Pursuits

 ＠物理学実験 　担当テーマ：「プランク定数」 　　　　　　　
「誘電体」 ＠一般物理学実験 　担当テーマ：「オシロスコープ」 
　　　　　　　「回折格子と水の屈折率」 ＠基礎物理学実験 　担
当テーマ：「剛体球の力学」 　　　　　　　「減衰振動」 
　　　　　　　「回折格子と水の屈折率」 　　　　　　　「熱電
対」 

 

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、生体高分子レベルでの三次元構造，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重要であると考えられる。 　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） 　・ＮＭ
Ｒによる糖水溶液の測定 を、行っている。

メッセージ
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太田　裕治氏名
OHTA Yuji

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（工学）（1992年，東京大学工学系研究科）
人間工学，医用工学，福祉工学／Biomedical engineering
http://www.eng.ocha.ac.jp/biomedeng/index.html
ohta.yuji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Shimba S, Kawashima N, Ohta Y, Yamamoto SI, Nakazawa K. Enhanced stretch reflex excitability in the soleus muscle during passive 
standing posture in humans. J Electromyogr Kinesiol. 20(3), 406-12, 2010.

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．太田裕治，元岡展久，椎尾一郎，塚田浩二，神原啓
介．電気学会論文誌C，130(3), 383-387, 2010．

建築学会誌：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．元岡展久，椎尾一郎，太田裕治，塚田浩二，神
原啓介，井口雅登．総合論文誌, No.8, Janurary, 2010.

Simplified Model for Cardiovascular System and its Regulation. Okubo J, Urayama M, Aizawa S, Ohta Y and Aikawa Y. 日本温泉気候物理
医学会雑誌，73(2)，109?121，2010． 

鈴木重信，松井勇樹，高橋将人，垣本映，太田裕治．Development of a new mobility device having standing-position walk and seating-
position movement. 生体医工学，vol.48，Suppl.1, p. 151, 2010．

 
 

 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，転倒予防のための足圧計測デバイス開発
などを行っている．とくに平成22年度は実験住宅（Ocha house）に
おいて，歩行モニタリングの検討を行った． （２）ニューロリハビ
リテーションデバイス 運動麻痺に対する神経リハビリテーション効
果に関する研究を行っている．すなわち，近年，リハビリテーショ
ン過程における神経回路の可塑性（再活性化）に関する知見が相次
いでいることから，家庭で簡便に利用が可能な足関節受動運動装置
の開発を行った．

 Current research themes are listed below. (1)It is 
well recognized that muscle stretching and 
repetitive passive joint movement is effective for 
the reduction of the spasticity and joint 
contracture which is commonly appears 
following stroke and spinal c
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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, 人間工学, 環境
物理学（お茶の水女子大学） 電子工学（池見東京医療専門学校） 
医用精密工学（中央大学理工学部精密機械工学科） 生体力学論
（千葉大学工学部） 医用電子工学１（東京理科大学） 福祉工学
（放送大学）

 Exercise in math and physics 1-4, Physical 
chemistry, Human anatomy, Biomedical 
engineering, Environmental physics（Ochanomizu
 University） Electrical Engineering（Ikemi 
Gakuen） Medical Engineering（Chuo 
University） An Introduction to Biomechanics
（Chiba Univ

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いる．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，歩行中の足圧計測デバイスの開発を行うととも
に，転倒リスク解析に関する実践的研究を進める． （２）下肢の運動機能の向上を目指した在宅リハビリテーションデ
バイス（受動運動装置）の開発を行う． （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を行うととも
に，遠隔健康管理システムの開発研究を進める． （４）実験住宅において，加速度センサネットワークを利用した歩行
モニタリングを実現するとともに，ヘルスケアアプリケーションの開発に関する検討を行う． 

メッセージ

 当研究室の専門分野は，人間工学・福祉工学（Biomedical Engineering）という新しい工学分野であり，具体的には，医
療や福祉の現場で役に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とする数少ない研究室です．若い皆さんの頭脳や感性をこの分野に是非生かしてください． 
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大瀧　雅寛氏名
OTAKI Masahiro

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
工学博士（1995　東京大学）
環境工学（特に水環境工学および水処理工学）
http://envir.eng.ocha.ac.jp/member/otaki/index-j.html
otaki.masahiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 紫外線消毒
 塩素処理
 生活用水需要
 コンポスト型トイレ
 蛍光分析

 UV disinfection
 Chlorination
 domestic water demand

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kazama S. and Otaki M., The mechanisms of bacteria and viruses inactivation in sawdust used in composting toilet, Journal of Water 
and Environment Technology, Vol.9, No.1, pp.53-66, 2011

Myriam Ben Said , Kazama Shinobu, Otaki Masahiro and Abdennaceur Hassen, Detection of active Escherichia coli after irradiation by 
pulsed UV light using a Qβ phage, African Journal of Microbiology Research, Vol. 4, No.11, pp. 1128-1134, 2010

風間しのぶ，大瀧雅寛，コンポスト型トイレにおける病原ウイルス指標，土木学会論文集G，Vol. 66, No. 4, pp.179-186, 2010

 composting toilet
 Fluorescence for water quality evaluation

 2010年度の研究内容は主に以下の５つに分けられる． １．おが屑
を用いたコンポスト型トイレにおける病原微生物の不活化機構を検
討し，リスク評価的手法を適用した． ２．微生物の消毒効率につい
てUV照射波長光依存性と処理水吸光スペクトル変動を調べて，その
影響を推定することができた． ３．微量溶存物質の検出が可能な蛍
光分析法を適用し，原水水質の変動を迅速に把握する手法を提案し
た． ４．複数培地法による細菌への損傷レベル評価およびT-RFLP
法を配水管中増殖細菌および病原菌に適用し，その違いを把握する
ことができた． ５．収集した海外工業用水経時変化データを用い
て，既存の水需要予測モデルのパラメータ決定法の提案を行った．

 The researches conducted in 2010 were 
categorized in 5 parts as follows. 1. The fate of 
pathogenic microbes in composting toilet was 
investigated. And the influence of various type of 
virus was evaluated based on risk assessment. 2. 
The dependence of wav
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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．物理数学関連科目を
３科目，および移動現象論によって物理現象の数学的解明方法を講
義した．環境化学では諸現象の基本メカニズムを化学物質変化の視
点から講義した．また専門教育５科目の講義・演習を担当した．環
境衛生学では，環境因子がどの様に人体に影響を与えるのかについ
て，その評価方法も含めて講義した．環境物理学では，水の流れ等
の諸現象を数式にて表す方法を講義した．水環境工学および人間・
環境科学実験実習では，水環境の評価方法及び改善技術の講義およ
び実験演習を行った．卒業論文指導は５名であった．大学院教育で
は，前期、後期において専門科目２科目、１科目をそれぞれ担当し
た．環境工学特論では，水環境に関する統計的手法に関して講義
し、環境生活工学演習では，論文作成方法の指導を行った．博士後
期課程は1名，博士前期課程は４名の指導を行った。

 In undergraduate education, I had 4 classes in 
fundamental science field and 4 classes in 
applied science field. In 3 classes of “mathematical
 physics” and “transfer phenomenon”, the 
mathematical methods describing physical 
phenomenon was lectured. In “E

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，生物の波長依存性について詳細な検討を行う予定であり，これにより広波長UV照射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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大塚　常樹氏名
OTSUKA Tsuneki

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
修士(文学)
日本文学

otsuka.tsuneki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

日本近代詩
文学理論
昭和文学
メディア戦略論
宮澤賢治

japanese　modarn　poems
theory　of　literature

strategy of media

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

宮澤賢治・宗教テクストの言語戦略―潜勢する「法華経」『国語と国文学』５月号。東京大学国語国文学会。２０１０年４月

japanese literature in showaperiod
kenji miyazawa

萩原朔太郎、宮澤賢治、金子光晴、草野心平、北原白秋、谷川俊太
郎等の日本近代詩、ナラトロジーやポストコロニアル、レトリッ
ク、記号論などの文学理論、梶井基次郎や太宰治、川端康成などの
昭和期の文学、宮澤賢治における科学と宗教の止揚についての考
察、広告や映画、テレビ、アニメ、政治パフォーマンス等における
メディア戦略など、幅広く言語文化を研究しています。

japanese modern literature especially modern 
poems,literature in showaperiods,and strategy of media
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教育内容 / Educational Pursuits

日本近代文学論特殊研究。日本近代文学史。日本近代文学論演
習」。卒業論文指導。修士論文指導。大学院博士課程研究指
導。

Lecture in japanese modarn literature。

研究計画

今後は文学理論とメディア戦略論を積極的にこなしていく予定です。

メッセージ

日本の近代文学を広く扱っています。また文学の基本となる構造や読者に対する戦略を問題にしています。文学だけでなく
言語と映像を使ったメディアについてその背後の権力装置についても問題にしています。高校の国語教科書の作成にもかか
わっています。
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大槻　明氏名
OTSUKI Akira

所属 リーダーシップ養成教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師

知識工学

otsuki.akira@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

学術俯瞰
ネットワーク分析
データベース
ナレッジマネジメント
オントロジー

Academic Landscape
Network Analysis

Database

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

AkiraOtsuki,AyumiKawakami,:Academic Landscape based on network analysis considering analysis of variation in the years of lucubration 
publishing,Knowledge Management（ISBN 979-953-307-226-4）

大槻明，岡田謙一,:オントロジー工学の手法を参考に構築した目的語ツリーの構造化俯瞰図への応用に関する研究,情報処理学会論文誌データ
ベース第49号,Vol.4/No.1, pp14-25,2011

大槻明、岡田謙一,:知識の構造化俯瞰表現に関する研究,情報知識学会誌,Vol. 21/No3, 2011

大槻明，岡田謙一,:組織戦略立案及び課題解決時におけるナレッジマネジメントを応用した新知識創造支援,日本創造学会論文誌,第12号, 
pp60-69,2009

AkiraOtsuki,:Knowledge Optimization and Construction of New knowledge Creation Supporting,Jurnal of informatics for Arts, Shobi University 
No.18, November,2010

Knowledge management
ontology

本研究では、従来の学術俯瞰に評価関数（modularity）を導入して
引用ネットワークを用いたクラスター分析を行い、また、バネモデ
ルを用いてクラスターを分割、すなわちクラスター毎に色分けされ
たネットワークをわかりやすく2次元描画（俯瞰表現）することに
より、ホットトピックの傾向分析及び予測が行える学術俯瞰の研究
する

In this study, even though Citation Map has been in the 
mainstream of recent study trend in a field of academic 
landscape achieving the stage of automated clustering, 
the reality is that experts manually analyse semantic 
attachment about what kind of group each cluster 
is. Therefore, we try to achieve an automated extraction 
of key literature of each cluster in the report, by setting 
automated interpretation of each cluster as the final 
purpose of the study.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

本研究によって研究開発される俯瞰マップにより，企業や研究機関等における研究プロジェクトや新商品開発等における傾
向分析や発想支援等に対し有効な手法を提示できるものと考える．さらに、瞰マップの対象は、これまでは特許や論文（サ
イテーションマップ）及びSPYSEEやmixiGraphなどの人と人を繋げるものであり、それらの俯瞰マップは１対１の関係を繋
げるに留まっていたが、本研究では１対多及び多項間の関係性も分析することを視野にいれている。つまり、俯瞰マップの
新しい対象として、例えば、人とコンテンツを同時に繋げて両側面から知り得たい知識の追跡や分析を行える俯瞰マップを
視野に入れている。これは、コンテンツを入れ替えるだけで，多様な分野の分析が行えるとともに，これまでに無い新たな
研究領域（対象）への応用も期待できるため、共同研究の可能性は高いと考える。

メッセージ
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大森　正博氏名
OMORI Masahiro

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
経済学修士（東京大学）
公共経済学、医療経済学、産業組織
http://www.soc.ocha.ac.jp/omori/ohmori.htm
omori.masahiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 地域医療
 
 
 
 

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

大森正博「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」 貝塚啓明　財務総合政策研究所編　『医療制度改革の
研究』　中央経済社　2010年3月　pp.217-268 

大森正博　「公立病院を取り巻く諸問題」『租税研究』　第733号　pp.53-66 2010年11月 

共著「少子・高齢化社会における持続・可能な社会保障制度改革」 『租税研究』　第736号　pp.8-43　2011年2月 

 
 

 地域医療システムについて理論的、実証的分析を行った。2010年
度は、公立病院の行動について、分析を行った。
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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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大森　美香氏名
OMORI Mika

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
Ph.D. Indiana University　2001年8月
臨床心理学，健康心理学

omori.mika@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Yamawaki, N., Nelson, J. & Omori, M. (2011). Self-esteem and life satisfaction as mediators between parental bonding and psychological well-
being in Japanese young adults. Journal of International Psychology and Counseling, 3, 1-8.

Yamazaki, Y., & Omori, M. (2011). Gender differences in thin-ideal internalization and drive for thinness among adolescents: Mothers’ roles in 
children’s thin-ideal internalization. Ochanomizu University Global COE Program Proceedings, 13, 79-89.

大森美香　2010　「なみだが出るのは悲しいから？　感情の発達」（川島一夫・渡辺弥生　編著）『図で理解する発達：新しい発達心理学
への招待』p. 51-64. 福村出版

"Omori, M.  It will happen to you but not to me!: Children’s optimistic bias in judgment of risks. Paper presented at the International 
Conference of 4th Asian Congress of Health Psychology.  Taipei, August 28, 2010. "

大森美香 能力モデルにもとづく感情能力尺度とパーソナリティの関連  日本健康心理学会第23回大会　2010年9月11日　千葉 

health communication

(1)科学研究費補助金基盤研究(C)の研究プロジェクトとして、感情
調整能力およびストレスの関連を明らかにする調査研究を行った。
(2)青年期の健康行動に関する研究を展開している。青年期女子のダ
イエット行動に及ぼすメディアや母親の影響に関する研究を展開し
た。
(3)本学グローバル COEプログラム・国際格差領域のプロジェクトと
して、青年期ヘルスリスク行動に関する研究を実施している。地域
研究として、スリランカに焦点をあて、現地調査を行った。

(1) I've been conducting a research project entitled as 
Does EI moderate relationships between stressors and 
stress reactions? on a grant-in-aid from JSPS since 
2009.
(2) In collaboration with my graduate students, I 
conducted research projects on health risk behaviors of 
adolescents.  During the FY2010, we mainly conducted 
research on Impacts of media and mothers' thin-ideal 
internalization on adolescents' dieting behaviors.
(3) As a program member of the Global COE program at 
Ochanomizu University, I initiated a comparative study 
on adolescent health risk behaviors. In 2010, I 
conducted a survey on psychosocial correlates of 
health-risk behaviors among Sri Lanka adolescents.
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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・研究指導を行っ
た。大学院においては「臨床心理科学特論」「臨床心理科学演
習」を担当し、成人期の心理的問題の実践や実証研究の動向に
ついて授業をすすめてきた。学部においては、「臨床心理学研
究法」「臨床心理学特殊講義」などの 授業を担当した。

I taught classes related to clinical psychology. Graduate 
courses that I taught involved Clinical Psychology and 
Seminar in Clinical Psychology. Particular emphases 
were placed on empirical research in these classes. 
Undergraduate courses involved Research Methods in 
Clinical Psychology.

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。1)感情能力のアウトカムに関する研究および能力開発に関する研
究、2)青年期ヘルスリスク行動に関する比較研究、3)産業領域におけるメンタルヘルス向上のための介入研究を計画してい
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て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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岡﨑　眸氏名
OKAZAKI Hitomi

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
Ｐｈ．Ｄ（1986年 ミシガン大学）
日本語教育学

okazaki.hiromi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

岡崎眸「子どもの実質的な授業参加」を実現する年少者日本語教育?二つのアプローチによる検討?」社会言語科学　第13巻第1号
　pp.19-34 

唐澤麻里・野々口ちとせ・陳メイケン・孫愛維・河崎俊子・岡崎眸「在台湾日系企業の社内コミュニケーションに対する駐在員の認
識」お茶の水女子大学人文科学研究　第7巻　125-38

「多文化共生社会におけるビジネス共生日本語教育の構築と教員養成に関する研究」平成19-22年度　科学研究費補助金研究基盤研究
Ｂ(2)課題番号19320075　成果報告書　研究代表者岡崎眸

 
 

 主に二つの研究課題で研究を行った。（１）多言語・多文化共生社
会を切り開くビジネス日本語教育と教員養成のあり方を探ることを
研究課題として、01年から継続してきた基盤B（２）(研究代表者)
の最終年度に当たる10年度には、それまでの研究成果を総括する研
究に展開し、成果報告書を作成した。具体的には、第一に、日本語
母語話者と非母語話者が参加し、互いが共生するための言語的手段
の獲得を目標とするビジネス共生日本語教育の特徴を提示したこ
と、第二に、共生日本語教育実習を受講した実習生の学びを質的･
量的に明らかにしたこと、第三に、内省モデルに基づく実習プログ
ラムの特徴を提示したことが挙げられる。（２）言語少数派年少者
の教科学習支援のあり方を探る研究として、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。

 (1) establishing methodologies for Japanese 
language education and teacher-development 
which aimed at facilitating to develop 
multilingual/multicultural society; (2) developing 
a system which was designed to support school 
subjects learning of linguistic
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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「日本語教育実習」で
は、共生日本語教育を研究テーマとする後期課程所属の院生や修了
生も参加して研究チームを作り、研究を進める態勢を作った。実習
生間の話し合い、実習生の内省レポ�[ト、教壇実習における実習
生の教授行動、参加者の談話などを収集し分析し、研究会で口頭発
表を行い、論文にまとめる作業を行った。この態勢により、?自分
たちの実践を対象とすることで、実践と研究の相互交流を体験でき
ること、?グループによる研究とすることで、研究手法が先輩から
後輩に伝授され、共有されること、?修士1年次にも小さい論文を１
本仕上げられること、などの点で、日本語教育研究者を養成するこ
とを目標とする本コースにとって教育的意義があると考える。この
研究への参加を通して、修士論文、博士論文へと研究課題を育てて
いく院生もいる。（２）鶴見中学における教科学習支援に院生を参
加させることで、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。

 The educational persuie should be characterized 
as the following: (1) education pro gram for 
Japanese language teacher practicum was put 
through by being carefully designed to be 
integrated to a research project funded by JSPS .; 
(2) establishing a syste

研究計画

 言語生態学に支えられた「持続可能性日本語教育」の可能性を探ることを目的とする教室つくりを昨年から開始した。
来年度に向けてもそれを継続し、受講生と参加者双方の生態環境の実態を観察し、コースデザインに生かすというサイク
ルで、アクションリサーチを行いたい。

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。

77



岡村　郁子氏名
OKAMURA Ikuko

所属 グローバル教育センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
教育学修士（お茶の水女子大学、1986年）
異文化間教育学・心理学

http://www.ocha.ac.jp/intl/ipo/index.html
okamura.ikuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

異文化間教育
帰国生・在外生教育
異文化間コミュニケーション
日本語教育
コミュニティ心理学

intercultural education
education for returnee  adn oversea students

intercultural commnication

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「「帰国体験を活かす」ことに対する意識とその形成要因について－帰国体験をもつ大学生へのインタビュー調査の分析から－」単著『国
際教育評論』第8号　東京学芸大学国際教育センター2011年6月

「帰国生徒のライフヒストリーに関する調査研究」佐藤郡衛・稲田素子・岡村郁子・小澤理恵子・渋谷真樹、第32回異文化間教育学会発表
抄録　2011年6月　pp.164-165

「「帰国体験を活かす」ことに対する考え方とその要因―帰国大学生のインタビュー結果の分析から―」第31回異文化間教育学会発表抄録
　2010年7月　pp.40-41

「帰国児童・生徒教育に関する総合的な調査研究」佐藤郡衛・稲田素子・岡村郁子・小澤理恵子・渋谷真樹『海外子女教育振興財団　帰国
児童・生徒の調査研究会報告書』2011年

Japanese Language teaching
community psychology

１）帰国生受け入れにおける学校コミュニティの役割分析
　帰国生の受け入れクラスに対する意識の差異を受け入れクラス形
態別に分析することにより、学校コミュニティでの帰国生受け入れ
の在り方を検討した。
２）異文化間移動を伴う児童生徒の日本語教育支援における地域コ
ミュニティの役割
　都内中学校に在籍する帰国児童生徒・在日外国人児童生徒の日本
語教育実践を通じ、地域コミュニティとのより効果的な関わりにつ
いて検討した。

１）I explored returnee students' consciousness of the 
classroom where they belong and analyzed the 
correlation between them to clarify the difference of 
effects brought by the reception formation.
２）Through providing Japanese language classes 
and remedial course for the returnee students at the  
middle schools, I reviewed function of the  regional 
community surrounding the schools and examined the 
relationships between them.
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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
　大学間交流協定に基づく交換留学派遣生ならびに本学主催の
海外短期語学研修参加学生に対して渡航前後のオリエンテー
ションを開催し、異文化間適応や異文化理解
に関する指導を行った。また、滞在中の危機管理やヘルスケア
についての情報提供ならびにアドバイジングを実施した。
２）留学相談
　長期・短期の海外留学を希望する学生への相談全般に携わっ
た。
３）本学への留学生に対する日本語教育と相談
　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。

１)  At the orientation session for the exchange students 
and the language tour participants, I provided lectures 
about cultural adjustment and cross-cultural 
understanding. During their stay I
also gave them some advices on physical/mental health 
care and risk-management.
２） I offered counseling services for the students who 
are plannnig to study abroad.
３）I delivered Japanese Language Extra Class(Level-
Basic 2) and intercultural counseling for the 
international students studying at Ochanomizu 
University.

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現在47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
ており、20名近い皆さんがお茶大の代表として協定校で勉強しています。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。 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（留学派遣担当・学生センター棟３階）をぜひお訪ねください。いつでも相談を
お受けします。
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岡村　浩司氏名
Kohji Okamura

所属 生命情報学教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任講師
 博士(医学)
 分子遺伝学

okamura.kohji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Gradual transition from mosaic to global DNA methylation patterns during deuterostome evolution Kohji Okamura, Kazuaki A. 
Matsumoto, and Kenta Nakai BMC Bioinformatics 11, Suppl 7, S2 (2010) 

 
 

 　DNAのメチル化は哺乳類の遺伝子発現制御に重要な役割を果たし
ていることが知られているが、この機構は進化上、ごく初期の脊椎
動物において何らかの変化により獲得されたと推測される。この経
緯を探ることを目的とし、脊椎動物および無脊椎動物の境界付近に
位置する原索動物などを用いてRNA-seqを利用した網羅的な転写開
始点決定、およびプロモータ近傍のDNAメチル化解析を行う。複数
の種から得られたデータを比較検討することにより、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て、遺伝子発
現の人為的制御の基盤創出を目指す。 
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

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一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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荻原　千鶴氏名
OGIHARA Chiduru

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（人文科学）（1996　お茶の水女子大学）
日本文学、特に日本上代文学

iwasaki.ogihara.chizuru@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 古事記
 風土記
 万葉集
 
 

 Kojiki
 Fudoki
 Man'yoshu

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

論文（単著） 「『古事記』『日本書紀』の〈終わり〉」『国文学解釈と鑑賞』第75巻3号（ぎょうせい）14?22頁　2010年3月 ※前
年度業績の補足

論文（単著） 「『万葉集』の挽歌」『日本古典文学における異文化交流とその展開をたどる』（建国日本文化言語学会）5?13頁
　　2010年11月

論文（単著） 「書評　中川ゆかり著『上代散文　その表現の試み」『萬葉』第208号（萬葉学会）　59?68頁　2011年3月 

 
 

 1.古事記』『日本書紀』の終わり方について、前者が過去の一時代
を画すのに対し、後者が未来への継続性を開く点に、対照性がみら
れることを指摘した。 2.万葉集』の挽歌がその始発期において、
「見る」ことへの希求をもつことを指摘し、それが万葉第二期・第
三期に多様に展開する様を明らかにし、晩歌史構築の一部とした。 
3.上代散文に関する研究の到達点と問題点を指摘しその、研究史上
における意味について考究した。 

 1.The end of Kojiki and of Nihonsyoki 　I 
declared the end of Kojiki emblems the end of 
the ancient times,and the end of Nihonshoki 
constrastively emblems the continuity to the 
future.That means they had compiled on 
different aims or purposes. 2.Laments i
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部では、日本古典文学史論（上代）・日本言語文化概論・日本
上代文学特殊講義?・日本古典文学論基礎演習?・日本古典文学論演
習（上代）・日本文学研究指導の授業を担当した。このうち文学史
は、記紀・風土記を中心に文学の史的展開について講じた。特殊講
義では日本上代文学における叙景表現の特性や変容を考察する教育
を行った。基礎演習では日本文学を研究するにあたっての基礎的ト
レーニングを、演習では日本上代文学を研究するにあたってのト
レーニングを指導した。日本文学研究指導では、学生の卒業論文作
成のための指導を行った。 　大学院博士前期課程では、日本上代
文学表現史論演習・日本上代文学演習の授業を担当した。前者では
『古事記』『日本書紀』の海宮遊行章を取り上げ、異伝分析につい
て講じた。後者では、神話的叙述をもつ柿本人麻呂歌を取り上げ、
その神話引用手法について講じた。 

 Under graduate courses: Basic seminars. 
Introduction to Japanese Language and Culture. 
History of ancient Japanese literature. Advanced 
seminar of ancient Japanese literature. Advanced 
lectures in ancient Japanese literature. Seminar of 
introduction to J

研究計画

 西海道風土記・出雲国風土記を中心に、その構想のあり方についての研究を深める。『古事記』『万葉集』と風土記記
事との連関性についての考察へと進展させる。

メッセージ

 『古事記』『風土記』『万葉集』など日本上代の文学は、1300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。古代の人々が自然に対して抱いた畏怖の念は、大きな災害を体験した今日
の私たちに対して、訴えかけるものをもっているように思います。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よ。
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小口　正人氏名
OGUCHI Masato

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（工学）/ Dr. Eng.
ネットワークコンピューティング・ミドルウェア
http://www.is.ocha.ac.jp/~oguchi/
oguchi.masato@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 Network Computing
 IP-SAN
 クラウドコンピューティング
 無線ネットワーク
 ITS

 ネットワークコンピューティング
 IP-SAN
 Cloud Computing

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Shiori Toyoshima， Saneyasu Yamaguchi， and Masato Oguchi: "Storage Access Optimization with Virtual Machine Migration during 
Execution of Parallel Data Processing on a Virtual Machine PC cluster，" In Proc. FINA2010 in conjunction with the 24th IEEE 
International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA2010)， pp.177-182， April 2010.

Shiori Toyoshima， Saneyasu Yamaguchi， and Masato Oguchi: "Storage Access Optimization with Virtual Machine Migration and 
Basic Performance Analysis of Amazon EC2，" In Proc. TeNAS2010 in conjunction with the 24th IEEE International Conference on 
Advanced Information Networking and Applications (AINA2010)， pp.905-910， April 2010. 

Mayu Matubara and Masato Oguchi: "Evaluation of Metaverse Server in a Widely-Distributed Environment" In Proc. ISDE2010 in 
conjunction with the 18th International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS2010)， LNCS Vol.6428， pp.307-
316， October 2010. 

Etsuko Miyazaki and Masato Oguchi: "Evaluation of Buffer Size for Middleware using Multiple Interface in Wireless Communication," In 
Proc. the Tenth International Conference on Networks (ICN2011), pp.202-205, January 2011. 

Kaori Miki, Saneyasu Yamaguchi, and Masato Oguchi: "Kernel Monitor of Transport Layer Developed for Android Working on Mobile 
Phone Terminals," In Proc. the Tenth International Conference on Networks (ICN2011), pp.297-302, January 2011. 

 Wireless Network
 ITS

 インターネットを中心とする大規模ネットワークにより，種々のコ
ンピュータや情報機器類が接続され，互いに連携しながら高度な
ネットワークコンピューティングが行われるようになってきまし
た．私の研究室では，このような新しいネットワーク環境におい
て，コンピュータやその他の資源を効率良く快適に利用する，さら
にはセキュリティに配慮し暗号化や認証を導入して安全に利用す
る，といった手法を研究しています．具体的な研究テーマとして
は，高性能なPCクラスタシステムにIPベースのSANを統合したIP-
SAN統合型PCクラスタ，仮想プライベートネットワークVPN上にお
ける高性能・高信頼性SAN環境の構築，モバイル環境における認証
や暗号化の実現手法，TCPパラメータの動的な解析や制御などが挙
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

 Recently, advanced network computing systems 
have been realized as various sorts of computers 
and resources are connected with each other, 
owing to prosperity of large-scale networks 
represented by Internet. In our laboratory, 
several innovative methods 
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教育内容 / Educational Pursuits

 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。  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。  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。  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
ンピュータネットワーク特論： コンピュータネットワークに関す
る知識は社会生活の上で必要不可欠なものとなってきた。本講義で
は、学部においてコンピュータネットワークに関する基礎知識を習
得した学生を対象に、各プロトコル階層の動作メカニズムや実装
例、応用などを詳細に議論する。

 Information Sciences  Exercises in Basic 
Programming  Computer Networks I  Computer 
Networks II  Advanced Computer Networks

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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奥村　剛氏名
OKUMURA Ko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1995　慶応義塾大学）
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）
http://www.phys.ocha.ac.jp/okumuralab/
okumura.ko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ソフトマター物理
 
 
 
 

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Ayako ERI and Ko OKUMURA, Viscous drag friction acting on a fluid drop confined in between two plates, Soft Matter, DOI: 
10.1039/c0sm01535k, in press. 　 

Maria YOKOTA and Ko OKUMURA, Dimensional crossover in the coalescence dynamics of viscous drops confined in between two 
plates, Proc. Nat. Acad. Sci. (USA), 108 (2011) 6395&#8211;6398; featured in In this issue (This week in PNAS), PNAS, 108 (2011) 
6337. 

Yuka TAKEHARA, Sachika FUJIMOTO and Ko OKUMURA, High velocity drag friction in dense granular media, EPL (Europhys. Lett.), 92, 
44003 (2010). 

Ayako ERI and Ko OKUMURA, Bursting of a thin film in a confined geometry: Rimless and constant-velocity dewetting, Phys. Rev. E 
Rapid Communication, 82, 030601 (2010). 

Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, A simple model for the mechanics of spider webs, Phys. Rev. Lett. 104, 038102 (2010); featured 
in, Philip Ball, Web designers, Nature Materials 9, 190 (2010). 

 
 

 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: 
2次元バブルの動力学 D2: テクスチャー表面での濡れ（浸透現象） 
D1A: 2次元液滴の融合の動力学 D1B: 真珠層の破壊に関する解析解 
M2A: 粉粒体中の引きずり抵抗 M2B:　非線形・弾塑性体シートの破
壊実験 M1: 非線形・弾塑性体シートの破壊シミュレーション B4: 粉
粒体の動力学 
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教育内容 / Educational Pursuits

 2010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） ソフトマター物理学（複雑液体・生体）（2単位） 液体の物
理学演習（2単位） 特別研究（14単位） （後期博士） 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） 理学論文指導（2単位） 研究報告（基礎）（1単位） 研究報告
（発展）（1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。理論・実験・シミュレーションを同時に進めながら研究を行っていく。

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。私の研究部ループは、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。そしてこのスタイルによって、身近でありながら科学技術応用に
も直結した自然法則を明確な形で次々に発見しています。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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小倉　淳氏名
OGURA　Atsushi

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
東京大学 学士
分子進化学 生命情報学

http://www.whelix.info
ogura.atsushi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

眼
進化
多様性
ゲノム
遺伝子発現

Eye
Evolution

Diversity

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Genome
Gene expression

動物の眼は、単眼、複眼、カメラ眼など複雑な形態が同一起源から
発達し、動物の進化そのものに大きく貢献してきたが、その形態多
様化のメカニズムは知られていない。大量の遺伝子発現情報を種間
で直接比較する方法を考案し、動物の眼の形態多様化メカニズムを
研究する。一つの系統の中で多様な眼の形態をもっている軟体動物
を材料に眼の多様化メカニズムを研究する。

Eye is one of the most elaborate organs in animals and 
of particular interest to study how animal eye has been 
evolved. We focused on molluscs in which all the eye 
types have been evolved in one lineage and considered 
to be a good model for the eye diversification. By 
developing inter-species microarray, we are searching 
the genes for morphological diversification of eyes.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

動物の眼の多様化進化機構を明らかにするため、多様な種類の眼が存在する軟体動物を材料に大規模遺伝子発現と多様化機
構の関係に関して研究を行っている。2008年度は、軟体動物のヤリイカとホタテ貝の眼におけるNormalized full-length 
cDNA libraryの構築と大規模シーケンシング、および大規模発現比較のプラットフォームとなる種間マイクロアレイの構築を
行った。

メッセージ
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小田切 健太氏名
ODAGIRI Kenta

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任リサーチフェロー
博士（学術）／ Ph D
非線形動力学

http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/kudo/oda/
odagiri.kenta@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

パターン形成
ソフトマター
反応拡散系
表面反応
自己増殖系

pattern formation
soft matter

Reactio-diffusion system

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

surface reaction
self-replicating system

　様々な自然現象や社会現象で現れるパターン形成（時空間秩序構
造）についての理論的研究を行っている。特に、化学反応系や生
物・生態系におけるパターン形成現象に関するモデルを構築し、主
として数値計算によりモデルの解析を進めている。現在はさらに、
ソフトマターにおける秩序形成の理論的研究も進めている。

I study pattern formation phenomena (spatio-temporal 
order structures) which are observed in natural and 
social phenomena. Especially, I focus on chemical, 
biological, soft matter and ecological systems .
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教育内容 / Educational Pursuits

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。

メッセージ
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織田　友恵氏名
ODA Tomoe

所属 教育開発センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士(理学)
数値流体力学

oda.tomoe@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

数値流体力学
極超音速流

Computational Fluid Dynamics
Hypersonic Flow

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ

学部生向けの初級情報教育の講習会を行っています。日々の学習や研究でコンピュータを安全かつ有効に使えるように、ぜ
ひ受講しにきてください。
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加賀美 常美代氏名
KAGAMI Tomiyo

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学博士（東北大学)
異文化間心理学、異文化間教育、多文化間カウンセリング
http://jsl.li.ocha.ac.jp/kagami.htm
kagami.tomiyo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 異文化間コンフリクト
 教育価値観
 コミュニティ　アプローチ
 
 

 intercultural　conflict
 educational　value
 communty　approach

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

・加賀美常美代　2010「第4章　多文化間カウンセリング：コミュニティ心理学の視点から」　『言語と社会・教育』　中島平三監修
　西原鈴子編　朝倉書店　　pp49-74

・加賀美常美代･朴志仙・守谷智美・岩井朝乃 2010　「韓国における小学生・中学生・高校生・大学生の日本イメージの形成過程?日
本への関心度と知識との関連から?『言語文化と日本語教育』　第39号　お茶の水女子大学日本言語文化学研究会　pp41-49

・加賀美常美代「日本語学習者の教育価値観の国際比較：7カ国の大学生調査」　『世界日語教育大会論文集(台湾)』pp1239（0-9）

・加賀美常美代　2011　平成20年度?22年度科学研究費補助金（基盤研究（C）研究成果報告書「教育価値観の包括的研究：国際比較
と世代間比較」pp1-98

・加賀美常美代･大渕憲一「教育価値観の年代・世代間比較」『日本社会心理学会第51回発表論文集』　pp578-579　

 
 

 1．教育価値観の国際比較と世代間比較 科研で教育価値観尺度に基
づき7カ国の大学生を対象に調査を実施し比較検討した。また、日
本における教育価値観の世代間比較調査を実施し比較検討した。
2008年から2010年までの一連の共同研究結果をもとに教育価値観
の包括的研究として報告書を作成した。 2．アジア諸国の日本イ
メージの形成過程と規定要因 CSDの異文化間コミュニケーション・
プロジェクトで、韓国の小学生から大学生までの日本イメージ形成
の量的調査の分析および論文化を行った。 3．葛藤解決のための異
文化理解教育プログラム開発 CSDの一連の日本イメージ調査成果か
ら、どのようなプログラムが集団間葛藤の解消および異文化理解に
有効か、教育プログラムの開発をした。そのプログラムを実践し、
成果を検討し発表した。 

 １．A Comprehensive Study of Educational 
Value: Comparison among countries and 
generations 　Under the Grants-in-Aid for 
Scientific Research, I conducted a research on 
university students’ educational values by using 
Educational value Scales in seven countr
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教育内容 / Educational Pursuits

 ＜学部＞ 「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＞ 「多文化間
心理教育学特論」では、文化と心理学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。「多文化間心理教育学演習」では、
多文化間カウンセリング、積極的傾聴、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, by adopting the methods of 
cooperative group works, I aimed at their 
improving of foreign and Japanese s

研究計画

 ・多文化間の教育に関わる人�X、多様な国籍の人々を対象に、葛藤解決方略と教育価値観、一般的価値観の関連を比較
検討するとともに、教育価値観尺度の有効性について検討していきたい。 ・アジア諸国の対日イメージ形成過程とコン
フリクト解決プログラムの開発を検討していきたい。 

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。そのよ
うな時、周囲にいる人々はどのように理解し、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
隣人として共に生きることはどのようなことか、一緒に考えていきたいと思います。 
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垣内　康孝氏名
KAKIUCHI Yasutaka

所属 サイエンス＆エデュケーションセンター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任准教授
博士（学術）／ Ph D
細胞生物学、 理科教育

kakiuchi.yasutaka@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

理科教育
自由研究
細胞分化
三次元培養
細胞膜

Science education
Science project

Cell differentiation

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Yasutaka Kakiuchi, Mika Oyama, Mayuka Nakatake, Yayoi Okamoto, Hirofumi Kai, Hidetoshi Arima, Hiromu Murofushi, and Kimiko Murakami-
Murofushi (2010), Inhibition of human tumor cell proliferation by a telomerase inhibitor TELIN. Cytologia 75 (2): 177-183.

Osamu Yamada, Kohji Ozaki, Mayuka Nakatake, Yasutaka Kakiuchi, Masaharu Akiyama, Tsuyoshi Mitsuishi, Kiyotaka Kawauchi, Rumiko 
Matsuoka (2010). Akt and PKC are involved not only in upregulation of telomerase activity but also in cell differentiation-related function via 
mTORC2 in leukemia cells. Histochem Cell Biol 134: 555・63.

Mayuko Jin, Eiji Fujiwara, Yasutaka Kakiuchi, Masaru Okabe, Yuhkoh Satouh, Shoji Baba, Kazuyoshi Chiba, and Noritaka Hirohashi 
(2011). Most fertilizing mouse spermatozoa begin their acrosome reaction before contact with zona pellucida during in vitro 
fertilization. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108: 4892-4896.

サイエンスカフェにようこそ！２ 滝澤公子・室伏きみ子編著 冨山房インターナショナル（2010） （執筆分担）

垣内康孝、宮本康司、千葉和義 (2010) コア・サイエンス・ティーチャー養成事業(2)　お茶の水女子大学によるCST講義実践 The 60th 
Annual SJST Conference 2010, 425 （査読無し論文）

Three Dimension cell culture
Cell menbrane

1) 小学校の理科教育内容の質・量の向上を目指し、多忙な教育現場
で実践可能な方法やコンテンツ、教員研修方法の研究と開発を行っ
ている。
2) 三次元環境におけるヒト細胞の細胞分化特性や三次元基質の特性
などに注目した解析をおこなっている。新たな三次元基質の開発、
細胞分化に対する足場環境の影響を目指している。

My current research is:
1) to develop methods, impliments and teacher training 
programs for science education, aiming to improve the 
quality and the quality of the elementary school science 
education,
2) to elucidate the properties of the cell differentiation 
in three dimensional culture environment and the 
properties of 3-D 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

コア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）の養成に従事し、
本学学生ならびに現職小学校教員を対象に講義演習を行なって
いる。

I am getting into the 'Core Science Teacher (CST)' 
project to teach basic sciences and science teaching 
methods for educating elementary school teachers as 
well as graduate students.

研究計画

理科／科学の楽しさ、研究の楽しさを伝えるうえで、教育現場の教師と共に大学研究者の活動が極めて重要である。研究の
楽しさと重要性を最もよく知り、最も効果的に伝えることが出来るのは当該研究の当事者であるとの観点から、現役研究者
が同時に理科教育に寄与する環境構築を、自ら実践しながら目指している。

共同研究：
理科教育全般（特に小学校）
細胞分化（血球系、および細胞性粘菌）
三次元培養

メッセージ

学生の間は、物事をじっくりと深く考えることのできる特別な時間です。
1) 基礎・原理原則から考える
2) 観察した現象を大切にする／加工された情報を鵜呑みにしない
3) 遠くの目標（夢のターゲット）と近くの目標（リアルな前進手段）のふたつを常に意識する
の３つを大切にして、専門を極めると共に専門外のことにも幅広く興味を持ち実り多い時間を送ってください。
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香西　みどり氏名
KASAI Midori

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士(学術）（1995　お茶の水女子大学）
調理科学（特に調理過程における食品の品質変化の制御）
http://www.food.ocha.ac.jp/chori/cook.htm
kasai.midori@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 野菜
 米
 調理
 テクスチャー
 温度

 vegetable
 rice
 cooking

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Different Distribution of α-Glucosidases and Amylases in Milling Fractions of Rice Grains, Mika Tsuyukubo, Tetsuya Ookura, Yuka 
Mabashi and Midori Kasai, Food Science and Technology Research, 16, 523-530 (2010)

加熱方法の異なる鶏肉の物性と食味評価、田中佐知、早瀬明子、粟津原元子、香西みどり、日本調理科学会誌、43,306-313(2010)

異なる品種における精白米内在性酵素の米飯成分への影響、馬橋由佳、三輪有紀枝、大倉哲也、香西みどり、日本調理科学会誌、
43,228-236(2010)

搗精度の異なる米における米内在性酵素の米飯成分への影響、日本調理科学会誌、43,237-245(2010)

 texture
 temperature

 米飯成分に及ぼす米内在性酵素の影響を異なる品種の米と搗精度合
の異なる米について調べ、それぞれの米の炊飯条件の設定に有用な
情報を得た。さらに米内在性酵素のうち最も食味にかかわるαーグ
ルコシダーゼが米粒内にどのように分布しているかについても調
べ、内層部に比較的多いことを見出した。加熱方法の異なる鶏肉と
物性と食味評価についてオーブンレンジを加熱機器として調べ、う
まみ成分が多くて好ましい加熱条件の設定を行った。
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教育内容 / Educational Pursuits

 全学共通の科目である文理融合リベラルアーツの色・音・香に関
して「おいしさのサイエンス」の科目を担当し、食品の調理による
変化とおいしさの関係に関する講義と実習を通して食物栄養学科以
外の学生が食物のおいしさを科学的視点からとらえる考え方を示し
た。食物栄養学科の学生に対しては調理科学、食嗜好評価学、基礎
調理学実習の科目を担当し、調理操作や食品の調理性、嗜好性など
の講義および実習を通して調理学的視点の基礎を教授した。大学院
の授業では調理科学演習、食嗜好設計学演習を担当した。学部学生
に対する卒論指導、博士前期課程の学生に対する修論指導、博士後
期課程の学生に対する博論指導を行った。学部、大学院生ともに食
をはじめとして生活における諸現象の中に問題意識をもち、問題解
決をはかるための基礎的力が身につくように講義、実験、実習を通
して関連付けを行いながら授業を進めることを目指している。

 

研究計画

 米内在性酵素が炊飯過程においてどのような挙動をとっているか、すなわち米粒内から炊飯液に酵素や基質が溶出する
のか、炊飯液中でも酵素反応が進行しているのかなどこれまで実験的に明らかにされていない米内在性酵素の挙動をさま
ざまな手法で明らかにし、炊飯条件の最適化に寄与する知見を得ることを目指す。野菜の硬さに及ぼす金属イオンの影響
を明らかにし、野菜の調理加工における硬さの制御に有用な情報を得ることを目指す。

メッセージ

 調理学分野の研究課題はさまざまな食材、さまざま調理法の組み合わせによりたくさんあります。１つの現象をきちん
と把握し、そのメカニズムの解明をめざして研究を重ねていく過程で、また新たな課題がみつかります。１つ１つ調理の
現象やメカニズムを明らかにしていくことが、大きな積み重ねとなって調理学の発展につながり、私たちの食生活の豊か
さに貢献していきます。そのための理論と技術を学ぶ調理学は身近で実践的な分野です。
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粕川　正充氏名
KASUKAWA Masaatsu

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士(理学)取得
情報科学

http://www.is.ocha.ac.jp/~kasukawa/
kasukawa@is.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

ユーザインタフェース
ヒューマンコンピュータインタラクション
コンピュータアーキテクチャ
マンマシンインタフェース
認知科学

User Interface
Human Computer Interaction

Computer Architecture

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

A Yet Another Remote Plant Cultivating Tool and a Proposal of 'Information Estrangement'　お茶の水女子大學自然科學報告　第61巻第1号　
（2010-12-01）

「デスクトップの画面サイズ、 整頓、 注意音などが作業効率に与える影響について」　情報処理学会第52回プログラミング・シンポジウム
予稿集

Man Machine Interface
Cognitive Science

現在人はコンピュータを文具として使用しているが、コンピュータ
は単なる文具ではなく、それよりはずっと柔軟性のある擬似的な生
物として振舞うことのできるものだと粕川は考えている。使えば使
うほどその人間に馴染み、よき伴侶になるようなコンピュータを作
るにはどうしたらよいかを研究している。

In present, People usually treats computers as 
stationery. But KASUKAWA considers a computer is 
much more flexible and powerful than mere stationery, 
rather than a pseudo-living thing. Following this 
concept, We study to build a new style of computer and 
system software to obtain the new response for the 
expert users.
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教育内容 / Educational Pursuits

大学担当科目として1.コンピュータの原理のハードウェア面を教
える「コンピュータアーキテクチャI」および2.コンピュータの
原理のソフトウェア面であるオペレーティングシステムを教え
る「コンピュータアーキテクチャII」を教えている。大学院では
プロセッサを用いるため、ハードウェアおよびソフトウェアの
両面をより詳細に教える「コンピュータアーキテクチャ特論」
を講義している。

In bachelor program, Kasukawa lectured 'Computer 
Architecture I' as the computers' hardware principle and 
'Computer Architecture II' as the operating system's 
concept, the origin of computer software. In graduate 
school program, Kasukawa lectured 'Computer 
Architecture' as the integration of hardware, software 
and interface.

研究計画

私の行っている研究は地味なものであるため、学生から敬遠されがちですが、こうした研究も必要であると考えて行ってい
ます。筑波大学の久野靖先生、大木敦雄先生、電気通信大学の角田博康先生などとは機会があれば互いに共同研究を行おう
という話をしています。

メッセージ

同僚に華々しい活躍をする先生がおられるため、影に隠れがちですがこのような研究を行っているものもいますので、もし
私の所で研究をしてみたいという学生さんがおられるようでしたらここに記載されているメールアドレスまで連絡をお願い
します。
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桂　瑠以氏名
KATSURA Rui

所属 学生支援センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士（人文科学）
心理学

akasaka.rui@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

社会心理学
メディア教育

Social psychology
Media education

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Akasaka, R., & Sakamoto, A.　2010　The effect of mobile phone use on friendship in school children: An examination of causality with a 
panel study. お茶の水女子大学グローバルCOE,13, 91-103.

赤坂瑠以　2010　アメリカの大学の学生寮視察調査―本学の学生寮への提案―　高等教育と学生支援, 1, 49‐55.

赤坂瑠以　2010　子どもの暮らしの安全・安心～命の教育へ　袖井孝子・内田伸子(編)　ミネルヴァ出版　40－45．

　現在の研究内容としては、主に社会心理学の領域において、メ
ディアの使用が使用者に及ぼす影響を検討している。具体的には、
小学生から大学生を対象に質問紙調査を実施し、ネットいじめの実
態調査、インターネットの使用がネットいじめおよび学校でのいじ
めに及ぼす影響の検討などの研究を行っている。これらの研究によ
り、インターネット利用が児童生徒のネットいじめおよび学校での
いじめの加害・被害経験に及ぼす影響についてを明らかにし、さら
に、ネットいじめおよび学校でのいじめを防止・低減させる要因を
検討することを目的とする。
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教育内容 / Educational Pursuits

　教育内容としては、主に心理学分野での教育活動を行ってい
る。具体的には、お茶の水女子大学において「心理学実験演
習」のTA、武蔵野美術大学において「教育心理学」、「教育相
談論」の非常勤講師、平塚看護専門学校において「発達心理
学」の非常勤講師を行っている。

研究計画

　インターネットの使用がネットいじめおよび学校でのいじめに及ぼす影響の検討研究は、共同研究として、総務省及び三
菱総合研究所の助成を受け、現在実施しており、今後も継続していく予定である。また、今後の研究においては、これまで
の研究知見を踏まえ、ネットいじめを防止・低減させる要因を検討していく予定である。具体的には、ネットいじめの加
害・被害経験を低減させる要因としては、フィルタリングの導入やコミュニケーションのスキルを向上させることがネット
いじめの被害の予防・低減になり、情報モラル教育、インターネットの特徴、法律についての理解がネットいじめの加害の
予防・低減になるだろうと考え、これらについて実証的に明らかにしていく。

メッセージ

　近年、子どもたちへのインターネットの普及によって、日本でもネットいじめの問題が指摘されてきている。特に日本で
は、携帯電話の普及が著しく、携帯電話を利用したネットいじめが数多く報告されており、ネットいじめが学校でのいじめ
を助長させる可能性も懸念されているため、早急な現状の把握や対策が必要と考えられる。しかし、ネットいじめについて
の研究は、国内外ともに少なく、ネットいじめといじめの影響関係を実証的に検討した研究はほとんど見られない。そこ
で、インターネットの利用がネットいじめおよび学校におけるいじめに及ぼす影響を実証的に検討し、これらのいじめを予
防・低減させる取り組みを明らかにしていきたいと考えている。
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加藤　敬子氏名
KATOU KEIKO

所属 教育開発センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
教育学修士
教育学

kato.keiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

入試制度
社会教育
高等教育
生涯教育
メディア

entrance  examination
social  education

higher  education

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

お茶の水女子大学ＡＯ入試の現状　『高等教育と学生支援』第1号

『占領期女性とメディア』書評　　図書新聞3005号

lifelong  education
media

これからの社会は高度情報化、グローバル化、少子高齢化がさらに
進展するといわれていますが、そのなかで社会の様々な分野でリー
ダーとなる人材育成が重要であると考えられます。また、近年の社
会変化に伴い入学方法も変化してきています。このようなことから
大学における入学制度の問題に取り組んでいます。本学に新しく導
入されたＡＯ入試を中心として、一般入試や推薦入試、帰国子女入
試など入試形態別追跡調査を行っています。 また、高大連携の流れ
に沿って、高校から大学へのスムーズな連携のための教育システム
についても調査研究を進めています。大学進学における大学選びの
ための情報提供の在り方、入学までの準備教育などにも取り組んで
います。 これからの社会は高度情報化、グローバル化、少子高齢化
がさらに進展するといわれていますが、そのなかで社会の様々な分
野でリーダーとなる人材育成が重要であると考えられます。また、
近年の社会変化に伴い入学方法も変化してきています。このような
ことから大学における入学制度の問題に取り組んでいます。本学に
新しく導入されたＡＯ入試を中心として、一般入試や推薦入試、帰
国子女入試など入試形態別追跡調査を行っています。 また、高大連
携の流れに沿って、高校から大学へのスムーズな連携のための教育
システムについても調査研究を進めています。大学進学における大
学選びのための情報提供の在り方、入学までの準備教育などにも取
り組んでいます。

Future society is likely to find itself more advanced in 
high level use of information technology, globalization 
and population shift to aged cohort, where skills 
development for leadership plays a vital role to produce 
capable leaders in various fields. Besides, admission 
method is, in fact, changing along with recent societal 
changes. In these circumstances I have been engaged in 
university admission system, focusing AO selection 
which is recently introduced to this university and 
covering the other admission methods such as general 
admission, admission by school recommendation and 
admission for students completing high school overseas 
in student achievement tracking analysis. Education 
system to collaborate with the affiliated high school is 
also my concern. For applicants I am providing 
information to select courses and for qualified 
applicants I am helping them prepare for enrollment. 
These are also other important roles of mine.
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教育内容 / Educational Pursuits

現代社会における人間形成は、年齢にかかわりなく生涯にわ
たって様々な方法で行われていますが、人々の多様な欲求に基
づいた社会教育の在り方を追求しています。また、近年メディ
アが著しく発展してきていますが、メディアと教育、コミュニ
ケーションと教育についても調査研究しています。特に、女性
のライフコースにおけるメディアの影響は大きく、女性の人間
形成に対するメディアの役割を考察し、女性とメディアの関わ
りを追求しています。

In present society human development is done over ages 
in various methods through lifetime. My second study 
area is lifetime education based on various demands of 
all ages. A third study area of my interest is media and 
education, or communications and education, coping 
with rapidly developing media. Especially media’s 
impact on women’s life course is very significant, so I 
have been studying media’s role for human development 
of women and interactions between women and media 
intensively.

研究計画

入試形態別追跡調査では成績だけでなく、卒業後の進路や学外活動や満足度なども調査し、総合的に分析していく予定で
す。また、高大連携の基礎となる大学広報についても力を入れていきたいと思います。在学生や卒業生の参加、高校教師や
保護者の参加も促進した広報の在り方を模索していきたいと思います。

メッセージ

基礎的な学力を基盤として文系・理系にかかわらず広く学んでいってほしいと思います。その上で専門分野を深く追求され
ることを希望します。キャンパスには様々な地域から個性豊かな学生たちが集まっていますので互いに切磋琢磨し自己の才
能を伸ばしていってほしいと思います。

105



加藤　美砂子氏名
KATO Misako

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1988　東京大学）
植物生理学

kato.misako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 植物
 二次代謝
 カフェイン
 プリンアルカロイド
 微細藻類

 plant
 secondary metabolism
 caffeine

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Satoh, A., Kato, M., Yamato, K., Ishibashi, M., Sekiguchi, H., Kurano, N. and Miyachi, S. Characterization of the lipid accumulation in a 
new microalgal species, Pseudochorycystis ellipsoidea (Trebouxiophyceae). J. Jpn. Inst. Energy (2010) 89:909-913.

Ashihara, H., Kato, M. and Crozier, A. Distribution, biosynthesis and catabolism of methylxanthines in plants. In Methylxanthines. Edited 
by Fredholm, B.B. (2010) 11-31. Springer.

 purine alkaloid
 microalage

 （1）植物のカフェイン生合成に関与するN-メチルトランスフェ
ラーゼ(NMT)に関する研究を行っている。カフェイン生合成系を制
御するNMT遺伝子を単離し、その発現調節機構を調べるとともに、
植物におけるNMT遺伝子の多様性から二次代謝に関与するNMTの機
能と進化を研究している。また、カフェインは細胞の中の液胞に蓄
積されるので、カフェインの細胞内輸送メカニズムの研究も行って
いる。 （2）炭化水素を蓄積する微細藻類の炭化水素生合成調節機
構を研究している。炭化水素生合成に関する基礎的な知見を得るだ
けではなく、炭化水素生産まで視野に入れた研究を行っている。 
(3)　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。

 (1) We investigates the structure and function of 
N-methyltransferase involved in caffeine 
biosynthesis. The regulation in the expression of 
NMT genes isolated by our laboratory and the 
diversity of NMT genes are examined to clarify 
the contribution of N
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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。植物の代謝調節
の基礎的な事項を解説した。3年生対象の選択科目である植物生理
工学ではさらに進んで植物生理学の最新の知見と共に実用化をめざ
した応用研究の現状を解説している。3年生の選択科目である代謝
生物学実習を担当し、植物を材料とした代謝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。

 The aim of the undergraduate program in 
metabolic biology II is to understand the basic 
mechanism of plants. I lecture on the hot results 
and the application in the field of plant 
bioscience in plant physiological engineering. In 
addition, I hold the lec

研究計画

 高等植物の二次代謝におけるメチルトランスフェラーゼの多様性に関してその機能と分子進化の研究を進める。 藻類特
有のテルペノイド化合物の代謝系の制御と分化について研究を進める。

メッセージ

 地球のすべての生命は、生産者である植物に依存しています。植物の秘密を解き明かすことは、地球の未来を考えるこ
とにもつながっていきます。
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加藤　美帆氏名
KATO Miho

所属 学校教育研究部
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士（教育学）／ Ph D
教育社会学

kato.miho@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

教育社会学
不登校
長期欠席
幼小接続期

Sociology of Education
Futoko

long absence

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

加藤美帆・高濱裕子・酒井朗・本山方子・天ヶ瀬正博 「幼稚園・保育所・小学校連携の課題とは何か」『人文科学研究』第7号、87-98頁

transiton from early childhood to primary school

幼稚園、保育所、小学校の教職員を対象とした質問紙調査の結果を
もとに、就学前教育と小学校教育との接続に関する課題について検
討した。結果として、就学前段階における教育課程の検討が不十分
であること、幼稚園・保育所と小学校の教職員間の意識で、とりわ
け就学前教育の可能性について差があることが確認できた。

This paper discussed issues about transition between 
early childhood education and primary education.It 
followed that development of curriculum about 
preparation for school education is insufficient.

108



教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

幼小接続期研究については、カリキュラムの国際比較を通じて、就学前教育の可能性の検討に発展させていきたいと考えて
いる。また、不登校・長期欠席研究については、戦後の学校教育の制度化過程として検討し、その結果を発表したいと考え
ている。

メッセージ
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金本　理奈氏名
KANAMOTO Rina

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
博士（理学）東京工業大学大学院理工学研究科 2004年
・量子多体理論
http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/rina/
kanamoto.rina@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

Optomechanics of ultracold atomic gases R. Kanamoto, P. Meystre Physica Scripta 82, 038111 (2010) 

Exact Yrast Spectra of Cold Atoms on a Ring E. Kaminishi, R. Kanamoto, J. Sato, T. Deguchi

 
 

 Cavity optomechanics Optical angular momentum Coherent states 
Matter wave
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教育内容 / Educational Pursuits

 物理英語（学部） 理学総論（大学院） 量子光学（学部）  

研究計画

 

メッセージ
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金子　晃氏名
KANEKO Akira

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1973　東京大学）
偏微分方程式と逆問題，ＣＴを中心とする画像処理の数理，暗号・符号などの情報代数や数式処理の応

kaneko.akira@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 空間に曲線状に分布する一様電荷が作る静電場の鑑札から,曲線の
形状を推定する逆問題の数値解をニュートン法 で求める研究を行っ
た。
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教育内容 / Educational Pursuits

 数値経産講義，数値経産実習，数理逍遥(暗号入門), 応用幾何学 (数
学の歴史を未解決問題を中心に解説),情報科学演習 (情報のフラン
ス語入門)

 

研究計画

メッセージ
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亀山　俊朗氏名
KAMEYAMA Toshiro

所属 キャリア支援センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士（人間科学）/Dr.(Human Sciences)
社会学/Sociology

kameyama.toshiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 シティズンシップ
 キャリア教育
 ベーシック・インカム
 社会理論
 社会政策

 citizenship
 career education
 basic income

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「公と私の逆説：　セネット『公共性の喪失」井上俊・伊藤公雄編「社会学ベーシックス9 政治・権力・公共性」

‘The Erosion of Social citizenship in Japan’Workshop ”Social Citizenship in Jpana: Past and Present” Asian and Europe in a Global 
Cotext, Heidelberg University

‘The Erosion of Citizenship and Social Exclusion in Japan’日本社会学会第83回大会

 social theory
 social policy
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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河田　敦子氏名
KAWATA Atsuko

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任アソシエイトフェロー
博士（社会科学）
 教育史、教育行政史、教育制度史、女子教育史

kawata.atsuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 教育史
 教育行政史
 教育制度史
 幕末明治期の女子教育史
 

 educational history
 history of educational administration of Japan
 history of educational system of Modern Japan

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

【著書】 2011年1月『近代日本地方教育行政制度の形成過程ー教育制度と地方制度の構造的連関』風間書房　

【論文】 2011 March Atsuko KAWATA and Tokio KATO "Life History of naito Masu: A Female Pioneer of Women's Education in 
yamanashi Prefecture in the Early Meiji Period" PROCEEDINGS 13 Global COE Program "Science of Human Development for 
Restructuring the 'Gap-Widening Society'" Ochanomizu University 

【学会発表】 日本教育学会第69回大会（於広島大学）2010年8月22日 河田敦子・加藤時男「幕末明治の女性　内藤ますの生涯とその
教養形成過程」

【科研費の取得】 著書『近代日本地方教育行政制度の形成過程』（2007年度お茶の水女子大学博士論文）出版のため、2010年度学
術振興会科学研究費補助金（研究成果公開促進経費・学術図書）を取得。」

【科研費の申請】 平成23年度科学研究費補助金基盤研究（C）に「近代日本地方教育行政制度形成期における森有礼と山県有朋」とい
うテーマで応募した。2011年5月に内定の通知を受けている。

 history of women's education from Edo to Meij
 

 著書『近代日本地方教育行政制度の形成過程』では、近現代日本の
権力構造を地方教育行政制度の観点から解明している。本研究は、
1880年代にそれぞれ3?4度改正された教育制度と地方制度の両者に
よって形成された地方教育行政上の権力構造を、制度内容・町村に
おける実態・制度成立過程の3つの観点から分析検討している。本
研究の結果、1884年より内務卿、1885年より内務大臣の地位に
あった山県有朋が地方教育行政において中央集権的で住民自治を抑
止する権力構造を制度改正により構築していたことを明らかにし
た。

 英文論文"Life History of Naito Masu"では、昨年
刊行した『幕末明治の女性　内藤ますの生涯とそ
の教養形成過程』の研究内容を深めた。具体的に
は、近世女性旅日記を研究する会に入会し、先行
研究や現段階におけるこの分野の研究進捗状況を
学び、本論文に反映させた。また、内藤ますの執
筆した旅日記の執筆年について、国学院大学中澤
博士より指摘をいただき、前研究における
「1865年ごろ」から「1867年」に修正した。
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教育内容 / Educational Pursuits

 本学の授業担当 【グローバルCOE人間発達科学論?】の1コマを担
当。 5月18日に講義を予定。 授業のテーマは、「幕末明治期にお
けるジェンダー構造の変動と女性の人間形成」である。幕末から明
治期にかけて女性の教育制度が大きく変動する中で、実際にどのよ
うに女性が教養を形成してきたかについての研究は少ない。本講義
では、近世における女性の旅日記や女性が執筆した教訓書に関する
研究に筆者の『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』（加藤時男との共同研究）および
「宮城県M郡K町における『姉家督』について」等の研究を加えて
幕末明治期の女性の人間形成について考察する。

 

研究計画

メッセージ
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河村　哲也氏名
KAWAMURA Tetuya

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
工学博士（1984　東京大学）
数値流体力学、環境科学、シミュレーション科学

kawamura@is.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 数値シミュレーション
 計算流体力学
 非線形偏微分方程式の数値解法
 
 

 Numerical Simulation
 Computational Fluid Dynamics
 Numerical Method For Non-linear PDE

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kuwana Anna, Tetuya Kawamura,"Numerical Simulation of Formation of a Strange Shaped Rock", Natural Science Report of the 
Ochanomizu University Vol.60(2) pp.1-6,2010

Yumi YAMASHITA,Tetuya KAWAMURA "Simulation of the Generation of Clouds over an Isolated Mountain with the Latent Heat 
Model",CFD Joural (Accepted for publication;Vol.18 No.(2))

Yumi YAMASHITA,Tetuya KAWAMURA "Numerical Simulation of the Fire Tornado near a Mountain in Various Atmospheric 
Conditions",CFD Joural (Accepted for publication;Vol.18 No.(2))

Yumi YAMASHITA,Tetuya KAWAMURA " Computation of Flow around a Rotating Flying Disk in Various Settings",CFD Joural (Accepted 
for publication;Vol.18 No.(2))

合田智美、河村哲也「種々の海底地形における津波の伝播」、数理解析研究所講究録1724、pp51-59

 
 

 流体現象の数値シミュレーションとその環境科学・環境工学への応
用および基礎方程式であるNavier-Stokes方程式の数値解法に興味を
もって研究している。2010年度は風による岩石の浸食と奇岩の形成
のシミュレーション、細長い領域における熱対流と自由表面流れ、
山越え気流による雲の生成、山麓における火災旋風、横風を受ける
鉄道車輌まわりの流れ、種々の海底地形における津波の伝播、走行
中の複数台の自動車まわりの流れの解析、数値シミュレーションに
よる高温高圧容器内の熱対流の解析、波動方程式を用いた低周波伝
播の3次元数値シミュレーション等もおこなった。

 My research themes are concerned with 
numerical simulations of various fluid flow and 
their applications to environment science. I am 
also interested in developing numerical method 
for Navier-Stokes equation. In 2010, I applied 
new numerical method that 
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教育内容 / Educational Pursuits

 ２０１０年度は、博士後期課程の学生２名の指導を行ったた。ま
た博士前期課程２年の学生３名と１年の学生４名の指導を行い、２
年の３名が修士の学位を取得した。 講義としては数値流体力学特
論演習を受け持ったほか、ゼミにおける指導もおこなった。

 In graduate education, I had one class in master 
program named "Practice of special lecture of 
computational fluid dynamics". I supervised and 
taught 2 students in doctral program and 7 
students in master program. Three students got 
master degree.

研究計画

 身のまわりの流れや理学的に興味の流れ、工学的に重要な流れ、環境問題や防災に関連する流れなど、種々の流体現象
を数値シミュレーションによって明らかにしたい。またそのための有効な数値解法や数値シミュレーション手法を開発し
たい。また、上記のことに関してテーマは問わず積極的に共同研究を行いたい。

メッセージ

 近年のコンピュータの目覚しい進歩によって、数値シミュレーションは理論と実験に並ぶ第３の研究方法として限りな
い可能性を私たちにもたらしてくれました。数値シミュレーションでは現象をなるべく精確に表す計算モデルを作ってコ
ンピュータで計算し、結果を解析します。モデルを取り扱うだけなので、小は原子分子から、大は宇宙規模の現象まで、
また超高圧や超高温、逆に超低圧や超低音の現象、危険で実験できないような現象などどんな現象にでも適用できます。
私の研究室では主に流体（気体と液体の総称）に関する種々の現象をシミュレーションを用いて解析しています。これは
理学、工学、医学、環境科学などに広い応用があります。このようなことを専門にして社会の役に立ちたいと考えている
みなさんは大歓迎です。
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神田　由築氏名
KANDA Yutsuki

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（文学）（1998、東京大学大学院人文社会系研究科）
日本史

kanda.yutsuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

近世
都市
文化
芸能
地域社会

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

塚田孝編『身分的周縁の比較史』（清文堂出版）のうち「大坂の芸能と都市民衆」を執筆

「浄瑠璃にみる対面意識の変遷」（『文学』第12巻第２号、岩波書店）

近世の大坂では浄瑠璃に対して積極的な関わりを求める「素人」や
「連中」といった人々が広範に展開していた。彼らは十八世紀後半
頃から急速に成長する。それは、浄瑠璃が大坂という都市を基盤に
発達したことと無関係ではない。こうした都市民衆のあり方を「社
会的結合」の観点からとらえるならば、「社中」「組」なる結合形
態が注目される。それぞれの「組」は、地域の性格によって「組」
のありようもそれぞれにちがっていた。やがて、大坂の市域の拡大
や都市社会の成熟とともに、「組」の結合単位が細分化されたり、
ゆるやかな地域分布をもつ「組」が登場するようになる。一方、浄
瑠璃作品の内容においても、十八世紀なかば頃から変化が現れる。
近松門左衛門の作品が、「一分」という言葉で十八世紀前半の町人
社会に内在する対面意識を描いたのに対して、身分制社会の内実の
変化を反映して、「顔」という言葉に象徴される、侠客たちのスト
レートな義侠心が芝居の主題として躍り上がってきたのである。
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教育内容 / Educational Pursuits

学部教育においては日本史の基礎知識を養う「日本史概説」や
多様な角度から歴史について学べる「比較社会史」を担当し、
おもに１、２年生に向けて歴史への関心を喚起した。その他、
比較歴史学コースの教員が分担担当する「歩いて学ぶ比較歴
史」では、国立劇場の文楽鑑賞教室に学生とともに参加し、日
本の伝統芸能を実体験する機会を設けた。専門教育としては、
「日本近世史演習Ⅰ」「〃Ⅱ」等の演習科目において、史料の
解読の方法や、先行研究の整理の仕方など、卒業論文を書くた
めに欠かせない専門的な教育を行った。また、大学院の演習科
目においても、修士論文や博士学位論文を書くための発展的な
教育を行い、学生・院生一人一人の課題に応じた個別指導など
も行った。その他、大学院科目として、「伝統芸能文化論」
「伝統芸能文化研究」を担当し、歌舞伎や文楽といった伝統芸
能に関する基礎的な講義を行うとともに、文楽座からプロの技
芸員を招致して特別講座を設けるなど、身近に伝統芸能に触れ
る機会を設けた。　

研究計画

メッセージ
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菅野　健氏名
KANNO Ken

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
文学修士 (1975　東京大学）
独文学、特にトーマス・マンを中心とする２０世紀独文学

kanno.ken@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ドイツ語
 ドイツ文学
 トーマス・マン
 教養小説
 精神史

 
 
 

主要業績

 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。『改訂・ドイツ語の文法』
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、２０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。同様の趣旨で、ヴィルヘルム・フォ
ン・フンボルトの本邦初訳の翻訳も続けています。
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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全体の
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、「独文学特殊講義」（大学院は「独語圏文学特
論」「独語圏文学演習」）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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岸本　美緒氏名
KISHIMOTO Mio

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1977年3月）
中国史

kishimoto.mio@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

身分
民事法
市場
時代区分
経済変動

social status
civil law

market

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『清代中国的物価与経済波動』社会科学文献出版社、2010年4月、501頁

（共編）『世界史史料４』岩波書店、2010年11月、413頁

『一橋大学の中国社会研究』「アジアのなかの中東」プロジェクト事務局、2011年3月、47頁

「中国史研究中”近世”概念」『新史学』第４巻、中華書局、2010年12月、81-98頁

「”老爺”与”相公”」張国剛他編『新近海外中国社会史論選訳』天津古籍出版社、2010年6月、106-127頁

periodizaiton
economic fluctuation

科学研究費では、「身分感覚の比較史的研究」（基盤Ｂ　代表者岸
本）という題で共同研究を行っている。また、「朝貢と互市」（基
盤Ｂ代表者岩井茂樹）に参加している。海外の学会では、台湾中央
研究院台湾史研究所主催「台湾商業伝統」学会に参加、報告を行っ
た。
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教育内容 / Educational Pursuits

講義は「東アジア近世論」、学部ゼミは「廿二史箚記」、The 
Golden Wing, 大学院ゼミは個別発表であった。そのほか、「比
較文化史」、「入門講読」「東洋史講読」を担当した。

研究計画

身分感覚という視点から中国身分秩序についていくつかのトピックをとりあげ、既発表の論文とあわせて著書にまとめる。
中国身分制について従来別個に研究されてきたいくつかの側面につき、整合的・体系的な説明を行うことができる。そのほ
か、明清期の市場問題、契約と民事法の問題、時代区分問題、など並行して進めている問題があるので、それらについても
可能な限り論文の執筆を行う。

メッセージ

中国史はさまざまな面白いテーマに満ちていて、史料もありすぎるくらいあるので、一心不乱に勉強すれば、卒論で専門家
を驚かすことも夢ではありません。意欲のある方を歓迎します。
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北岡　タマ子氏名
KITAOKA Tamako

所属 知的財産本部
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任アソシエイトフェロー
 修士（コミュニティー振興学）（2007年）
コレクションマネジメント、ドキュメンテーション

kitaoka.tamako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 博物館ドキュメンテーション
 知的財産管理
 ライツマネジメント
 文化資源管理
 

 museum documentation
 intellectual property adoministration
 rights management

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 cultural heritage management
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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北島　佐知子氏名
KITAJIMA SACHIKO

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（理学）
量子情報理論、非平衡統計力学

kitajima.sachiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ディコヒーレンス
 量子通信理論
 量子情報理論
 
 

 decoherence
 quantum communication theory
 quantum information theory

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

S. Kitajima, M. Ban and F. Shibata: Theory of decoherence control in a fluctuating environment, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43, (2010) 
135504. 

 
 

 主な研究テーマは、非平衡統計物理分野に関わる基礎的課題と、そ
の適用例として、量子情報分野の具体的な量子系に関わる基礎的課
題である。 具体的には、量子系の緩和過程、特にコヒーレンス消失
現象を対象として、量子力学による基礎的方法論、非平衡統計力学
の手法を用いた系統的な理論研究をすすめている。すなわち、環境
系に囲まれた量子系は、環境系との相互作用を通して時間とともに
状態変化を生じ、そのコヒーレンスを失う。 この問題は量子論、非
平衡統計物理の基礎的課題として研究の長い歴史をもち、近年、量
子情報分野にて情報消失に関わる重要課題の一つとして強い興味の
対象となっている。 そのミクロな機構を捉え、性質の詳細を明らか
にするため、系の情報を担う密度行列の時間変化を追うという方法
論を中心に、具体的な量子模型、量子確率模型等を取り上げた。そ
の結果、パル�Xを用いた理論模型を厳密に解くことに成功し、印
加パルスによるコヒーレンスの消抑制過程の機構を明らかにするこ
とができた。 
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部　：古典力学、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名が参加するゼミなどを通して、量子情報理論
の基礎、および個々の研究テーマについての議論等を行った。

 

研究計画

 量子系の観測問題を扱う際に重要な役割を演じた理論模型や、非平衡統計物理分野の基礎的確率模型を基に、現在進行
中の問題のさらなる進展を図る。 とくに、量子系のコヒーレンスの問題に加え、量子情報分野で重要な課題の一つであ
るエンタングルメントに重点をおいた研究の発展を目指す。 また、視点を反転させ、量子情報系の研究をとおして得ら
れた知見を用いて、非平衡統計物理の重要課題である理論的枠組構築という、さらなる発展を視野に入れて研究を進展さ
せる。 

メッセージ
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刑部　育子氏名
GYOBU Ikuko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
教育学修士（東京大学）
発達心理学・保育臨床学

gyobu.ikuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

刑部育子 (2010). なぜ今、協同的に学ぶことが重視されるのですか？?ワークショップと協同性. 茂木一司・苅宿俊文・佐藤優香・宮田
義郎 (編), 協同と表現のワークショップ?学びのための環境のデザイン. (pp. 28-31). 東京: 東信堂.

植村朋弘・刑部育子・戸田真志 (2010). 出来事のデザインに関する一考察. デザイン学会大会発表論文集, 57, B13. [審査無]

相田彰大・戸田真志・植村朋弘・刑部育子 (2010). 観察行為を対象とした視覚データ管理のための「その場アノテーション」システム
の開発. 電子情報通信学会技術研究報告, 110(147), 27-32. [審査有]

製品化 商品名: CAVScene(ビジュアルシンキングを支援する行動観察ツール・CAVScene搭載ノートパソコン. 販売元: 株式会社インター
ネットテレフォン. 発売日: 2010年4月15日. Webサイト: http://seek-feed.jp/cavs/)

 
 

 （１）科学研究費（基盤研究（B））助成による教育実践フィール
ドに有効な観察調査ツール開発を進め、観察ツールが事業化（製品
化）されました。http://www.seek-feed.jp/cavs/ 

 My research interests lie in the field of 
education, specifically pre-school and elementary 
school level. I conduct collaborative researches 
in the area of children’s school activities with 
school teachers. I'm part of the observation tool 
development te
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教育内容 / Educational Pursuits

 平成22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。大学院の授業では「保育実践論特
論」、「保育実践論演習」、「保育関係学演習」、を行いました。
平成22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「幼稚園での幼児の遊びにおける入園当初からの仲間関係の変
化」、「七夕の願い事からみる幼児の世界」「幼稚園生活の中での
相了解場面とじゃんけんの関連」、「日常場面における子どもの
「うそ」」があります。 

 

研究計画

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。乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構築を開
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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清本　正人氏名
KIYOMOTO Masato

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（理学）（1992　岡山大学）
発生生物学
http://marine.bio.ocha.ac.jp/
kiyomoto.masato@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kiyomoto M, Morinaga S, Ooi N (2010) Distinct embryotoxic effects of lithium appeared in a new assessment model of the sea urchin: 
the whole embryo assay and the blastomere culture assay. Ecotoxicology 19:563-570. DOI 10.1007/s10646-009-0452-9 

Kiyomoto M, Izumi-Kurotani A, Eguchi H and Yamaguchi M (2010) The culture condition of larval skeletogenic cell for the gravity 
experiment. Space Utilization Research 26:194-195 

Koga H, Matsubara M, Fujitani H, Miyamoto N, Komatsu M, Kiyomoto M, Akasaka K, Wada H.(2010) Functional evolution of Ets in 
echinoderms with focus on the evolution of echinoderm larval skeletons. Dev Genes Evol. 220:107-15. 

 gravity 
 chemical effect for morphogenesis

 　ウニの発生や生殖について調べています。ウニの卵にはもともと
方向性があり、骨や筋肉、消化管などを作る細胞はその片側（植物
極側）から作られます。このうち、幼生の骨を作る細胞は、最も早
くその発生運命が決定され事が知られており、取り出して培養して
も骨を作る細胞になります。単離培養によって明らかになるそれぞ
れの部分の自律的な発生の能力を調べたところ、筋肉や消化管など
になる部分も、小さな部分に分けて培養するとすべて骨を作る能力
があることがわかりました。胚の中ではその能力が抑制され、本来
の発生運命へ調節されていることになり、これまで知られていた以
上に調節能力が高い（多分化能がある）ことを明らかにしました。 
　金属イオンや化学物質の中には、形態形成や配偶子形成に影響を
与えるものがります。エストロゲンやリチウムイオン等の影響を調
べています。

 I am studying on the development and 
reproduction of echinoids. The sea urchin egg 
has a polarity, many kind of cells forming 
skeleton, muscle and digestive tract appear from 
the one side of egg (vegetal pole). It is well 
known that the cell line of skel
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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、実習を担当していま
す。動物の系統学の授業では、地球上に存在する主な動物門の特徴
を解説し、体制の特徴を系統進化の順にたどります。動物の発生の
授業では、一個の細胞である受精卵から、動物の体が出来上がるま
での形態の変化と、それを引き起こすメカニズムを、組織や細胞の
相互作用や、シグナルを伝達する分子や遺伝子発現まで、現在まで
に明らかにされていることを解説します。実習は、臨海実験所（湾
岸生物教育研究センター、千葉県館山市）で行っています。動物の
系統学の実習では、潮間帯での磯採集やプランクトン採集により、
自分で集めた材料を調べ、無脊椎動物の多様性の実際を理解しま
す。動物の発生の実習では、棘皮動物の受精、初期発生について、
胚操作や免疫組織染色等の実験を行います。さらに、水中での生物
の観察調査を可能にするダイビングの実習も担当しています。

 I teach the lectures and the experimental courses 
on the systematic zoology and developmental 
biology. In the lecture of systematic zoology, the 
characters of body plan of each phylum are 
expounded in the order of phylogeny. In the 
lecture of development

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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工藤　和恵氏名
KUDO Kazue

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
博士(理学)
量子スピン系、非平衡統計力学、パターン形成/
http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/kudo/kazue/
kudo.kazue@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kazue Kudo and Yuki Kawaguchi, "Hydrodynamic equation of a spinor dipolar Bose-Einstein condensate", Phys. Rev. A 82, 053614 
(2010)

Yuki Kawaguchi, Hiroki Saito, Kazue Kudo, and Masahito Ueda, "Spontaneous magnetic ordering in a ferromagnetic spinor dipolar Bose-
Einstein condensate", Phys. Rev. A 82, 043627 (2010)

T. Boness, K. Kudo, and T.S. Monteiro, "Doubly excited ferromagnetic spin chain as a pair of coupled kicked rotors", Phys. Rev. E 81, 
046201 (2010)

 Soft matter
 

 1次元量子系における非平衡ダイナミクス：1次元量子ス系に振動
外場を加えたときのダイナミクスの研究。実空間上での確率分布の
時間発展の数値計算と、量子古典対応を用いた理論解析。／　パ
ターン形成：ソフトマター系および量子系における秩序構造形成の
数理モデルの構築と、それを用いた数値シミュレーション。

 Nonlinear dynamics in one-dimensional 
quantum systems: Theoretical study in one-
dimensional quantum systems. The time 
evolution of a wavepacket under a time-periodic 
field is analyzed by means of quantum-classical 
relationships./ Pattern formation: Theor
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教育内容 / Educational Pursuits

 （学部）物理英語、相転移物理学 （大学院）理学総論  (undergraduate) English for Physics, Physics of 
Phase Transition (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。振動外場を用いた量子ダイナミクスの制御など。

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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熊谷　圭知氏名
KUMAGAI Keichi

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
社会学修士（1981  一橋大学）
社会文化地理学    オセアニア（パプアニューギニア）地域研究

kumagai.keichi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 地域
 開発
 ローカル／グローバル
 ジェンダー
 パプアニューギニア

 area/region
 development
 local/global

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

熊谷圭知・片山一道編（2010）『オセアニア』（朝倉世界地理講座）、朝倉書店． 執筆箇所：１）序章「オセアニアという世界」, 
pp.7-17.２）6.3「パプアニューギニア??地域的多様性から地域格差へ」, pp.247-263． 

小林誠・熊谷圭知・三浦徹編（2011）『グローバル文化学??文化を越えた協働』法律文化社． 執筆個所：１）第７章「グローバル化
の中で日本の空間はどう変わるか」, pp.123-141．２）終章「グローバル化は私たちに何を問うているのか」，pp.195-198.

熊谷圭知編（2011）『ローカル・センシティヴな「開発とジェンダー」研究の構築をめざして』（2006?08年度科研費研究成果報告
書、お茶の水女子大学

 gender
 Papua New Guinea

 テーマ１：パプアニューギニア地域研究　 2011年3月5日?16日、
東セピック州、クラインビット村調査 テーマ２：ジェンダーと開発
と男性（性） １）2010年7月にイスラエルで開催された国際地理学
会に参加、「ジェンダーと地理学」研究委員会(7月8日?10日、エル
サレム郊外のエンカレムにて開催）において、下記の報告を行っ
た。 Floating Japanese Men, Masculinities and National Integrity 日
本経済の変容の中で浮遊する男性性と国家・ナショナリズムの関係
を論じ、多くの反響を得た。 ２）2010年11月21日の人文地理学会
大会（奈良教育大学）にて、下記の報告を行った。 草食系男子・オ
タク・プ�`（ネオ）ナショナリスト??変容する日本の男性性と地理
的想像力の行方 7月の国際地理学会での報告にインタビューを加え
た発展版である。
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教育内容 / Educational Pursuits

 ＜学部＞ 文理融合リベラルアーツ「生命と環境」９「地域と風
土」、文理融合リベラルアーツ「ジェンダー」23「開発・社会変
動とジェンダー」、 フィールドワーク方法論、オセアニア社会文
化論?・?、歴史・文化地理学演習?、地域研究実習?・?、社会地理
学演習? ＜大学院＞ （博士前期）社会環境学、開発地域文化論演習
 （博士後期）地域研究論、同演習 地域研究実習?では、非常勤講師
の小田隆史君とともに、群馬県太田市・大泉町を対象に、受講生を
連れて2泊3日のフィールドワークを行った。 

 

研究計画

メッセージ

 　2011年3月11日の東日本大震災は、私たちの生活世界に根本的な転換を迫るものでした。グローバル化や世界市場に
合致するべく構築された私たちの経済・社会・制度が、全土に活断層が走り海岸線が長い日本列島という環境とそれを利
用するローカルな風土性の上に成り立っていることを痛切に思い知らされたからです。 　私はこの時、パプアニューギ
ニアの辺境の村にいて、ラジオを聞いた村人から最初のニュースを知らされ、翌日携帯電話の届くエリアまで移動しては
じめてその被害の様相を確認しました。 　私たちはグローバルな世界に生きながら、ローカルな場所に関わり、制約さ
れて暮らしています。原子力エネルギーに依存した成長経済に無批判に身を委ねるのではなく、ローカルな場所と環境の
関わり、風土性に根差した共有資源（コモンズ）や連帯経済をいかに再構築するか、といったテーマを自覚的に追究して
いく時代にさしかかっていると感じています。 　こうしたテーマを一緒に追究しようという、想像力にあふれる学生の
皆さんに期待しています。
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桒田　和正氏名
KUWADA Kazumasa

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
京都大学博士(情報学) (2004)
確率論/probability theory

kuwada.kazumasa@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Large deviation for stochastic line integrals as L^p-currents (with S. Kusuoka and Y. Tamura) Probability Theory and Related Fields Vol. 
147, no. 3-4 (2010) 649-674. 

Duality on gradient estimates and Wasserstein controls Journal of Functional Analysis Vol. 258, no. 11 (2010) 3758-3774. 

Couplings of the Brownian motion via discrete approximation under lower Ricci curvature bounds Probabilistic Approach to Geometry, 
Adv. Stud. Pure. Math. Vol. 57 (2010) 273-292 . 

Duality on gradient estimates and Wasserstein controls(slide) 34th conference on Stochastic Processes and Their Applications (open 
contributed session) Senri Life Science Center, Osaka, Japan / Sep. 2010 

Coupling methods under a backward Ricci flow(slide) 4th International Conference on Stochastic Analysis and its Applications Kansai 
Univ., Osaka, Japan / Aug./Sep. 2010 

 metric space
 Ricci flow

 Brown運動は，熱の伝播をランダムな粒子の運動として記述する確
率モデルである．Brown運動の挙動は粒子の存在する状態空間の幾
何学的性質と深い相関を持つ．特に，Brown運動のカップリングと
その幾何学への応用について研究している． 「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
持つカップリングの存在は，様々な解析的／幾何学的性質と深い相
関がある．例えば，空間の幾何学的性質を利用したカップリングの
構成により，関数不等式が導出できる．あるいは逆に，関数不等式
の持つ意味をカップリングの性質で特徴づけることができる．この
ような手法は，とりわけ，通常の微積分が展開しにくい特異空間で
の幾何解析で有用と考えられる．

 The Brownian motion is a probabilistic model 
whose behavior describes propagation of heats. 
Its behavior is closely related to the geometry of 
the underlying space. I have worked on 
couplings of Brownian motions and their 
applications in geometry. Here "
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教育内容 / Educational Pursuits

 　学部配当として，微分積分学II，微分積分学演習II，確率論，数
理解析序論，数学輪講Iの各講義を担当した． 　大学院配当として
確率解析特論および確率解析演習の各講義を担当した． 　関連し
て，主にそれらの授業内容に関連した質問をいくつか対応した． 
　また，大学院生への研究指導セミナーで確率論，確率解析に関す
る輪読を担当した．

 　I gave lectures on Basic calculus II, Exercises 
on basic calculus II, Probability theory, 
Introduction to mathematical analysis and 
Seminar in mathematics I for undergraduate 
students. 　For graduate students, I gave lectures 
on Stochastic analysis and E

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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桑名　杏奈氏名
KUWANA Anna

所属 教育開発センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

アソシエイトフェロー
修士（理学）
数値シミュレーション, 風車/

kuwana.anna@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 数値流体力学
 （特にオートクレーブ, 岩石風食）
 
 
 

 Computational fluid dynamics
 (ex. Autoclave, Deflation of Rock)
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

桑名杏奈、秋保美幸、河村哲也「風食による奇岩生成過程の数値シミュレーション」RIMS研究集会「複雑流体の数理解析と数値解
析」（2010年9月27日?29日、京都）

桑名杏奈、大島裕子、河村哲也「数値シミュレーションによる高温高圧容器内の熱対流の解析」RIMS研究集会「複雑流体の数理解析
と数値解析」（2010年9月27日?29日、京都）

桑名杏奈、秋保美幸、河村哲也「岩石風食の数値シミュレーション（Numerical Simulation of Wind Erosion for Rock）」第24回数値流
体力学シンポジウム, OS1/非圧縮性流れ<3> C5-3, （2010.12, 神奈川） ※ のちに、日本流体力学会誌「ながれ」第30巻 No.2（2011.4
発行）「特集：注目研究 in CFD24」に推薦頂き、掲載

桑名杏奈、河村哲也「非常に細長いパイプ内の熱対流の数値計算（A Numerical Method for Thermal Convection in a Vertical Long 
Pipe）」第60回理論応用力学講演会, GS2-4/熱・流体力学, GS02-15, （2011, 3, 東京）

 
 

 2010年度は数値シミュレーションにより下記の問題に対して研究
を行った。 ・オートクレーブ 人工水晶を生成する際、成長速度の
増大・寸法のばらつきの減少のためには、オートクレーブ内の対流
を軸対称とすることが有効だと考えられている。高温・高圧である
ため、実際に容器内の液体の挙動を観測するのは困難であるため、
数値シミュレーションが有効な解析手段の一つとなる。 ・風による
奇岩生成 風により岩石が浸食される現象の簡単なモデルを、砂輸送
方程式を利用して表すことを試みた。トルコのカッパドキアにある
奇岩を再現することを目標に、岩の形や硬さを設定してシミュレー
ションを行った。 ・細長い流路内の流れ 細長い流路内の非圧縮性
の流れを数値的に求める場合の問題点として、連続の式を精度よく
満たすことが難しいことがあげられる。そこで、対象が細長い領域
であることに着目して、連続の式は主流によりおおよそ満足させる
という考え方に基づいた計算方法の提案を試みる。
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教育内容 / Educational Pursuits

 情報基盤センターにて、コンピュータ・周辺機器・ソフトウェア
に関する質問への対応を行った。

 I helped students who had questions concerning 
the computer, peripheral devices, software at IT 
Center.

研究計画

 2010年度の研究を発展させる。 ・オートクレーブ より現実に沿った条件（ヒーター温度、外部防護壁熱伝導、水晶の
形状、内部液体の濃度などを考慮）での解析を行う。 ・奇岩生成 風だけでなく雨水による浸食、温度差による岩石表面
の風化などを視野に入れてシミュレーションを行う。 ・細長い流路内の流れ 主に熱対流問題について、複雑な形状の領
域にも適用できるよう研究を進める。

メッセージ

 数学や物理の公式も、コンピュータも、原理を理解すると面白さが数段跳ね上がると思います。 ブラックボックス的に
ただ使うだけに留まらず、ぜひ、なぜそうなるのかを探求して、使いこなして下さい。
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桑名　恵氏名
KUWANA Megumi

所属 グローバル協力センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士（人間科学）／ Ph D
国際協力

kuwana.megumi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

国際協力
平和構築
人道支援
ＮＧＯ
市民社会

International Collabolation
Peacebuilding

Humanitarian Assistance

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

桑名　恵「プロジェクト評価の限界」中村安秀編『最終報告書　人道支援に対する地域研究からの国際協力と評価』（文部科学省　世界を
対象としたニーズ対応型地域研究推進事業「人道支援に対する地域研究からの国際協力と評価」）2011年3月.

外務省　『平成22年度外務省第三者評価　日本NGO連携無償協力の評価報告書』2011年3月（評価アドバイザーとして、「提言」「カンボ
ジア調査報告」の章を担当）

NGO
Civil Society

・人道支援における国際援助の外部者性：　援助者と被援助者の非
対称的な関係性の中で、被援助者の主体性を高めるための援助の仕
組みの課題と今後の動向
・紛争後の市民社会支援の課題と展望：　紛争後の社会再建におけ
る市民社会支援の重要性が認識されているが、これまで社会の固有
要因に配慮した市民社会支援の在り方についての根源的な議論が欠
落していた。３地域（東ティモール、アフガニスタン、南スーダ
ン）を事例とし、紛争後の復興過程における市民社会、コミュニ
ティの変容を、緊急・復興支援政策研究と地域研究の視点から多面
的に精査することで、今後の市民社会支援の在り方について再検討
する。

・Analysis of Outsiders' influence on humanitarian aid 
policy and practice.
・Challenges and Perspectives on Civil Society 
Engagement in post-conflict peacebuilding process ( 
Case studies of Timor Leste, Afghanistan, South Sudan).
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教育内容 / Educational Pursuits

・開発社会学
・国際ＮＧＯ論
・人道支援論
・ＮＰＯと国際公共政策
・援助におけると実践と研究のつなぎ

・Sociology of Development
・International NGOs
・Humanitarian Assistance
・NGOs' involvement in international public policy
・Bridging between research and practice in 
international aid policy

研究計画

人道支援、平和構築支援においては、災害や紛争の原因について配慮しながら、複雑で多様なコミュニティ、市民社会の立
場を偏りなく体現させつつ、現地主導のプロセスを伴った支援の実践が鍵となる。しかしながら、従来の市民社会支援は、
コミュニティ、市民社会の構成員ではない国際援助機関を通じた支援として対応されることが多かった。人道支援実践者、
地域研究者との共同研究を通じて、対象コミュニティにおける市民社会の実態を、主要援助機関やNGOのみならず、コミュ
ニティの構成員による住民組織グループ、学校、住民がどのように主体的にかかわることが可能なのか、求められる市民社
会支援の在り方の考察を目指す。

メッセージ

グローバル化の中、国境を超える様々な新しい社会問題が生じています。その解決のためには、ひとりひとりがそれらの問
題を他人事ではなく、自分事としてｌ捉え、問題解決のために行動すること。それらの行動を活かす柔軟で新しい社会の仕
組みを作ること、が必要とされています。授業やサークル活動を通じて、身近な社会問題に目を向けて、「既存の社会の枠
組み」を前提とせず、一市民としてどのように行動できるのかを分析し、考える機会を増やして下さい。グローバル協力セ
ンターでは、「共に生きる」スタディグループがあります。ぜひ参加して下さい。
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河野　一世氏名
KONO Kazuyo

所属 生活環境教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士(学術)／Ph D
食文化、調理科学

kono.kazuyo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

料理のベースである「だし」について、調理科学、食文化、食科
学、生態学などの視点で研究している。古来食べ続けてきただしに
ついて、歴史資料、現地調査などにより、その特徴を明らかにし、
異なる食文化をもつ民族間でのだしの官能評価から、地域間での嗜
好性の比較を行ってきた。まただしの呈味成分の分析から、食文化
の形成には、嗜好性以外に健康効果が重要な要因であること、並び
に、食文化受容の道筋なども見えてきた。22年度は、経済のグロー
バル化が進む中で、食文化の受容と変容について、だしに焦点を当
てて、中国をフィールドに調査した。

144



教育内容 / Educational Pursuits

文部科学省特別経費によるプロジェクト「多様な食育の場に対
応可能な高度専門家の育成」の運営に携わっている。本プロ
ジェクトは、多様化・複雑化する食育に対応するために、学際
的基盤に立った高度研究教育を推進するものであり、食情報に
おける科学的根拠を構築することにより、食育の教育内容の充
実を図るとともに、学際的な幅広い教養と専門性、実践力をも
つ高度専門家を早期に育成することを目的としている。平成23
年4月から、大学院副専攻として新しく「SHOKUIKUプログラ
ム」を設置。本プログラムは、文理融合に根差した横断的かつ
複合的な教育を推進していくものであり、食教育、食科学、食
環境、食文化の4部門の科目を開講した。全科目の総括および食
文化論を中心に担当している。

研究計画

メッセージ

研究を進めるにつれ、「だし」というキーワードから、食を取り巻く多くの問題が見えてきました。本プログラムを通し
て、ご一緒に考えてみませんか。
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郡　宏氏名
KORI Hiroshi

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
博士（理学）
非線形ダイナミクス/nonlinear dynamics

http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/kori/
kori.hiroshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

同期現象
ネットワーク
フィードバック制御
概日リズム

Sychronization
Network

Control

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

K.H. Nagai, H. Kori: "Noise-induced synchronization of a large population of globally coupled nonidentical oscillators", Physical Review E 81, 
065202(R) (2010, July)

R. Tonjes, N. Masuda, H. Kori: "Synchronization transition of identical phase oscillators in a directed small-world network", Chaos 20, 033108 
(2010, August)

N. Masuda, Y. Kawamura, H. Kori: "Collective fluctuations in networks of noisy components", New Journal of Physics 12, 093007 (2010, 
September)

"Dynamics-based centrality for directed networks", Physical Review E 82, 056107 (2010, November)

Y. Kawamura, H. Nakao, K. Arai, H. Kori, and Y. Kuramoto: "Phase synchronization between collective rhythms of globally coupled oscillator 
groups: Noisy identical case", Chaos 20, 043109 (2010)

Biological rhythms
Dynamical systems

リズムを持つ個体と個体が影響を与えあうと、リズムの間に秩序が
生まれます。このような現象は「同期現象」と呼ばれ、物理・化
学・工学分野のみならず、体内時計の生成やパーキンソン病など、
様々な生命現象のメカニズムとなっています。私はこれらの現象の
メカニズムを明らかにするためにそれぞれの問題に適した数理モデ
ルを構築し、さらにそのモデルを解析しています。
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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小風　秀雅氏名
KOKAZE Hidemasa

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学博士（1995　東京大学）
日本史学（日本近代経済史、経済政策史、交通史）

kokaze.hidemasa@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 近代日本史
 国際関係史
 産業遺産
 史料管理学
 経済史

 Modern History of Japan
 Global History in 19th Century
 Industorial Heritage

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

（論文・単著）「19世紀世界システムのサブシツテムとしての不平等条約体制」（東アジア近代史学会『東アジア近代史』１３、
122?142頁

（論文・単著）「法権と外交条約の相互関係」（『近代アジアの自画像と他者?地域社会と「外国人」問題』京都大学学術出版会、
151?173頁

（編著）『都市化と市民の戦後史』（藤沢市、全340頁）

(編著）『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』受託研究2010年度報告書、新潟県、全162頁

（コーディネーター）『世界遺産シンポジウム「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群』シンポジウム記録、文化庁・新潟県・佐渡市、全
48頁

 Archival Science
 Modern Economic History

 19世紀における日本の開国・開港を世界史的視野から再検討し、
従来の植民地化の危機の有無を中心とした東西対立的な視点ではな
く、日本の開港によって、初めて本格的なグローヴァル社会が歴史
的に成立したことを解明しようとしている。また、日本の近代化の
特徴を「脱亜入欧」でとらえようとするこれまでの通説に対して、
日本的要素を加味し、欧米の模倣でない近代化を進めたことを明ら
かにしようとしている。 　また、産業遺産関係では、世界遺産の国
内候補となったいくつかの地域を中心に、どのような方針と考え方
で遺産として、後世に伝えていくか、という点に関する検討委員会
に属し、専門的検討を行っている。そのなかには、当然産業企業の
保有する企業史料も含まれるので、史料管理学的見地からの整理・
調査を進めている。史料管理学としては、公文書管理法施行にとも
なう国立法人の文書館機能の保持義務にどのように対応するか、と
いう検討を、アーカイブズ学会や学習院大学アーカイブズ系の研究
者とともに進めている。
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教育内容 / Educational Pursuits

 　学部では、日本近代史を中心に、講義・演習・史料購読、など
を担当し、習う近代史から、考える近代史への発想の転換が起こる
ように、指導している。年に2回は現地調査を行い、実際に現場に
立つことの必要性にも配慮している。 　大学院では、院生の多様
な研究関心に対応して、研究を進めるうえで、適切な助言を与える
よう努力しているほか、外部資金を活用して、企業史料や産業遺産
に実際に触れる機会を作り、史料上の研究にとどまらない、幅広い
研究関心を持つように指導している。

 

研究計画

 　日本の近代化と国際化について、新たな視点からの共同研究グループを立ち上げ、論文集を編纂する企画を進めてい
る。これにより、不平等条約にかんする理解はこれまでとは大きく変化し、新たな19世紀国際関係史を提示することが
可能となろう。 　また、産業遺産関係では、文化庁や関係地方公共団体とともに、近代の文化財保存の新たな枠組み作
りを進めていきたい。 　アーカイブズでは、喫緊の課題である大学アーカイブズに関する基本的な考え方を提示し、今
後の大学アーカイブズ機能の拡充に向けた指針を示して行きたい。

メッセージ

 　大学は、高校までと全く異なる学びの場です。そこでは、主体的に自分の関心に従って学ぶことが求められます。教
員や提示したものを消化するだけでなく、自ら課題を見つけ、じぶんで取り組み、自分なりの解答を出していくことが重
要になります。 　そういう姿勢は卒業後、専門職を目指す人のみならず、一般社会人としても必要な態度であり、大学
はそうした人材を育て、社会に送り出していく役割を担っています。 　少人数教育を特徴とする本学では、より密度の
高い教育を提供し、教員、先輩の学生らとともに自分を磨くことができます。 　ぜひ一緒に勉強しましょう。
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小坂　圭太氏名
KOSAKA Keita

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
音楽修士(1987、東京芸術大学)
ピアノ演奏学

kosaka.keita@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ピアニズムの発展
 日本の近代化とピアノ教育の歴史
 
 
 

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

サントリー芸術財団現代音楽エッセンシャル 中川俊郎作曲「Fantasie」（ピアノソロ曲）世界初演 2010年11月11日　いずみホール

アール・レスピラン定期公演＝新日鐵文化財団委嘱 山根明季子作曲「水玉コレクション８」世界初演 2010年11月10日　紀尾井ホー
ル 

丸山泰雄チェロ・ライヴ シューマン、ブラームスの全チェロとピアノのための作品のピアノパート チェロ：丸山泰雄 2010年10月20
日　仙台楽楽楽ホール 2010年10月27日　ハクジュホール

松田昌恵ソプラノリサイタル ソプラノ：松田昌恵 2010年5月15日　イシハラホール 

湘南台トワイライトコンサート「ブラームスの肖像」 曲目：ブラームス　ピアノ四重奏曲第２番　作品26 共演：クヮルテット・エク
セルシオ 主催：藤沢市みらい創造財団 
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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小谷　眞男氏名
KOTANI Masao

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
学術修士（1989東京大学）
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 cultu
（日本語版）http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/Teacher_Kotani.html
kotani.masao@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 法文化
 イタリア
 犯罪
 福祉
 ろう文化

 legal culture
 Italy
 crime

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

編集代表：萩原康生・松村祥子・宇佐見耕一・後藤玲子、編集委員：岡伸一・金子光一・小谷眞男・原島博『世界の社会福祉年鑑
2010』旬報社、2010年11月

北村暁夫・小谷眞男編『イタリア国民国家の形成：自由主義期の国家と社会』日本経済評論社、2010年12月

チェーザレ・ベッカリーア（小谷眞男訳）『犯罪と刑罰』東京大学出版会、2011年2月

「ピノッキオの法文化 ?『人間の子ども』になる条件?」（『星美学園短期大学 日伊総合研究所報』7、pp.57-61、2011年3月）

「イタリアにおけるバイリンガリズム---研究序説---」（日本手話学会研究報告、2010年10月）

 well-being
 deaf culture

 1) 1889年統一イタリア王国刑法典編纂過程の分析結果についての
研究をとりまとめて発表した（業績2）。 2) C.Beccaria, "Dei delitti 
e delle pene"（『犯罪と刑罰について』、1766年版）の翻訳を刊行
した（業績3）。「ベッカリーアの家族論」というテーマで学会報
告もおこなった。 3) 現代イタリアの社会福祉についての共同研究
の成果を発表した（業績1）。 4) 比較ろう文化論（comparative 
deaf culture）の研究に着手した（業績5）。2011年3月には、イタ
リアの小学校における手話と音声言語を併用したバイリンガリズム
統合教育の実態調査をおこなった（写真）。 5) 新しい教養法学
（law in the liberal arts）の構想のために、2011年2月にアメリカ各
大学の先進的プログラム例を調査した。このテーマとの関連で、法
と文学の分析例を発表した（業績4）。 6) ヨーロッパ司法統計に関
する共同研究の成果を、学会で共同報告した。 

 1) the criminal code of 1889 in Italy 2) the 
translation of C.Beccaria's "Dei delitti e delle 
pene"(1766) 3) welfare in Italy 4) comparative 
deaf culture 5) law in the liberal arts 6) judicial 
statistics in Italian history 
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教育内容 / Educational Pursuits

 生活法学演習I・II、生活法学総論、消費者科学入門（消費者法の
分野を分担講義）、法と文学、比較法文化論、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。

 Lectures and seminars on the sociology of law 
and the comparative legal cultures.

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。教養法学方法論の研究。 3) 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・研究、ガエターノ・フィランジェーリ『立法の科学』の翻訳・研究、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とりまとめる。 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さらなる追究（とくにリソルジメント期）。 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。イタリアにおける貧困と格差の研究。 8) イタリアにおける「ろう文化」、イタリア
手話（LIS）の研究。

メッセージ

 一所不住、雲水行脚、必ず樹下石上を宿とす。まずは異国の土を踏もう。
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小玉　亮子氏名
KODAMA，Ryoko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
教育学修士（東京大学, 1986）
教育学

kodama.ryoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

子ども
家族
教育
ジェンダー
歴史社会学

childhood
family

education

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

小玉亮子・広井多鶴子共著（2010）『現代の親子問題』日本図書センター，全363頁．

小玉亮子（2010）「少子化，ナショナリズム，ジェンダー－1910年代のドイツにおける出生率低下問題から－」，比較家族史学会編『比較
家族史研究』第24号，pp.82- 95．

小玉亮子（2010）「＜教育と家族＞研究の展開―近代的子ども観・近代家族・近代教育の再考を軸として」，日本家族社会学会編『家族社
会学研究』第22巻第2号，pp.154-164．

小玉亮子（2010）「近代ドイツにおける家族と国家，そして第三項―西洋教育史における家族研究の射程―」，教育史学会編『日本の教育
史学』第53集，pp.126-131．

小玉亮子（2011）「戦後ドイツにおける家族の混乱と子どもたち」，対馬達雄編『ドイツ　過去の克服と人間形成』昭和堂，pp.43-70

gender
historical sociology

　比較の視点を重視して、子どもと家族について研究を行ってい
る。主なテーマは以下の通り。
　１、現代日本における子ども問題についての歴史社会学的研究
　現代日本において、児童虐待や少年犯罪、家族内の暴力や貧困と
いった社会問題について、社会がなぜそれを問題として議論してい
るのかについて分析している。
　２、近現代ドイツにおける家族の変遷に関する社会史
　近代日本にとって膨大な影響を与えてきた近代ドイツを研究対象
として、西欧世界の近代家族と近代的子ども観の変遷を検討し、そ
のことを通じて、近代社会それ自体がはらむ問題を明らかにするこ
とを試みている。
　３、幼児教育システムの比較社会的研究
　幼児教育について、その成立史を含めて国際比較をすることに
よって、現代における保育システムの課題を検討している。

I research on the social issues of childhood and family 
in Japan and Germany. I have the following three 
themes.
1; The historical sociology on the social issues of 
childhood.
 People become to have a serious interest in the issues 
of childhood, for example child abuse, juvenile 
delinquency, domestic violence, poverty of family and 
so on. I analyze on when and how these have emerged 
as social issue, why people are so serious interested in 
the problems of childhood, and what causes people to 
think about the problems.
2: The social history of family in modern Germany.
 I research on the process of formation of modern 
family and modern childhood. Mainly I research on 
German modern family in 19th and 20 th Century. 
3: Comparative research on the early childhood 
education system.
 I have a project of the research on the early childhood 
education in Japan, Germany and U.K. We try to 
compare the curriculums and systems and history of 
early childhood education of these three countries.
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教育内容 / Educational Pursuits

学部・大学院ともに、歴史社会学的アプローチから子どもと家
族と教育に関する講義をしている。キーワードは、教育文化で
ある。教育文化とは、広い意味で、子どもたちが成長していく
過程で関わる全ての営みを指すと考えている。講義にあたって
は、特に時間的・空間的比較の視点を重視し、喫緊の問題を広
い視野から検討することを試みている。
　担当科目は、大学院では、比較教育文化論特論、子ども社会
学特論を担当し、学部では、人間関係学、児童社会文化論、及
び、教職科目の生徒指導の研究を担当している。

 I give some lectures of the historical sociology of 
childhood and Family. The key word of my lectures is 
the culture of the education. I think that the culture of 
education indicates the whole process of children’s 
growth. Especially the comparative perspective is 
important, because the research of childhood requires 
an attempt to think in larger perspective.
 Graduate course: Comparative study on education and 
culture, Sociology of childhood.
 Undergraduate course: Child study from socio-cultural 
perspectives, Human relations
 Teaching course: Guidance in school.

研究計画

　現在、個人研究として、科学研究費（基盤C）で、「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」において、個人研究をすすめている。20世紀初頭から戦後ドイツにおいて、子どもと家族がどのように議論され
たのか、継続して研究を続けている。
　また、共同研究としては、日本証券財団からの奨学金で、「格差是正に向けた就学前教育の比較社会学的研究―日米英独
の比較から」をテーマとして、近年の幼児教育改革の比較研究を続けている。
　いずれも、日本とドイツを対象として子どもと家族について、比較の視点から研究をおこなっているものであるが、もう
一つ重要な視点として考えているものに、ジェンダーの視点がある。子どもと家族の問題を考えるに当たり、ジェンダーの
視点は不可欠であると考えている。この点を重視しながら、さらに研究を続けていきたいと考えている。

メッセージ

　面白いことはあちらから来てはくれません。自分でどんどん探しに行ってください。私でお手伝いできることはお手伝い
しますので、一緒に面白いことをみつけていきましょう。
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後藤　真里氏名
GOTOH MARI

所属 生命情報学教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教

goto.mari@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 脂質メディエーター
 
 
 
 

 Lipid mediators
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

William J. VALENTINE, Gy&ouml;ngyi N. KISS, Jianxiong LIU, Shuyu E, Mari GOTOH, Kimiko MURAKAMI-MUROFUSHI, Truc-Chi PHAM, 
Daniel L. BAKER, Abby L. PARRILL, Xuequan LU, Chaode SUN, Robert BITTMAN, Nigel PYNE, Gabor TIGYI “(S)-FTY720-
Vinylphosphonate, an analogue of the immunosuppressive agent FTY720, is a pan-antagonist of sphingosine 1-phosphate GPCR 
signaling and inhibits autotaxin activity” Cellular Signaling, 22: 1543-1553, 2010 
Zhaohong YIN, Laura D. CARBONE, Mari GOTOH, Arnold POSTLETHWAITE, Alyssa L. BOLEN, Gabor J. TIGYI, Kimiko MURAKAMI-
MUROFUSHI, Mitchell A. WATSKY “Lysophosphatidic acid-activated Cl- current activity in human systemic sclerosis skin fibroblasts” 
Rheumatology, 49: 2290-2297, 2010 

Mari GOTOH, Harumi HOTTA, Kimiko MURAKAMI-MUROFUSHI “Effects of cyclic phosphatidic acid on delayed neuronal death 
following transient ischemia in rat hippocampal CA1” European Journal of Pharmacology, 649: 206-209, 2010 

Renuka GUPTE, Anjaih SIDDAM, Yan LU, Wei LI, Yuko FUJIWARA, Nattapon PANUPINTHU, Truc-Chi PHAM, Daniel L. BAKER, Abby L. 
PARRILL, Mari GOTOH, Kimiko MURAKAMI-MUROFUSHI, Susumu KOBAYASHI, Gordon B. MILLS, Gabor TIGYI, Duane D. MILLER 
“Synthesis and pharmacological evaluation of the stereoisomers of 3-carba cyclic-phosphatidic acid” Bioorganic & Medicinal Chemistry 
Letters, 20: 7525&#8211;7528, 2010 
Mari GOTOH, Norito KOTANI, Munehisa TAKAHASHI, Tomoko OKADA, Yoshikatsu OGAWA “Enlargement of influenza virus 
hemagglutinin cytoplasmic tail by tagging with an enhanced green fluorescent protein interferes with hemagglutinin-mediated 
membrane fusion prior to the lipid-mixing step” Cytologia, 75(4), 435-442, 2010 

 
 

 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ました。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ます。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ます。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
めていく予定です。
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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小林　一郎氏名
Kobayashi Ichiro

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（工学）（1995　東京工業大学）
言語情報処理、知能情報処理

kobayashi.ichiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 言語情報処理
 知能情報処理
 ウェッブインテリジェンス
 言語化
 潜在的意味解析

 language processing
 intelligent information processing
 Web intelligence

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kayano Umezawa and Ichiro Kobayashi: A Study on the Effective Number of Dimension Reduction in Retrieving Similar Documents 
using Random Projection, Joint 5th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 11th International 
Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2010), Dec.2010. (IEEE Young Researcher Award)

Yoko Mino and Ichiro Kobayashi: Recipe Recommendation for a Diet Considering User's Various Conditions, TH-E4-6, Joint 5th 
International conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 11th International Symposium on Advanced Intelligent 
Systems (SCIS&ISIS2010), Dec.2010.

Sayaka Ajikata and Ichiro Kobayashi: A Study on Making a Disaster Restoration Schedule Considering the Mutual Dependent 
Relationships among Lifeline Networks, Joint 5th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 11th 
International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2010), Dec.2010.

Erika Ochiai and Ichiro Kobayashi: Verbalization of Human Behaviors Based on Interaction with Objects in a Particular Space, Joint 5th 
International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 11th International Symposium on Advanced Intelligent 
Systems (SCIS&ISIS2010), Dec.2010.

Mari Otani and Ichiro Kobayashi:An Approach to Developing a Natural Language Operation Interface with an Example of Operating 
Google Calendar, Joint 5th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 11th International Symposium on 
Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2010), Dec.2010.

 Verbalization
 Latent semantic analysis

 人工知能や言語情報処理の技術を使って対象となるシステムをより
知的に、かつより親しみのあるものにすることに興味を持って研究
を進めています．近年では、住居環境そのものを知的にするための
研究を進めており、実際の日常生活を支援する基礎的な技術やアプ
リケーションの開発を行っています．また、ウェッブインテリジェ
ンスという情報検索技術や自然言語処理、データベース技術が融合
された技術の研究を進めており、実際の生活空間とウェッブのサイ
バー空間を融合し、日常生活をより快適にする研究も進めていま
す．

 I am interested in anything that makes systems 
more intelligent and user-friendly using artificial 
intelligence and language information processing 
technologies. I am also in charge of developing 
methods about Web intelligence.
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部 １年生の後期にプログラミング実習の講義を行い、プログラ
ミング言語であるＣ言語の実用的な使い方についての技術の習得が
行えるよう努めた。 ３年生の前期に自然言語論を、後期に人工知
能論および英文講読を行った。毎回、配布資料を準備し、授業中に
演習問題を出し、講義内容を深く理解させることに務めた。 英文
講読については、英文法だけではなく、取り上げた人工知能理論の
内容について学生が深く理解できるよう努めた。 大学院 言語情報
特論では、自然言語処理の基礎技術から応用システムまでを幅広く
取り上げ、講義を行った。 

 For undergraduate students: At the first year of 
undergraduate course, I taught an exercise 
course of C programming language. I prepared 
for lots of material for the students to blush their 
skills up and burdened the students with some 
tasks that they ha

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、時系列データを言語で表現する技術の開発や文書の中に潜む潜在的な因果関係を抽出する研究を進め
ていくつもりである。 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。 ま
た、時系列データを言語で表すことによりデータの内容を把握しやすくする基礎技術の開発や文章内に潜む潜在的な意味
を抽出することにより情報へアクセスする可能性を広げていく． 共同研究の可能性： 健康、エコロジー、時系列データ
の言語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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小林　功佳氏名
KOBAYASHI Katsuyoshi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（理学）（1994　東京大学）
物性理論、固体物理、表面物理
http://www.phys.ocha.ac.jp/kobayashilab/home.html
sakura@phys.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 固体物理
 表面界面物理
 ナノスケール物理
 計算物理
 

 Solid Sate Physics
 Surface and Interface Physics
 Nanoscale Physics

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Strong electron confinement by stacking-fault-induced fractional steps on Ag(111) surfaces, Takashi Uchihashi, Katsuyoshi Kobayashi, 
and Tomonobu Nakayama, Physical Review B 82 (2010) 113413 (4 pages). 

Electron compound nature in a surface atomic layer of a two-dimensional hexagonal lattice, Iwao Matsuda et al., Physical Review B 82 
(2010) 165330 (6 pages).

 Computational Physics
 

 平成22年度は、双晶超格子ナノワイヤーの電子状態に関する理論
的研究を行った。双晶超格子ナノワイヤーとは、双晶界面がワイ
ヤーの軸方向に沿って周期的に入ったナノワイヤーであり、数年前
に初めて制御された形で生成されるようになった。ナノワイヤー
は、ミクロな導線としての機能をもつことから、その電子状態に関
する研究は重要であるが、双晶超格子ナノワイヤーについては電子
状態の研究がこれまでされていなかった。本年度は、その電子状態
をミクロなモデルを用いて計算してその特性を調べた。特に、双晶
超格子ナノワイヤーのジグザクな形状がその電子状態に与える影響
を斜交座標を用いた座標変換により明らかにした。 

 In 2010 I have theoretically studied on the 
electronic states of twinning superlattice 
nanowires. Twinning superlattice nanowires 
contain twin interfaces periodically along the 
direction parallel to the wire axis. They have 
recently been fabricated in co
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教育内容 / Educational Pursuits

 平成２２年度は学部卒研生１名、大学院修士学生２名の研究指導
を行った。卒業研究の題目は「トポロジカル絶縁体のエッジ状態」
である。また、修士論文の題目は「ナノスケールの超伝導体に関す
る理論的研究」および「GaInP2 双晶界面の電子状態」である。担
当した授業は、学部で「計算物理学講義・演習」、「量子力学
II」、「固体電子論」、大学院では「理学総論」および「物性物理
学演習」である。

 In 2010 I have one undergraduate student and 
two graduate students in master course. The title 
of the graduation researches is "Edge states of 
topological insulators". The titles of the master 
thesis are "Theoretical study on nanoscale 
superconductors" a

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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小林　哲幸氏名
KOBAYASHI Tetsuyuki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
薬学博士（1984　東京大学）／Ph.D. in Pharmaceutical Science (1984, The Univ. of Tokyo)
脂質生化学、細胞生化学、脂質栄養学
http://tetkoba.umin.jp/
kobayashi.tetsuyuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Hiroyasu Sato, Yoshitaka Taketomi, Yuki Isogai, Yoshimi Miki, Kei Yamamoto, Tomohiko Hosono, Satoru Arata, Yukio Ishikawa, 
Toshiharu Ishii, Tetsuyuki Kobayashi, Hiroki Nakanishi, Kazutaka Ikeda, Ryo Taguchi6, Shuntaro Hara, Ichiro Kudo, and Makoto 
Murakami (2010) Group III Secreted Phospholipase A2 Regulates Epididymal Sperm Maturation and Fertility. J. Clin. Invest., 120(5): 
1400-1414.
Tamotsu Tsukahara, Ryoko Tsukahara, Yuko Fujiwara, Junming Yue, Yunhui Cheng, Huazhang Guo, Chunxiang Zhang,　Louisa 
Balazs,　Fabio Re , Guangwei Du, Michael A. Frohman, Daniel L. Baker, Abby L. Parrill, Ayako Uchiyama, Tetsuyuki Kobayashi,　Kimiko 
Murakami-Murofushi, Gabor　Tigyi (2010) Phospholipase D2-dependent Inhibition of the Nuclear Hormone Receptor PPARγby Cyclic 
Phosphatidic Acid. Molecular Cell. 36, 421-432.

Ayako Uchiyama, Yukari Arai, Tetsuyuki Kobayashi, Gabor Tigyi and Kimiko Murakami-Murofushi　(2010) Transcellular invasion of 
MM1 rat ascites hepatoma cells requires matrix metalloproteinases derived from host mesothelium. Cytologia, 75, 269-272. 

Tamotsu Tsukahara, Shuwa Hanazawa, Tetsuyuki Kobayashi, and Kimiko Murakami-Murofushi (2010) Cyclic Phosphatidic Acid 
Decreases Proliferation and Survival of Colon Cancer Cells through Inhibition of Peroxisome Proliferator-activated Receptor gamma. 
Prostaglandins, Other Lipid Mediat., 93 (3-4), 126-133.

Hideko Tanaka and Tetsuyuki Kobayashi (2011) Characterization of a 62-Kilodalton Acidic Phospholipid-Binding Protein Isolated from 
the Edible Mushroom Pleurotus ostreatus. J. Health Sci. 57 (1), 99-106.

 allergy and inflammation
 essential fatty acids

 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 inte
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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担当し、卒業
研究の指導を行っている。また、院生に対しては、脂質生化学に関
する新しい研究課題を基盤において、博士前期や後期課程の院生の
講義・演習や学位取得のための研究指導を行っている。教育目的と
して、問題解決能力の高い、知的基礎体力のある人材を社会に供給
することを目指している。そのための教育理念として、単に知識や
技術を教えるのではなく、知識をどうやって得るか、また、どのよ
うに適用するか、そのための「知恵」を授けることを念頭において
教育を行っている。自主性を重んじ、面白いデータが得られたとき
の感動を知ってもらいたい。これは大学院での研究に限らず、学部
の講義や実習にもあてはまる。質の高い高等教育を行うためには、
ハイレベルな研究がその基盤になくてはならない。したがって、私
は脂質生化学に関する最新の研究課題に取り組みながら、独創的な
研究を展開することを心がけている。

 I deliver lectures about biochemistry to 
undergraduate students and supervise their 
graduation thesis. I also supervise a dissertation 
for master- and doctor-course students by co-
investigating new research projects of lipid 
biochemistry. My educational 

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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小林　誠氏名
KOBAYASHI Makoto

所属 大学院人間文化創成科学研究科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
法学修士
国際関係、国際政治

kobayashi.makoto@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

グローバリゼーション
国家
権力
市民社会
暴力

globalization
state

power

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

（共著）片岡幸彦他編『グローバル世紀への挑戦』文理閣

civil society
violence

グローバリゼーションは、領域ごとに封入された国家権力という制
度の擬制を明らかにしつつある。国境を越えた社会的相互作用に中
に国家権力は相対化され、権力の脱領域的な形成と行使が始まって
いる。それは暴力のグローバリゼーションという一面を持ち、その
対抗策として（これまでの覇権的な言説の中にはない）コスモポリ
タニズムへの期待が生まれている。

Globalization has made it clear that today's institute of 
state power, which is contained in a given territory, has 
fictious factors. Instead, power has been constituted 
beyond national boreders, and it brings about a 
globalizaion  of violence. A new thinking on 
cosmopolitanism is necessary to overcome this global 
problematique.
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教育内容 / Educational Pursuits

伝統的な国家の外交と戦争の関係を国際関係と見なす見方は、
今日、有効性を失いつつある。多層的な権力関係として国際関
係を見る目を養うことが重要である。

The traditional view that international relatios is equal 
with the inter-governmental relations of diplomacy and 
war, is getting invalid. We should raise a new standpoint 
to consider international relations as multi-layered 
power system.

研究計画

コスモポリタニズムの源流を古代ローマ哲学やカントにさかのぼることは有益である。とはいえ、その英知をあげつらう作
業は一種不毛でもあり、それがグローバリゼーションの時代に新たな言説として内部的に解体していく過程を考察するべき
だろう。市民社会や国際関係についての共同研究において、その作業を進めたい。

メッセージ

伝統的な知のあり方を批判的に捉え直すことがわれわれの大きな責務である。とりわけ国際関係論・国際政治学は、暴力を
抑制することに失敗を重ねてきたことを真摯に反省すべきであり、反省から未来を構想することが大学の具体的な使命であ
る。こうした試みをともにしようとする人たちの開かれたフォーラムとして大学はある。
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近藤　讓氏名
KONDO Jo

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
学士(音楽)(1972東京芸術大学)
作曲、音楽理論

jk@cc.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 作曲
 音楽学
 
 
 

 Composition
 Musicology
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

1+1/2前奏曲（オルガン独奏曲）

テニスンが詠った歌三篇（ソプラノと7楽器のための）

テニスン歌集（ピアノ独奏曲）

「目的性の無い行為としての音楽：非ロゴスの智に向けて」（宮本久雄他編『大学の智と共育』、教友社、所収、pp. 277-301)

 
 

 作曲の実践的研究、および、現代音楽についての美学的研究  Musical composition, and aesthetics of 
contemporary music.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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近藤　和雄氏名
KONDO Kazuo

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
医学博士（1986　東京慈恵会医科大学）
医学（内科学 Internal medicine）、脂質代謝学(Lipid metabolism)、臨床栄養学(Clinical nutrition)
http://pea.ieshl.ocha.ac.jp/kondo/default.htm
kondo.kazuo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Nagai M, Kondo K et al:Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) Leaves Suppressed Oxidation of Low Density Lipoprotein (LDL) in Vitro and 
in Human Subjects.Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition ,48,203-208,2011

Iizuka M, Kondo K et al:Inhibitory Effects of Balsamic Vinegar on LDL Oxidation and Lipid Accumulation in THP-1 Macrophages.Journal 
of Nutritional Science and Vitaminology,56,421-427,2010 

神山真澄、近藤和雄　他「長野県の特産農産物における機能性成分の検討-特に動脈硬化予防の観点から-（第2報）」機能性食品と薬
理栄養、6巻、205-211、2010 

才田恵美、近藤和雄 　「高齢者の食と抗酸化物」 Geriatric Medicine(老年医学)、48巻、943-946、2010 

 Reactive Oxygen Species (ROS)
 antioxidant

 生理的な刺激因子として、グルコース、酸化LDLを用いて、「血管
内皮機能障害」ならびに「単球活性化」に対する抗酸化物質の改善
作用を検討した。さらに、これまでにin vitroにおいて強いLDL酸化
抑制作用を示したサンプルについて、ヒトに摂取させた際の効果を
検討した。 　その結果、高グルコース刺激によって生じる血管内皮
機能障害を、ビタミンC、ビタミンEならびにイチゴ抽出液が抑制
し、さらに作用機序としてPKC-βIIの活性化抑制が関与している可
能性を見出した。また、酸化LDLによる血管内皮傷害に対し、ポリ
フェノールを豊富に含むシソならびにピスタチオの抽出液が抑制効
果を有することが明らかとなった。これらの作用には、NF-κBの活
性化阻害が関与している可能性が示唆された。 そして、高い抗酸化
能を有するブドウ由来ポリフェノールを健常成人に摂取させ、摂取
後の血管炎症に対する影響を検討したところ、血管内皮機能の改善
ならびに単球活性化の抑制作用が示された。 　
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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、医学概論を
担当し、動脈硬化を引き起こす高脂血症、肥満、糖尿病、高血圧、
メタボリックシンドロームなどの生活習慣病における診断、治療に
ついて食物との関わりを中心に講義している。 　大学院では、学
部の講義を一歩すすめて、動脈硬化症の成り立ち、老化の問題を、
リポ蛋白代謝を中心に、活性酸素と活性酸素に対抗する食物に含ま
れる抗酸化物の関わりを、生体防御、この防御システムの観点から
講義している。 

 We take charge of the Metabolism and Clinical 
Nutrition and Medical outline in 4-year education 
program. We study the relation of food to 
diagnoses and treatments of the hyperlipidemia, 
obesity, diabetes, hypertension and metabolic 
syndrome. In the gradu

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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近藤　敏啓氏名
KONDO Toshihiro

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
工学（博士）（1993、東京工業大学）
電気化学、界面物理化学、自己組織化
http://ana4.chem.ocha.ac.jp/～kondo/
kondo.toshihiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 自己組織化
 ナノ界面
 放射光利用表面Ｘ線散乱法
 電気化学
 単結晶電極

 Self-Assembly
 Nano-interface
 Surface X-ray Scattering Using SR Light

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

T. Kondo, M. Shibata, N. Hayashi, H. Fukumitsu, T. Masuda, and K. Uosaki, "Resonance Surface X-ray Scattering Technique to Determine 
the Structure of Electrodeposited Pt Ultrathin Layers on Au(111) Surface”, Electrochim. Acta, 55(27), 8302-8306 (2010).

M. Takahasi, K. Tamura, J. Mizuki, T. Kondo, and K. Uosaki, “Orientation Dependence of Pd Growth on Au Electrode Surfaces”, J. Phys.: 
Condens. Matter, 22(47), 474002 (9pp) (2010).

 Electrochemistry
 Single Crystal Electrodes

 電極／溶液界面における電子移動反応は、厳密に基礎的に理解し、
燃料電池やバイオセンサといった次世代ナノテクノロジーに応用し
ていくためには、電気化学活性界面を高い空間分解能／時間分解能
で知る必要がある。シンクロトロン放射光利用表面Ｘ線散乱
（Surface X-ray Scattering; SXS）法を利用して、0.01 nmオーダー
という非常に高い空間分解能で電気化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夫に
よって克服し、電気化学活性界面の構造ダイナミクスを高い時間分
解能で測定／解析する事を目的としている。平成20年度は、
Au(111)、Au(100)表面に形成した酸化膜二重構造を高精度に決定
し、ダイナミクスに挑戦した。 また、燃料電池のカソード触媒とし
て利用される白金量低減化を目的として、金単結晶表面に白金を単
原子層電析した電極において、高効率な酸素還元反応を実現した。

 It is very important to study the electrochemical 
reaction not only for the fundamental surface 
science but also for the applications related to 
nanotechnology. Surface X-ray scattering (SXS) 
technique using synchrotron radiation is one of 
the most promi
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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」と「機器
測定法」を合わせた科目である。まず分子分光についての基本的な
部分を量子力学から講義し、その後化学の分野で一般的に用いられ
る機器分析法を理解し、これらに共通して必要な基礎事項、測定機
器使用時のマナー、化学反応や物理現象からセンサにより得られる
信号の取り扱いなどを、主に発表／討論形式で行った。 電気化学
（学部４年（卒論生））：当研究室において必須の電気化学につい
て、基礎的な事項から機器の取り扱い／実験操作まで完璧に理解す
るよう指導した。また、電極表面修飾剤としてアルキルチオール類
の合成、自己組織化単分子層の形成／脱離、及び機能評価について
も指導した。

 Methods of Molecular Spectroscopy (B3): This 
subject is summation of Molecular Spectroscopy 
and Methods of Experimentals, which were 
opened from last year. As a first, the fundamental 
phenomenon about spectroscopy was lectured 
based on the quantum dynami

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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近藤　恵氏名
KONDO Megumi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士（理学）（1995　東京大学）
自然人類学（physical anthropology），人類年代学(chronological anthropology)

kondo.megumi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 Fossil bone
 The Java man

 １．化石骨の年代測定学・年代判定学：化石骨試料に含有される少
量・微量元素を調べることにより、それらの年代測定または間接的
な相対年代判定を行う。 ２．ジャワ原人の編年および変遷史：イン
ドネシアのジャワ原人に関する遺跡の地質学的調査を行い、各種試
料の年代分析をすることにより、化石骨の編年を行う。またそれに
より、人類進化の様相を考察する。 ３．日本の旧石器時代の人類の
編年および変遷史：日本の旧石器時代の人類とされる化石骨につい
て、年代測定または年代判定を行い、それらの編年を行うことによ
り、日本列島の人類の由来について考察する。 ４．放射性炭素年代
測定における分析試料の前処理：化石骨試料の化学的処理について
再検討し、高精度な分析を目指す。 

 １．Dating of fossil bones；Measure contents of 
minor or trace elements contained in fossil bones 
to determine the absolute age or discriminate the 
fossil bearing layers. ２．Chronology and 
palaeoanthropology of the Indonesian fossil 
hominids；Examine the hist
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教育内容 / Educational Pursuits

 自然人類学   人体計測学  Physical anthropology   somatometry

研究計画

メッセージ
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今野　美智子氏名
KONNO Michiko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1974　東京大学）
物理化学、構造分子科学、構造生物学

konno.michiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 核酸　RNA
 アミノアシル化反応機構
 アミノアシル-tRNA 合成酵素
 タンパク質のフォールディング機構
 タンパク質の立体構造

 nucleic acid RNA
 aminoacylation reaction mechanism
 aminoacyl-tRNA synthetases

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

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 = 1 &#8211; 15), 
Bull. Ckem. Society of Japan, 83, 335-344 (2010)

 folding mechanism of protein
 three-dimensional structure of protein

 アミノアシル-tRNA 合成酵素は、アミノ酸とATPとtRNAからアミノ
アシル-tRNAを形成する反応を促進する酵素である。ピロホスファ
ターゼの存在下では、メチオニル-tRNA合成酵素(MetRS)上で、Met
とATPからサイクリックなチオラクトンが形成され、更にtRNAが存
在するとチオラクトンの生成反応が200倍促進されることが報告さ
れた。この反応機構を説明するため、今回解析したThermus 
thermophilus由来MetRSとMet-AMPアナログの複合体の立体構造を
基に、分子モデルを構築した。チオラクトン化反応の反応中間体に
おいてMet-AMPのMet基の側鎖のSがC＝O-O-PαのCを襲撃するの
で、明らかに側鎖は、サイクリックなコンフォメーションを持つ。
また、tRNAがこの反応を促進することから、C=Oの酸素とtRNAの
A76のリボースのOH基が水素結合を形成する配向をC=O-O-Pαは取
る。また、合成されたVal-AMPの15%がValRS上でtRNAに転移する
反応が起こらない報告から、Val-AMPは２つのフォームがあること
を、モデリングで説明することを進めた。

 Aminoacyl-tRNA synthetases facilitate 
aminoacylation reaction from amino acid, ATP 
and tRNA to aminoacyl-tRNA. It was reported 
that in the presence of the pyrophosphatase, 
cyclic thiolactone is formed from Met and ATP 
on methionyl-tRNA synthetase (MetRS)
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部の授業として今年度から化学専門授業として物理化学IIを受け
持った。例年担当する化学の専門授業、物理化学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I、IIを行った。大学院授業
として、蛋白質結晶学、構造生物化学を担当した。大学院後期課程
3年1名をフランスのストラスブルグ大学との学位論文共同指導協
定書に基づいて共同で指導し、本学の博士（理学）の学位とストラ
スブール大学の”Sciences de la vie et de la Sant&eacute;”の学位を取
得した。

 I had a lecture ‘physical chemistry II’ since this 
year. Every year, I had lectures of ‘physical 
chemistry IV’ and a lecture ‘special chemistry 
seminal II’. I guided an elementary chemistry 
experiment for second-years student and physical 
chemistry exper

研究計画

 アミノアシル-tRNA合成酵素は、アミノアシル化反応（amino acid +ATP+tRNA→aa-tRNA+AMP+PPi）を促進する。他
方、Biotin protein ligase (BPL)/ Biotin repressor protein (BirA)は、ビオチニル-CoAを形成する反応 (biotin+CoA+ATP→
biotinyl-CoA+AMP+PPi）を促進する。クラスIIに属するaaRSの触媒ドメインとBirAの触媒ドメインは、どちらも同じ逆平
行シートからなり、この2つの反応は、共通点の機構で起こると考えられる。他方、BirAは、ADPでもビオチニル-AMPを
経ずにビオチニル-CoAを形成し、MgとATPの割合が１：１の時BirAは反応性が高い。これらの構造を比較し、これらの
違いの機構について構造モデルを用いて分子科学的に説明し、最終的に、この2つの反応機構を明確にし、アミノアシル
化反応について1段階反応でも起こる可能性について検討する。また、クラスIIaのGlyRSとtRNAの複合体の結晶構造解析
から、他のクラスIIaの構造と比較し、モデリングを構築し、4種類の塩基（G,A,C,U）に対する共通の結合機構を見出す。

メッセージ

 21世紀に残された重要な問題　 １地球上に生命はどのようにして誕生したか　 ２地球温暖化問題 に若者よ挑戦しよう
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齋藤　悦子氏名
SAITO Etsuko

所属 大学院人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
 博士（学術）
 生活経済学/Household Economics 生活経営学/Family Resorce Management 企業文化論/Corporate Cult

 研究者キーワード / Keywords

 企業の社会的責任
 生活経営
 ジェンダー
 ディーセント・ワーク
 ワーク・ライフ・バランス

 Corporate Social Responsibility
 Family Resource Management
 Gender

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

（著書）「雇用と賃金に対する企業の社会的責任」伊藤セツ・伊藤純編『ジェンダーで学ぶ生活経済論』ミネルヴァ書房、pp.50-67.

（論文）「企業の社会的責任と生活経営学」『生活経営学研究』No.46、pp.35-43. 

（報告）「企業の社会的責任と生活経営」日本家政学会 第62回大会、2010年５月29日、広島大学 

 Decent Work
 Work Life Balance

 日本においてＣＳＲという考え方は経営戦略として用いられてい
る。その考え方は生活の質や人権問題を含むのであるが、そうした
生活問題には注意が払われてこなかった。私たちの関心は生活経営
学的視点によってＣＳＲと生活問題の関係性を考慮することであ
る。 第一に、生活問題としての雇用状況、賃金、生活時間（ワー
ク・ライフ・バランス）を明らかにした。第二に日本のＣＳＲに
とってワーク・ライフ・バランスが最も重要な問題であることを見
出した。最後にワーク･ライフ･バランス促進を実施しているＡ市の
例を示した。ワーク･ライフ･バランス政策はＡ市の企業と市民との
協力で実施されていた。 現段階で結論付けられたのは以下である。
（１）ＣＳＲは政府と市民社会に影響を及ぼした、（２）ＣＳＲが
公共政策の中で評価されることと市民が問題解決に参加することが
必要とされていた。 

 In Japan, the concept of Corporate Social 
Responsibility (CSR) has been employed as a 
business strategy. Although this concept 
incorporates quality of life and human rights 
issues, no attention has been given to such 
lifestyle issues in this country. Our
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

 (1)2009年度から取り組んできた「ディーセント・ワークと企業の社会的責任」研究（科学研究費）について、今年度が
最終年度なので生活経営学視点から生活者の生活ガバナンスの形成過程を明らかにする。 (2)「グローバル金融危機以降
におけるアジアの新興 /成熟経済社会とジェンダー」（研究代表者　足立眞理子）において日本企業実態調査を進める。 
(3)「男女共同参画に関する統計の調査研究」（国立女性教育会館）における担当分野「企業における男女共同参画」に
ついて、データ収集と分析を実施する。

メッセージ

 現在、私たちが直面している問題を生活経済学/生活経営学を通して検討することで、それらの問題解決にどのように関
わっていくことができるのかを一緒に考えてみたいと思います。
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榊原　洋一氏名
SAKAKIHARA Yoichi

所属 大学院人間文化創成科学研究科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
医学博士
小児科学、小児神経学、脳イメージング、発達障害
http://www.cf.ocha.ac.jp/ccae/index.html
yoichi1215@aol.com

 研究者キーワード / Keywords

 小児科学
 小児神経学
 発達障害
 生活の質
 

 Pediatrics
 Pediatric Neurology
 Developmental Disabilities

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

榊原洋一、子どもの動作発達のスタンダード、子どもと発育発達、7:218-223,2010

Sakakihara.Y Treatment of West Syndrome. Brain Dev 33:202-206, 2011

 Quality of Life
 

 現在の私の研究は、以下の４つのテーマに分けることができます。
 （１）発達障害の臨床研究 　自閉症、注意欠陥多動性障害、学習
障害の子どもたちへの医学的治療と教育方法の探究。特に教室にお
ける標準的な対応方法のマニュアル化に向けて、文部科学省科研費
による研究を開始しました。 （２）日本の発達障害児の現状に関す
る疫学的、社会医学的研究 　特に保育園、幼稚園、小学校における
発達障害児の現状と二次障害の疫学的研究。行為障害などの二次障
害の頻度と、治療効果について。 （３）生育環境が子どもの発達に
及ぼす影響 養育態度、生活習慣（睡眠、テレビ、食事）が子どもの
認知、言語、社会性の発達に及ぼす影響のコホート研究 （４）子ど
もの生活の質（QOL)の国際比較研究 　日本、中国、タイ、ベトナ
ムでの質問紙による子どものQOLの比較と、QOLに影響を与える要
因についての調査研究

 Current research subjects are as follow: 
(1)Clinical studies on developmental disabilities 
in Japan. I have just started to make a Japanese 
version of Pre-Referral Intervention Manual for 
children with developmental disabilities, 
(2)Epidemiological study
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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坂元　章氏名
SAKAMOTO Akira

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（社会学）
メディア心理学 Media Psychology
http://www.hss.ocha.ac.jp/psych/socpsy/sakamoto/
sakamoto.akira@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

坂元章（編）(2011, 3) メディアとパーソナリティ ナカニシヤ出版 全152ページ

Omi, R., Hattori, H., & Sakamoto, A. (2010). TV viewing and children's cognitive skills. Media Asia, 37(1), 42-53.

渋谷明子・坂元章・井堀宣子・湯川進太郎 (2010, 12) 子どものテレビゲーム接触への保護者の指導方法と効果 ─小学校高学年児童と
保護者を対象にしたパネル研究の分析から─ シミュレーション＆ゲーミング, 20(2), 47-57.

中島紗由理・坂元章 (2011, 3) メディアの違いがニュース記事の記憶に及ぼす影響 ?新聞とネットニュースの比較? 社会情報学研究, 
15(1), 65-76.

坂元章（監修） ＮＴＴドコモ・サービス（制作） (2010, 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 

 Video games
 The Intenet

 従来、「メディアと人との関わり」を研究課題としているが、
2010年度もそうした研究を進めるとともに、その成果を、論文や学
会発表などによって報告した。また、メディア心理学の研究者から
論文を集め、１冊の本を編集した。2010年度も、2009年度に引き
続き、日本学術振興会科学研究費補助金に基づくテレビ暴力シーン
の影響に関する研究と、三菱総合研究所と共同して進めているケー
タイ使用といじめに関する研究に力を入れた。共同研究者とともに
子どもに対する大規模な調査を実施した。この他、情報リテラシー
やメディア・リテラシー教育の教材の開発に協力するなどの仕事を
行った。

 My research interests are in relationships 
between media and people, and in the fiscal year 
of 2010, I have still conducted some studies on 
this issue and presented articles where their 
findings are reported with my coresearchers. In 
addition, I made a b
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教育内容 / Educational Pursuits

 従来、学部および大学院において、社会心理学に関する授業を担
当しており、その領域の研究、理論、方法などの指導を行ってい
る。卒業論文、修士論文、博士論文の研究においては、メディアに
関するテーマを持つ学生が多く、その分野の指導を行っている。例
えば、2010年度の卒業論文のテーマを挙げると「動画視聴におけ
るチャットの効果」であり、修士論文のテーマを挙げると、「報道
の客観性に関する内容分析」「子ども達のネットいじめ加害行動を
抑制する要因の検討」であった。また、2009年度に開発したメ
ディア分析法の授業を、2009年度に引き続き、協力者とともに実
践した。 

 I have some classes on the field of social 
psychology for graduate and undergraduate 
school students, and I have been teaching them 
its research, theories, methods, etc. In addition, 
most students belonging to my laboratory study 
issues on media to make 

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、「メディアと人間の発達」（学文社、坂元 章編、2003年）、「メ
ディアとパーソナリティ」（ナカニシヤ出版、坂元 章編、2011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、2004年）をご覧ください。 
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坂本　佳鶴恵氏名
SAKAMOTO Kazue

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
社会学修士（1984　東京大学）
社会学、特に社会意識・文化論および家族・女性に関する研究

sakamoto.kazue@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

コミュニケーション　
アイデンティティ
メディア
家族・ジェンダー

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

2011年　3月　「ファミリー・バイオレンスの特性をめぐってーー社会学の視点から」『刑法雑誌』第50巻　第3号P396-405

 2011年　3月「女性・男性雑誌とジェンダー規範、ファッション意識―首都圏男女への質問紙調査の分析」

１．ファミリー・バイオレンスが家族内であるために一般の暴力と
異なる特殊性について、刑法学会で研究発表し、また論文を発表し
た。２．首都圏でおこなった外見調査の結果を分析し、女性雑誌、
男性雑誌とジェンダー規範との関係や、ファッション意識とジェン
ダー規範との関係について検討、論文にまとめた。

182



教育内容 / Educational Pursuits

学部講義では、おもに社会的認識に関する理論、コミュニケー
ションに関する社会学の理論、メディア・文化論などの分析枠
組みをつうじて社会意識とその変容を分析する理論と方法を講
じ、ゼミでは、各自のテーマ発表と、前期は社会意識の分析、
後期は身近な文化事象の分析を学ぶことを目的とした。大学院
では、各自のテーマにもとづく個人発表を中心に議論をおこ
なった。 大学院では、各自のテーマ発表のほか、院生と話し
合って決めたテキストを議論した。フーコーの『監獄の誕
生』、ケネス・ガーゲン『あなたへの社会構成主義』を読み、
議論をおこなった。 学部では、各自のテーマ発表と、前期は身
近な文化事象の分析、後期は感情の社会学と良質な社会調査分
析を学ぶことを目的とした。ジョン・フィスク『抵抗の快
楽』、E.ホックシールド『管理された心』を読み、議論をおこ
なった。 大学院では、各自のテーマ発表のほか、院生と話し
合って決めたテキストを議論した。フーコーの『監獄の誕
生』、ケネス・ガーゲン『あなたへの社会構成主義』を読み、
議論をおこなった。 学部では、各自のテーマ発表と、前期は身
近な文化事象の分析、後期は感情の社会学と良質な社会調査分
析を学ぶことを目的とした。ジョン・フィスク『抵抗の快
楽』、E.ホックシールド『管理された心』を読み、議論をおこ
なった。 大学院では、各自のテーマ発表のほか、院生と話し
合って決めたテキストを議論した。フーコーの『監獄の誕
生』、ケネス・ガーゲン『あなたへの社会構成主義』を読み、

研究計画

日本の女性雑誌について、本にまとめる予定で執筆中。

メッセージ
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作田　正明氏名
SAKUTA Masaaki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
理学博士（1986　東北大学）
植物生理学（特に二次代謝、環境応答）
http://www012.upp.so-net.ne.jp/sakuta-lab/
sakuta.masaaki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 二次代謝
 フラボノイド合成
 プロアントシアニジン
 転写制御
 転写因子

 Secondary metabolism
 Flavonoid synthesis
 Proanthocyanidin

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Yoshida, K., Iwasaka, R., Shimada, N., Ayabe, S., Aoki, T. and Sakuta, M.　(2010) Transcriptional control of dihydroflavonol 4-reductase 
multigene family in Lotus japonicus. J. Plant Res. 123:801&#8211;805. 

Yoshida, K., Kume, N., Nakaya, Y., Yamagami, A., Nakano, T. and Sakuta, M. (2010) Comparative analysis of the triplicate 
proathocyanidin regulators in Lotus japonicus. Plant Cell Physiol. 51:912-922. 

Sakuta, M. and Ohmiya, A. (2011) Plant Pigments II: Betacyanins and Carotenoids. In Plant Metabolism and Biotechnology (Ashihara, H., 
Crozier, A. & Komamine, A. eds.) 343-372. Wiley 

ベタレイン生合成とその調節 フラボノイド　文一出版　印刷中

遺伝子発現の調節 フラボノイド　文一出版　印刷中

 Transcriptional control
 Transcription factor

 　植物ゲノムの特徴の一つとして、遺伝子の多重性が挙げられる。
マメ科植物ではフラボノイド合成に関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。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。LjTT2-aを過剰発現させ
た形質転換体を作製し解析を行った結果、この形質転換体は野生株
に較べプロアントシアニジン含量が高いことが明らかとなった。さ
らに、LjTT2-a、b、cの転写活性化能の違いは、MYBドメインの３
つのアミノ酸の違いによるものであることを明らかとした。

 Leguminous plants have many paralogous genes 
encoding enzymes in flavonoid biosynthetic 
pathway. Duplicated genes are predicted to 
contribute to production of various flavonoid 
compounds and creation of diversity of legumes. 
we characterized LjTT2a, b, a
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教育内容 / Educational Pursuits

 　2010年度は、大学院および学部において、それぞれ４つの授業
を行った。授業の内容としては、植物生理学、植物生化学といった
基礎生物学から代謝工学、遺伝子組換え植物といった応用生物学ま
での広い範囲を扱った。特に植物バイオテクノロジーに関しては、
その背景となる基礎研究を解説し、理解させることにより、学生に
基礎生物学研究の重要性を認識してもらうように努めた。　授業で
は、学生にわかりやすく、受講者全員が授業内容を理解できるよう
心がけた。また研究室では、博士課程前期５名、学部１名の学生の
研究指導を行った。

 In 2010, I conducted three classes in 
undergraduate and four classes in graduate 
courses. The course contents include both basic 
biology such as plant physiology or plant 
biochemistry and applied biology for instance 
metabolic engineering, GMO (gene modi

研究計画

 高等植物の二次代謝は、一次代謝より派生し、進化の過程において多様化したもの考えられている。本研究は、この進
化・多様性に関する古くからの仮説に対する分子レベルからの実証的研究である。この研究が契機となり、高等植物の二
次代謝が分子進化研究のための優れたモデルとして広く認知されることを期待している。また一方で、花色はバイオテク
ノロジーの格好のターゲットであり、本研究が新しい花色を持つ植物の創出に大きく寄与することが期待される。

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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笹倉　理子氏名
SASAKURA　Michiko

所属 情報基盤センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

アソシエイトフェロー
修士（理学）

sasakura.michiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 情報教育
 コンピュータ利用教育
 離散数学
 
 

 information education
 educational use of computer
 Discrete mathematics

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 
 

 コンピュータや情報端末の教育利用について研究しています。現在
は、特に電子教科書やiPad などの個人用携帯型情報端末を利用した
授業や学習携帯について興味を持ち研究をすすめています。

 I studied the educational use of computers and 
information terminals. I am interested in use of a 
personal portable information terminal in the 
classroom.
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教育内容 / Educational Pursuits

 【学部（教職）】 情報科教育法I 高等学校の教科『情報』の教員
免許状を取得するための授業です。授業の組み立て方や指導案のつ
くりかたを学び、実際の現場で授業をするための基礎を学習しま
す。 情報科教育法II 高等学校の教科『情報』の教員免許状を取得
するための授業です。授業の中で活用できるアプリケーションなど
の利用を実習し、指導法について考察します。

 

研究計画

メッセージ
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佐治 由美子氏名
SAJI Yumiko

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
修士(家政学、お茶の水女子大学、1982)
保育学

saji.yumiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 保育
 省察
 保育実践研究
 保育事例研究
 保育者養成

 Hoiku
 Reflection
 Action Research of Children's　Activities

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

・倉橋特集4〈インタビュー〉「生活を生活で生活へ」さながらの生活と教育、堀合文子・佐治由美子、幼児の教育109-4、フレーベ
ル館、pp12-19

・学内シンポジウム「保育者と協働して学生を育てる」を振り返って(1)、佐治由美子、幼児の教育109-5 お茶の水女子大学「幼・
保・大」連携保育研究の試み(41)、フレーベル館、pp58-63 学内シンポジウム「保育者と協働して学生を育てる」を振り返って(2)、
佐治由美子、幼児の教育109-6 お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(42)、フレーベル館、pp58-63 

・倉橋特集8〈論考〉「いきいきしさ」を保育体験から考える、佐治由美子、幼児の教育109-9、フレーベル館、pp20-25

・倉橋特集9〈解説〉水の流るるがごとく風のゆくがごとく、佐治由美子、幼児の教育109-10、フレーベル館、pp9-11

・創刊110年企画アーカイブズ集1 倉橋惣三の「省察」に学ぶ、佐治由美子、幼児の教育110-1、フレーベル館、pp14-53

 Case Study of Children's　Activities with Carer
 Nurturing Students for Childcarer

 平成22年度は、「乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構築
(ECCELL)」の初年度であった(特別研究経費事業として６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)との協働
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、学生の実習内
容の振り返りを複数名いる担当教員と共に丁寧に行った。 ・平成
20年度にスタートした附属学校園の連携研究に大学から関与する立
場として、「環境グループ」のオブザーバーの役を務めた(22年度
は最終年度)。 ・本学の院生を中心として、外部の学生や研究者、
保育実践者と共に、自主ゼミの形式でいくつかの研究を並行して
行った(保育土曜ゼミ、ドゥルーズ・ゼミ、ロジャーズ・ゼミ)。
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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
部の施設の協力を得て、子どもの生活を観察し、話し合い、記録す
る中で、履修者が子どもを知り、保育理解を進めることを目指す。
また、現場の保育者との話し合いも設定し、保育を実地に近いとこ
ろで学ぶ機会を重視する。平成22年度は、近年社会に拡がりを見
せている子育て支援施設に実習の場を拡大し、履修者の好評を得
た。 ・発達臨床特別実習? 　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、大学ではその履修者を一斉に集め定期的に
振り返りを行った。 ・保育内容 健康 　幼稚園教育要領における健
康領域を、子ども自ら関わる環境を保育者が構成していく際の視点
と捉え、保育者自身が環境を構成する一要素とするならば、保育者
の身体が子どもの前にどのように表されるかが大きな意味をもつこ
とになる。授業では、子どもの身体に応答する大人の身体につい
て、事例を通して考察した。

 

研究計画

メッセージ

 お茶の水女子大学には、日本最古の幼稚園である附属幼稚園と日本の国立大学初の附属保育所であるいずみナーサリー
が同じ敷地内にあります。大学キャンパス内で学生が日常的に子どもと行き交う場面があるだけでなく、希望すれば、保
育を専門としない学生でもボランティアとして保育に参加する機会がナーサリーによって保障されています。子どもの存
在を通して「子ども」という思想に触れ、人間についての学びへと開かれていくカリキュラムも用意されています。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、保育や教育の現場に就職しなくても、間接的にでも子ども大人
がと共生していく社会の実現に力を発揮される方が、この大学から巣立っていかれることを期待しています。
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貞許　礼子氏名
SADAMOTO Reiko

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
博士（工学）
高分子化学

http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/sadamoto/
sadamoto.reiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

～化学を使って新しい生体機能を開拓する～生合成経路を利用した
バクテリア細胞壁化学修飾 化学的手法を応用して、バクテリアなど
がもつ多様な生体機能を活かした機能性材料の開発研究を行ってい
ます。 たとえば、バクテリアの表面に糖鎖を化学結合させること
で、表面の接着性をコントロールすることができます。 遺伝子組み
換えによるバクテリア改変とは違った化学的な手法により、バクテ
リアの機能を活かしたままデバイス化できるような、化学と生物の
新たな融合技術を目指します。

Chemical Engineering of Bacteria through Cell-Wall 
Biosynthesis:  Our recent research has focused on the 
chemical modification of the bacterial cell wall via the 
biosynthetic route with possible applications to the 
development of functional bacteria; for example, 
bacteria that can be modified chemically to display 
artificial sugar moieties on the surface, thus affording 
unique adhesion properties. Based on this chemical 
approach, which differs from simple genetic 
modification, new technological innovations can be 
expected.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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佐野　浩子氏名
SANO Hiroko

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
博士（理学）
発生遺伝学

sano.hiroko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

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 (2010). 

 Gonad
 Adipose tissue

 ショウジョウバエの脂肪組織および生殖巣をモデルとして、器官形
成およびその機能を司る遺伝的および細胞学的基盤の解明を目指
す。

 Our research goal is to understand mechanisms 
of organ formation and their functions. I have 
been using Drosophila adipose tissue and gonad 
as a model system. With sophisticated fly 
genetics, I will uncover cellular and molecular 
mechanisms of how these 
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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。

メッセージ
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椎尾　一郎氏名
SIIO ITIRO

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
工学博士
ヒューマンインタフェース
http://www.siio.jp/
siio@acm.org

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

沖 真帆, 栗原 一貴, 塚田 浩二, 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 情報処理学会論文誌
 Vol. 52, No. 4, pp. 1586--1598 (Apr. 2011) ( http://siio.jp/projects/papers/ipsj2011-homeorgel.pdf )

中川 真紀，塚田 浩二，椎尾 一郎， ライフログを用いた遠隔美肌アドバイスシステム， 情報処理学会論文誌 Vol. 52, No. 4，pp. 1537-
1551 (Apr, 2011) ( http://siio.jp/projects/papers/ipsj2011-skincare.pdf )

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

椎尾一郎，Jim Rowan, Elizabeth Mynatt, "Digital Decor: 日用品コンピューティング " ヒューマンインタフェース学会論文誌, Vol. 5, No. 
3, pp. 323(11) - 330(18), Aug. 2003. ( http://siio.jp/projects/decor/HIS/decor.pdf ) 

Itiro Siio, Hitomi Tsujita, Mobile Interaction Using Paperweight Metaphor, Proceedings of the 19th Annual ACM Symposium on User 
Interface Software and Technology (UIST 2006), pp. 111--114, October 15-18, 2006, Montreux, Switzerland. ( 
http://siio.jp/projects/bunchin/p111-siio.pdf ) 

 Everyday Computing
 Computer mediated communication

 "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 
(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 (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 e
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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，使いやすいコンピュー
タを実現するための考え方を学ぶヒューマンコンピュータインタラ
クションの授業と，使いやすいコンピュータアプリケーションを開
発するためのマルチメディアプログラミングの授業を担当していま
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．

 I am teaching human computer interactions and 
multimedia programming development. In the 
laboratory, students are developing various 
ubiquitous computing applications for everyday 
life of the future.

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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Jesper Jansson氏名
JESPER JANSSON

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
Ph.D. in Computer Science, Lund University, Sweden, 2003.
Efficient graph algorithms with applications to Bioinformatics.

http://www.cf.ocha.ac.jp/acpro/jj/
jesper.jansson@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords
Graph theory
Combinatorial pattern matching

Phylogenetics

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

[Research paper] J. Jansson and Z. Peng. "Algorithms for Finding a Most Similar Subforest". Theory of Computing Systems, Vol. 48, Number 4, 
pp. 865-887, Springer-Verlag New York, 2011.

[Research paper] J. C. Clemente, J. Jansson, and G. Valiente. "Flexible taxonomic assignment of ambiguous sequencing reads". BMC 
Bioinformatics, Vol. 12, Article 8, BioMed Central Ltd., 2011.

[Research paper] Y. Asahiro, J. Jansson, E. Miyano, H. Ono, and K. Zenmyo. "Approximation Algorithms for the Graph Orientation Minimizing 
the Maximum Weighted Outdegree". Journal of Combinatorial Optimization, Vol. 22, Number 1, pp. 78-96, Springer Science+Business Media, 
LLC., 2011.

[Research paper] J. Jansson and W.-K. Sung. "Constructing the R* Consensus Tree of Two Trees in Subcubic Time". Proceedings of the 
Eighteenth Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2010), Lecture Notes in Computer Science Vol. 6346, pp. 573-584, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

[Research paper] J. Jansson, R. S. Lemence, and A. Lingas. "The Complexity of Inferring a Minimally Resolved Phylogenetic Supertree". 
Proceedings of the Tenth International Workshop on Algorithms in Bioinformatics (WABI 2010), Lecture Notes in Computer Science Vol. 
6293, pp. 262-273, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

Dynamic programming
NP-hardness

My research is about graph algorithms.  In short, I develop new 
mathematical theories and computational techniques for solving 
practically important problems that can be expressed elegantly 
using graphs and tree structures.  The goal is to design simple, 
efficient, and flexible methods that may be useful in many different 
situations.  I am especially interested in 
computational/combinatorial problems originating from the 
biological sciences, and I believe that this line of research will 
continue to grow in importance in the 21st century.  I worked on 
the following research topics during AC 2010: Combining a given 
set of rooted triplets into a phylogenetic supertree which keeps as 
much branching information as possible, the polynomial-time 
inapproximability of inferring a minimally resolved supertree and its 
connection to the chromatic number of a graph, how to construct 
the R* consensus tree of two given (rooted) trees efficiently, edge 
orientation to minimize the maximum weighted outdegree of an 
input undirected graph, periodic graph traversal by an oblivious 
agent, geometric network design, approximate pattern matching in 
node-labeled trees, algorithms for computing a smallest multi-
labeled phylogenetic tree, 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.  This resulted in several 
published papers together with researchers from famous 
universities in Japan and elsewhere.

I attended the following international refereed 
conferences to present my research: CPM 2010 in New 
York (U.S.A.) and ESA 2010 in Liverpool (U.K.).  
Furthermore, I was one of six invited plenary speakers 
at the 2010 MSP Annual Convention in Cebu City in 
May 2010, organized by the Mathematical Society of 
the Philippines (MSP), with about 350 mathematicians, 
university students, and high school teachers attending 
my talk.  During AC 2010, I also wrote three article 
summaries for American Mathematical Society (AMS)'s 
Mathematical Reviews (MR), refereed 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 a program committee member of 
one international conference: the Fifth International 
Conference on Language and Automata Theory and 
Applications (LATA 2011) in Tarragona (Spain).  My 
current Microsoft Academic Search ranking is #2 out of 
203 researchers from Ochanomizu University.
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教育内容 / Educational Pursuits

Lecturer at Ochanomizu University for the "Rigaku Souron" 
course (2010-12-06).  Lecturer at "The 3rd CompView Fall 
School on Algorithmic Bioinformatics", organized by Global COE: 
CompView at Tokyo Institute of Technology (2010-09-01).

研究計画

I wish to continue my current research projects as well as consider some new related topics.  For example, I have recently 
become interested in data compression and will work with Dr. Sadakane at National Institute of Informatics (NII) in Tokyo on 
a novel, promising type of data compression which we call "CRAM: Compressed Random Access Memory".  Basically, it allows 
a compressed file to be modified without decompressing the entire file.  In another project, Dr. Sung at National University of 
Singapore and I are going to create new algorithms for computing consensus trees for multi-labeled phylogenetic trees.  I 
expect to publish several good papers in international conferences and reputable journals, and to collaborate with 
researchers from many different countries.

メッセージ

A few projects for graduate students are available.  Please contact me if you are interested.
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SCHAEFER EDWARD 氏名
SCHAEFER EDWARD JAY

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
MA.1修士TESOL1982 カルフォルニア大学ロサンジェルス校大学院応用言語学科
英語教授法／Teaching English as a Foreign Language.Second Language Acquisition.Applied Linguistics.

shaefer.edward@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 Second Language Writing
 Many-Facet Rasch Analysis
 Rater Bias in Second Language Writing Assess
 
 

 Second Language Writing
 Many-Facet Rasch Analysis
 Rater Bias in Second Language Writing Assess

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Teacher motivation: The missing link in motivational studies Published in I published a paper called "Teacher motivation: The missing 
link in motivational studies in お茶の水女子大学英文学会『研究報告』第一次審査結果.

 
 

 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 am supervising a visiting 
scholar from Iran on his doctoral dissertation, and we gave a joint 
presentation at the JALT Pan-SIG conference held in Matsumoto in 
May 2011. I was an anonymous reviewer for one paper submitted 
to the journal "Language Testing". I also served on three 
dissertation defense committees at Temple University, Japan 
campus. I published a paper called "Teacher Motivation: The 
Missing Link in ESL Motivational Studies" in お茶の水女子大学英文
学会『研究報告』第一次審査結果.
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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 three Master's students and one 
Chinese research student. I also carry a full 
teaching load, helping b

研究計画

 I will help organize a panel discussion at the annual JALT conference on behalf of the Testing and Evaluation SIG in 
November 2011. 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. I will co-author a paper on 
rater effects using three different types of rater on a writing assessment of Iranian university students, with a visiting 
scholar from Iran. At some point, I would also like to create a corpus of learner English, utilizing graduation theses written 
by Ochanomizu University English majors.

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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柴坂　寿子氏名
SHIBASAKA Hisako

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
理学博士（1988　京都大学）
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）
http://www.develop.ocha.ac.jp/
shibasaka.hisako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 幼稚園児
 仲間集団
 仲間関係
 仲間文化
 

 preschoolers
 peer group
 peer relationship

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

柴坂寿子・倉持清美（２０１０） 幼稚園クラス集団における乗り物遊びの開始過程 日本質的心理学会第7回大会発表論文集、87

 peer culture
 

 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。こ
のクラス集団で繰り返された乗り物遊びを取り上げて、その開始に
至るまでの過程をビデオ資料、フィールドノート等を元に分析し、
仲間文化の開始過程を考察した。結果を日本質的心理学会第7回大
会にて発表した。  第二に、公立幼稚園において、2010年度入園の
クラス集団のフィールドワークを行い、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）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
地知子講師と共同で行った。   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。「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。「子ども行動観察法特論」及び「子ども行動観察法演
習」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」を担当し、また、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、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。  第六に、非常勤講師として、家庭裁判所調査官養成
課程研修「子どもの行動観察」の講義を担当した。

 

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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柴 眞理子氏名
Shiba Mariko

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（学術）（お茶の水女子大学1996）/Ph.D
舞踊学・舞踊教育学/ Dance Research and Dance Education

shiba.mariko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 舞踊運動の体感
 感性的コミュニケーション
 身体表現
 舞踊行動時の脳活動
 光トポグラフィー

 bodily sensation of dance movement
 KANSEI communication
 bodily expression

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

舞踊行動の体感に関する日韓比較　　　“表現文化研究　第10巻第2号　2010年度　 神戸大学表現文化研究会　pp. 235-245. 2011.3. 
　Japan-South Korea comparative experiments about the bodily sensation of dance behavior （柴眞理子・南貞鍋・猪崎弥生・李世珍・
小堀結香・高田装子・中川由香子） 

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　　2010.10. 第３章　歩行指導による女子大学生の歩行改善　　pp.22-
35. (阿久津孝枝・小堀結香・佐藤文音・高田装子・中川由佳子・岡千春) 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２年度 

舞踊のイメージトレーニングのし易さとNIRSによる脳機能計測の関連 第13回日本光脳機能イメージング研究会　2010.7. （柴眞理
子・渡辺英寿・岡千春・阿久津孝枝・佐藤文音・小堀結香・高田装子・中川由香子） 第13回日本光脳機能イメージング研究会抄録集
　p25. 

舞踊鑑賞における脳活動?舞踊専攻生と非専攻生の比較から? 第13回日本光脳機能イメージング研究会　2010.7. （岡千春・柴眞理
子・渡辺英寿・阿久津孝枝・佐藤文音・小堀結香・高田装子・中川由香子） 　　　　第13回日本光脳機能イメージング研究会抄録集
　p22. 

 brain function measurement of dance behavior
 NIRS

 2010年度は、?お茶大の舞踊専攻生と共にソウルへ出張し、韓国芸
術総合学校において、両大学の舞踊専攻生を被験者に「舞踊行動の
体感に関する日韓比較」に関する実験を実施し、同国人と踊る時と
異国人と踊る時の体感について考察した。?脳科学者の協力を得
て、舞踊のイメージトレーニングの条件（音楽の有無、身体のゆれ
の有無など）を変えて、それぞれの条件時の被験者の脳活動を光ト
ポグラフィーで捉え、舞踊のイメージトレーニングの特性について
の考察を行った。?女子学生の歩行指導について、舞踊の身体の使
い方から導きだしたポイントになる指導言語による指導と手引き指
導を行い、その効果について検証した。
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部教育：舞踊教育学コースの専門科目「舞踊学概論」「臨床舞
踊論実験演習」を担当。前者では舞踊の歴史を中心に講義を行い、
後者では体感に関する実験、文献講読、グループ討議の発表などを
通して、人間の存在を表現する舞踊の構造、またそのような構造を
有する舞踊の教育的価値やセラピューティックな価値についての学
生の理解が深まった。また教職科目の「幼小体育実技（舞踊教育法
実習初等教育）」では、身体表現の指導力とは何かを理解し、指導
力を身につけるために、数人のグループに分かれて言葉かけの実習
に力を入れた。また毎時間の授業記録を求めた。その結果、授業記
録から、自らが創って踊る力を指導にどのように生かしていけばよ
いのかを考える態度が養われていることがうかがわれた。 大学院
教育：ゼミの院生は大学院前期課程6名、後期課程3名であった。
各学生の研究テーマに沿った指導を行い、平成22年度は2名が修士
論文を提出、1名が博士論文を提出して博士の学位を取得した。 

 

研究計画

 １、韓国芸術総合学校（国立大学）舞踊学部の南教授と2008年度から「創造的身体表現活動による態度変容と異文化理
解ー文化に固有な舞踊運動の体感を通して」というテーマで共同研究を実施している。それと同時に、両大学の卒業公演
で、お互いに作品を出し合うことを始めている。将来的にも舞踊実践とその実践も基づく研究を共同で進めていきたいと
考える。 ２、自己理解・他者理解としての舞踊の特質を、体感・鏡像・場といった概念によって考察し、そこから舞踊
教育、ダンスセラピーなどの指導における臨床的な舞踊の実践的研究を内容とした著書を執筆する。 ３、工学者と共同
で、舞踊における身体知、及び歩行にに関する実験を継続している。 ４、脳科学者との舞踊と脳科学に関する共同研究
は3年を経過し、光トポグラフィーはどのような舞踊活動時の脳活動の特徴をどのように捉えることができるかが少しず
つ明らかになってきている。今後は、実験計画を充分に練り上げ、脳科学者との共同研究を推進したい。

メッセージ

 本学の舞踊教育学コースは、日本の国立大学法人で舞踊教育学を専門に学ぶことのできる唯一のコースです。舞踊に関
する様々な知識と舞踊実技をバランスよく学びます。舞踊に対する知識が、舞踊創作や鑑賞の力を養い、また自らの舞踊
経験が、舞踊に対する学問的なまなざしを拓きます。 受験生はきっと「上手くなりたい」という強い思いをもっている
と思います。しかし、上手くなるには創る技術・踊る技術だけを追うのではなく、「なぜ、上手くなりたいのか」「上手
くなるとはどういうことなのか」という疑問を持つことが大切です。そのことを考えていくプロセスは、自分自身の向上
のみならず、将来、指導者として指導する際の手がかりを得ていく過程でもあります。 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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嶌田　智氏名
SHIMADA Satoshi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士(理学)2000年
植物系統進化学/Plant Phylogeny & Evolution
http://bios.cc.ocha.ac.jp/Shimada/member/figs/framepage8.html
shimada.satoshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 海洋植物
 進化
 
 
 

 Marine Plants
 Evolution
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Satoshi Shimada, Moe Nagano, Masanori Hiraoka, Kensuke Ichihara, Frederic Minerur & Wenrong Zhu. 2010. Phylogeographic analysis 
of the genus Ulva (Ulvales, Chlorophyta), including bloom sample in Qingdao, China. Coastal Marine Science 34(1): 117&#8211;122.

 
 

 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150万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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清水　徹郎氏名
SHIMIZU Tetsuro

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
文学修士
英語・英文学・演劇

shimizu.tetsuro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「マーロウの牧歌と16世紀のギリシア詞華集」（口頭発表）日本英文学会第82回大会（神戸大学、2011年5月）。同要旨、『第82回
大会Proceedings』50?52頁。

 英国初期近代の詩人における古典文学受容の研究。 英国初期近代
における祝祭とドラマ・詩の研究。

 The Reception of Classical Literature in Early 
Modern English Drama and Poetry. The Relation 
of Festivity, Drama and Poetry in Early Modern 
England
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教育内容 / Educational Pursuits

 さまざまな授業 個別指導 卒業論文指導 研究指導 進路アドヴァイ
スなど

 Various lectures and seminars, tutorial, BA thesis 
supervision, academic and career counseling, etc. 

研究計画

メッセージ

 高等学校でしっかりと基礎学力を、大学では学問と夢を。
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SCHWARTZ LAURE氏名
LAURE SCHWARTZ

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（文学）

schwartz.laure@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 日本美術史　
 仏教　
 欧米における日本学　
 極東美術コレクション
 博物館学

 Japanese Art History
 Buddhism
 Western Japanology

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「日本の建築空間と庭園?明治から20世紀初頭にかけての欧米におけるその受容と普及?」(第12回国際日本学シンポジウム　セッシヨ
ンIIセッション趣旨) お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター年報第7号 

「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 (第11回国際日本学シンポジウム　セッシヨンII　セッション趣旨) お
茶の水女子大学比較日本学教育研究センター年報第6号 

 Eastern Asian Art Collection
 Museology

 以下の二つのテーマに基づいて研究を行った。 A)ヨーロッパにお
ける日本美術史学の誕生と発展に関する研究 ガストン・ミジョンと
ルーヴル美術館における最初の日本美術コレクションの展示に関す
るこれまでの研究を踏まえ、世界美術史における日本の再評価とい
う観点からジョルジュ・サールの果たした役割についての新たな研
究を始めた。サールと、当時の多くのアーティストらとの関係を明
らかにしながら、多くがまだ未刊の資料を分析することで、ヨー
ロッパにおける極東美術研究やその展示に関するサールの考え方、
また芸術の位置づけの世界的な向上と博物館学の発展という点から
見た彼の鋭い洞察力への理解につながった。 B)日本仏教美術及びイ
コノグラフィー研究 平安時代の仏画の傑作、「応徳涅槃図」
（1086年制作）に関する研究の延長として、ま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]）の一環として、日本仏教美術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。

 As previous years, parallel to my activities 
within the Center of Japanese Comparative 
Studies, my researches have been oriented in the 
two following main directions; A) Researches on 
the origin and the development of the Japanese 
art history in West In 
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教育内容 / Educational Pursuits

 講義：昨年度は、日本の美術作品や美術書のコレクションを所蔵
するヨーロッパの主要な図書館を、歴史的、比較研究的な観点から
捉えることを目標とした。ヨーロッパにおける古今の資料や情報網
を紹介しながら、テキストや視覚資料の分析を通して、コレクショ
ンやその所蔵美術館・図書館の歴史、変遷、内容をたどり、ヨー
ロッパ文化における日本の位置やイメージを時代の流れと共に見て
いった。これらのコレクションやその所蔵施設を、その創設から現
在までの発展に至るまで、歴史的背景の中に捉えなおし、またそれ
らと西洋文化との関連にも目を向けながら、日本と西洋の文化交流
の拠り所となってきた思想や功績を残した多くの研究者、思想家、
コレクター、日本文化愛好家、アーティストらの軌跡や彼らの役割
を振り返った。今回は特にフランス国立図書館、フランス国立極東
学院、ギメ美術館を取り上げた。 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、引き続
きアーネスト・フェノロサの思想と功績に焦点を当てた。 

 Course:This year our course has aimed to 
present, from an historical and comparative 
perspective, the main french libraries preserving 
collections of works and publications relative to 
Japan. Exploring past and current networks and 
information sources li

研究計画

 ジョルジュ・サール研究の一環として、フランスあるいは広く欧米における極東美術の受容と解釈の実態を明らかにす
る資料（展覧会カタログ、新聞記事、刊行案内書など）の調査を中心に、西洋における日本美術への眼差しとその研究史
についての研究を続けていく。サールが、まずルーヴル美術館に独立した極東美術部門を設立し、次いで改修したギメ美
術館にこれを移管させるに至った理由を分析し、そしてこの極東美術コレクションの移設で、サールはいかにしてエミー
ル・ギメやガストン・ミジョンといった先人らの理想や思想を守りながら、東洋美術をはじめとする世界中の美術の中
で、日本美術への新しい理解を促していったかを探っていく。 また、日本仏教美術に関する研究では、兜率天の表現と
欧米における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。　   ジョルジュ・サールが、まず
ルーヴル美術館に独立した極東美術部門を設立し、次いで改修したギメ美術館にこれを移管させるに至った理由を分析
し、そしてこの極東美術コレクションの移設で、サールはいかにしてギメやミジョンといった先人らの理想や思想を守り
ながら、東洋美術をはじめとする世界中の美術の中で、日本美術への新しい理解を促していったかを探っていく。 ま
た、日本仏教美術に関する研究では、兜率天の表現と欧米における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 /フランス国立図書館/ブレーズ・パスカル大学との共同プロジェクトなど (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 : 国際日本学（本学の新たな構
築の試み） 

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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申　琪榮氏名
SHIN Kiyong

所属 大学院人間文化創成科学研究科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（政治学）／ Ph D
比較政治学、ジェンダーと政治、フェミニズム理論

http://www.dc.ocha.ac.jp/gender/sigs/professor/shin.html
shin.kiyoung@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

日韓比較
ジェンダーと政治
ジェンダー主流化
女性運動
市民社会

Comparative Politics
Gender and Politics

Gender Mainstreaming

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Shin Ki-young, 2011, "The Women's Movements," Alisa Gaunder ed. The Routledge Handbook of Japanese Politics, pp. 175-186, apanese 
Politics, Routledge

Shin, Ki-young, 2010, "Risk and the Emergence of New Subpolitics in Japan," Raymond K.H. Chan et al. eds. Risk and Public Policy in East Asia, 
Routledge, pp. 205-218

Shin, Ki-young, "Mainstreaming Gender in Japan," Delivered at the Annual Meeting of American Political Science Association (2010, Sept. 2-5), 
Washington D.C.

申琪榮, 2011年3月11日No.838「韓国はこうして戸籍を廃止した」 『週刊金曜日』

申琪榮、2010年9月No.690巻頭言　「日本の家族法改正への期待」　『We Learn』

Women's Movements
Civil Society

現在行っている研究は、日本における「政権交代と社会運動の変
容」（特に民法改正運動に焦点を当てて）、「韓国のジェンダー主
流化のためのナショナル・マシーナリの役割」、「韓国の生命保険
市場における女性労働とジェンダー」、「ジェンダークォター」、
「ジェンダー・格差センシティブなワーク・ライル・バランス」な
どがある。

Topics of recent research includes "Change of 
Government and the Transformation of Social 
Movements in Japan", "Gender Quota and National 
Machinery for Mainstreaming Gender in Korea", "Work-
Life Balance Policies."
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教育内容 / Educational Pursuits

フェミニズム理論の争点、比較ジェンダー論、ジェンダー基礎
論、開発ジェンダー特論、ジェンダーと政治など。

FeministTheory, Comparative Gender Studies, 
Introduction to Gender Studies, Special Issues in 
Development and Gender

研究計画

メッセージ

社会の諸問題をジェンダー、政治、開発、Globalizationなどの視点から説いて行くことに関心のある学部生、院生ならだれ
でも歓迎します。
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菅本　晶夫氏名
SUGAMOTO Akio

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1978　東京大学）
素粒子論

http://sofia.phys.ocha.ac.jp/sugamotolab/homej.htm
sugamoto@phys.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

ゲージ理論と弦・膜理論の双対性
バリオン生成
CPの破れ
ダークマター
重力波の検出

Duality between gauge theories and string and membrane theories
Baryogenesis

CP violation

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Ratchet Model of Baryogenesis.  By Tatsu Takeuchi, Azusa Minamizaki, Akio Sugamoto.  [arXiv:1008.4515] VT-IPNAS-10-13 (Aug 2010) 7p.

Dark Matter
Detection of gravitational waves

宇宙のバリオン数生成に関する新しい機構を、生体分子モーターの
機構であるラチェット模型を応用して提案した。これは南崎梓（現
東京大学広報室研究員）と竹内建（バージニア工科大学）との共同
研究である。モーターの回転に相当するものは、粒子数が場の位相
の時間微分に相当することから、場の位相角の一方向への回転が、
粒子数、即ちバリオン数の生成をもたらすことになる。一方向への
安定した回転を導くためには、ラチェット模型のように、のこぎり
歯の形をしたポテンシャルと、エネルギーの周期的な供給が必要で
ある。

A new mechanism of baryotenesis is proposed referring 
to the rachet model of biomolecular motors.  This work 
was done in collaboration with Azusa Minamizaki 
(research fellow of public relations in U. of Tokyo) and 
Tatsu TakeRotation of motor corresponds to that of  of 
the phase of the field in a fixed direction, since the time 
derivative of the phase represents the particle number 
or the baryon number.  To obtain the stable motion in 
the fixed direction, the potential with the shape of saw 
ahd the periodic supply of energies are required which 
was experienced in the rachet model.
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教育内容 / Educational Pursuits

２００９年度には江尻悠美子と鈴木理恵子が修士論文を作成し
たが、菅本はこの修士論文作成に対する支援を行った。江尻は
2015年に打ち上げが予定されている人工衛星に搭載する重力波
観測装置の前哨機種である「DECIGO Pathfinder」に関して、干
渉計の鏡を周りと接触させずに制御する方法を開発した。鈴木
は同じ「DECIGO Pathfinder」の装置全体の設計を担当し、種々
のパラメターに関する要求値を得ることができた。又菅本は４
名学生の卒業研究として、ブルックヘブン国立研究所(BNL)の衝
突器RHICによる金の原子核の衝突によるクォーク・グルオンプ
ラズマ(QGP)の生成に関する、理論と観測を指導した。

In 2009 Yumiko Ejiri and Rieko Suzuki wrote master 
theses and Sugamoto helped them.  Ejiri developed a 
non-contact control method for the mirrors in the 
interferometer of the gravitational wave detector of 
DECIGO Pathfinder which is scheduled to be launched in 
space in 2015.  Suzuki designed the wave detector itself 
and obtained the required values for various 
parameters.  Sugamoto also supervised four 
undergraduate students who studied theory and 
observation of the formation of quark gluon plasma 
(QGP) which is produced by the collision of gold nuclei 
in the RHIC detector at Brookhaven National Laboratory 
(BNL) in USA.

研究計画

メッセージ
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菅原　ますみ氏名
SUGAWARA MASUMI

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
1990年7月文学博士（東京都立大学大学院人文科学研究科・心理学）取得
発達心理学、発達精神病理学

sugawara.masumi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

『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 
Restructuring the "Gap Widening Society", 57-65, 2010.9.

「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.

 
 

 2010 年度には以下の研究を実施した： １）Child Care Qualityに関
する就学前の縦断調査・・家庭および保育施設での養育の質が子ど
もの心身の発達に及ぼす影響についての2010年度7回目の追跡調査
を完了した。２）グローバルCOE子どものQOLと社会的格差に関す
る縦断的研究・・・グローバルCOEの領域融合型研究として、幼児
期の国際比較研究と思春期の国内学校調査を実施した。３）メディ
アと子どもの発達・・・ＮＨＫとの共同研究で8回�ﾚの8歳時点調
査を完了した。４）妊娠・出産・子育てに関する追跡調査（2歳時
点）をベネッセコーポレーションとともに実施した。 

 The following longitudinal research projects 
were conducted in 2010. １）Study on Child 
Care Quality: The purpose of this study is to find 
out the effects of the quality of care provided at 
home and child care centers on children’s 
physical and psychologic
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部教育：1年次基礎演習（理論）で臨床領域を担当した。2年
次・3年次の心理学基礎教育では、実験・演習を通じて発達心理学
および臨床心理学の基礎的技法の修得をめざした。4年次では卒論
ゼミでは、子ども期の心理的適応と環境要因との関連に関する様々
心理学的アプローチの実際について研究指導をおこなった。 大学
院教育：発達精神病理学の基礎に関する基本英文テキストを講読す
るとともに、演習および個別の研究指導によって具体的研究方法論
の指導をおこなった。修士論文・博士論文の指導では、家族関係と
子どもの発達に関する広範囲な発達精神病理学的研究の実際につい
て指導をおこなっている。

 Undergraduate students: In “Kiso-zemi” for 
freshman, the major theme was “family”. Studies 
on family from various academic fields such as 
psychology, sociology, education, behavioral 
genetics, and comparative ethology were 
discussed during the class, and

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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杉田　孝夫氏名
SUGITA Takao

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1978　東京教育大学）
政治学、西洋政治思想史、
http://www.soc.ocha.ac.jp/sugita/%90%99%93c%83g%83b%83v%83y%81%5B%83W
sugita.takao@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

(翻訳） 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」(III 完)『生活社会科学研究』第17号,2010年11月, 101頁
-117頁. 

(学会シンポジウム報告） 「啓蒙思潮とドイツ観念論期の政治思想?共和制をめぐる言説に着目して?」日本ヘーゲル学会第12回研究大
会シンポジウム「啓蒙からの流れの中でのヘーゲル」での提題, 2010年12月25日, 新潟大学 

(研究セミナー招待講演） 「バイザー「啓蒙・革命・ロマン主義」を読む」大陸自由主義研究会/科学研究費研究会第3回講演セミナー,
 2011年1月8日,関西学院大学 

（書評） 「公共哲学」論の問題提起に対して『法の哲学』のアクチュアリティを対置　?近代社会を構成する「家族」「市民社会」
「国家」の概念枠組みを再検証する?」(福吉勝男『現代の公共哲学とヘーゲル』（未来社,2010年）)『図書新聞』第2985号,2010年10
月9日. 

 Kant, Fichte, Hegel
 Family and Civil Society

 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
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部講義「生活政治学I」「生活政治学II」では、第2学年を主対象
に、現代デモクラシーの主体である生活者市民にとって必要な政治
学の基礎理論を講義した。 学部演習「生活政治学演習I」「生活政
治学演習II」では、 ジャン・ジャック・ルソー『学問芸術論』『人
間不平等起源論』『政治経済論』『社会契約論』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「公法」の部分を逐語的に講読した。

 I lecture on Scope and Theory of Political 
Science, and on the foundation of Modern Civil 
Society and Family., and run two seminar. One is 
for the Theory of Civil Society( in undergraduate 
senior course) and another for intellectual history 
of Europe( in

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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杉野　勇氏名
SUGINO Isamu

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
社会学修士(1992, 東京大学)
理論社会学，法社会学，社会調査
http://www.catnet.ne.jp/sugino/sugino_ws.htm
sugino.isamu@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 社会調査法
 民事紛争
 
 
 

 Social Survey Method
 Civil Dispute
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

轟亮・杉野勇（編）, 2010.4.10, 『入門・社会調査法??2ステップで基礎から学ぶ』, 京都: 法律文化社. 235pages.

松村良之・村山眞維（編）, 2010.9.28, 『現代日本の紛争処理と民事司法1　法意識と紛争行動』, 東京: 東京大学出版会, 280 pages. 
（分担執筆pp. 119&#8211;140「第6章 紛争へと発展させる要因は何か??相手方との接触と問題類型を中心に」, 171&#8211;189
「第9章 裁判所への関わりとその規定要因」濱野亮・杉野勇・村山眞維）

日本社会学会編集委員会（編）, 2010.06.30, 『社会学事典』, 東京: 丸善. （項目執筆 pp. 392&#8211;393.）

 
 

 [2010年度]民事紛争処理実態調査研究の成果を纏め、『現代日本の
紛争処理と民事司法1　法意識と紛争行動』（東京大学出版会）と
して公刊した。また、社会調査方法論・社会統計学についての教科
書『入門・社会調査法』（法律文化社）を公刊した。その後は、社
会統計学に関わる書籍の企画を進めている。
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教育内容 / Educational Pursuits

 2010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）を参照しつつ、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、ライフストーリー研究、ジェン
ダーに関わる英米の実証研究、また社会構築主義的なクレイム研
究、教育についての歴史社会学的研究などを取り上げて集中的に学
習と討論を行った。また文化社会学についての演習も臨時で三分の
一ほど担当した。 大学院の演習では、近年の"Mixed Method"の立
場からのResearch Designのテクスト、Qualitative Data Analysis 
Softwareの基礎になっている質的データのハンドリングについての
テクスト、そして質的調査の二次分析のテクストを取り上げ、社会
科学の方法論について学習と批判的検討を行った。 博士後期課程
院生向け演習では、質的社会調査の方法論について集中的な学習を

 

研究計画

 1)2010年度に実施した、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のデータ分析を進める、2) 社会統計学
或いは計量分析・多変量解析の教授法についての研究を行う。3)2009年に実施したお茶の水女子大学卒業生・修了生調
査のデータ分析を再開する。

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、言い換えれば社会科学的方法論・認識
論について考える事の意義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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杉山　進氏名
SUGIYAMA Susumu

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
体育学修士（東京教育大学)
体育学、特にスポーツ哲学とスポーツ社会学

sugiyama.susumu@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 大学体育
 スポーツ哲学
 スポーツ教育学
 身体知
 身体技能

 Physical Education in University
 Sport Philosophy
 Sport Education

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

設置基準後の大学体育

 Wisdom of Body
 Motor Skill

 1981年の大学大綱化以降の旧一般体育科目がどのようにかわって
いるかを様々なデータを用いて解説したものです。特に全国大学体
育連合加盟校を対象として調査データを主としている。 そうした中
で、以下のよう二まとめている。 1.多くの大学で大綱化以降も依然
として体育実技を必修あるいは選択の差はあるが開講しており、.授
業の必修は実技が半数以上と依然として多くの大学で実施されてい
る。その種目も多様化している。 2. 講義の必修は3、4割と減って
きているが、授業形式では演習等の統合型が、内容においては多岐
に渡っている。 3. 教員組織はおいては分属が相当数あり、3人に1
人は人事補充がされない状況がみられる。 4. 大学体育においても、
教養教育としての授業科目としてだけでなく、初年次教育として、
学内にとどまらず社会貢献活動をも含めた、新しい専門課程を抱え
た活動へと個性化、多様化してきた。　 5. 課外活動への支援活動に
おいても多様化傾向がみられる 6. FD活動（研修会・自己点検）が
大学体育の新たな一領域となった 
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教育内容 / Educational Pursuits

 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。特に体育での教育内容を身体知から構築することを構想している。

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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鈴木　恵美子氏名
SUZUKI Emiko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
農学博士/Doctor of Agriculture（1989 東京大学）
栄養学/Nutrition、生化学/Biochemistry

http://www.food.ocha.ac.jp/
suzuki.emiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

アスコルビン酸
酸化ストレス
ジカルボニル化合物
アクリルアミド
拘束ストレス

Ascorbic acid
Oxidative　stress

Dicarbonyl compound

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

"M.Asumi, T.Yamaguchi, K.Saito, S.Kodama, H.Miyazawa, H.Matsui, E.Suzuki, H.Fukuda, H.Sone , Are serum cholesterol levels associated with 
silent brain infarcts? : The Seiryo Clinic Study Atherosclerosis, 210(2), 674-677 (2010) "

9.9食事摂取基準,　p416-417(9．ビタミンC, ビタミン総合辞典,　ビタミン学会編集,　朝倉書店　2010年)

Acrylamide
 

ビタミンC（アスコルビン酸）は生体内の有効な抗酸化剤で、酸化
ストレスを低減化させると考えられる。その体内動態を明らかにす
ることは、アスコルビン酸の効力を評価するために必要と考え研究
を行っている。アスコルビン酸の体内動態に関する詳細な研究は少
なく、アスコルビン酸の輸送担体発現に対する酸化ストレスの影響
を調べた。さらに、アスコルビン酸の体内作用を総合的に評価する
ために、アスコルビン酸の酸化生成物である2,3-ジケトグロン酸の
生体への影響を調べた。アクリルアミド生成量低減化に関する研究
も行った。

Vitamin C (ascorbic acid: AsA) is an effective 
antioxidant in the body, and it is considered to reduce 
the oxidative stress.  The bioavailability of AsA is 
related closely to the behavior and distribution 
mechanism of AsA in vivo. It is necessary to get more 
information on the behavior and distribution 
mechanism of AsA in vivo, in order to know the 
bioavailability of AsA.　The study on the effect of the 
2,3-diketoglonic acid (DKG ) was done.　The study on 
the decrease of acrylamide formation was done.
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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」「ライフス
テージ栄養学」「ライフスタイル栄養学」「応用栄養学実習」
である。このうち基礎的なものは「生化学」で、より専門的な
領域のものは「ライフステージ栄養学」「ライフスタイル栄養
学」「応用栄養学実習」である。「生化学」では、人体の構造
や機能を理解する上で必要な基礎的な知識を習得させることを
目的に行っている。「ライフステージ栄養学」では人の加齢に
よる身体的変化を、「ライフスタイル栄養学」では人を取り巻
く環境因子や生活習慣の違いが身体に及ぼす影響を理解し、そ
の栄養状態の変化を理解することを目的にしている。　「応用
栄養学実習」は基本的な身体計測や栄養状態を評価するための
生理・生化学的検査を行っている。 　大学院の「生体制御学特
論」を開講した。 "

"Biochemistry" is basic subjects. "Human nutrition in the 
life style",  "Human nutrition in the life stage" and 
"Practice in advanced nutrition" are special ones. 
In "Biochemistry", the structures and functions of 
carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids are 
taught.  In "Chemistry, General Experiments ", the 
general use of laboratory instruments, such as pipette 
and burette, is explained,  and preparation of reagent 
solutions and the like, is also taught. 
In "Practice in advanced nutrition",  the effects of  
several environmental factors and the difference of life 
style on the body and the proper nutrient intake are 
taught.  
In "Practice in advanced nutrition", physical 
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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鈴木　禎宏氏名
SUZUKI Sadahiro

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士号（学術）(2002年　東京大学)
比較日本文化論/比較文学比較文化、生活造形論
http://www.aesthe.ocha.ac.jp/~hp/suzuki/
suzuki.sadahiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 counter-Industrial Revol

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

鈴木禎宏「展覧会評　『「白樺」誕生100年　白樺派の愛した美術』展」、『ジャポニスム研究』30号（2010年）102-106頁。 

 British Studio Crafts Movement
 

 専門分野： 比較日本文化論/比較文学比較文化、生活造形論 主な研
究課題： １　二〇世紀イギリスの工芸（Studio Potteryを中心に） 
２　近現代日本の工芸（民芸運動ほか） ３　その他日本とヨーロッ
パを軸とする比較文化論（例えば、昭和初期の日本における「世
界」観など） 

 My research subjects so far are as follows: (1) 
Aspects of “Art for Life’s Sake” in Modern and 
Contemporary Japanese Cultural Scenes; (2) The 
History of the British Studio Craft Movement 
(mainly in the field of ceramics); and (3) A 
Mental Map of the Mode
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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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曽根　保子氏名
SONE Yasuko

所属 生活環境教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
 学術博士/Ph.D. in Nutrition (2007年 お茶の水女子大学)
 分子栄養学/基礎予防栄養学 Molecular Nutrition/Preventive Nutrition

 研究者キーワード / Keywords

 抗酸化ビタミン
 活性酸素
 生活習慣病
 遺伝子発現解析
 脂質代謝

 antioxidant vitamin
 reactive oxygen species
 metabolic syndrome

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Antioxidant/anti-inflammatory activities and total phenolic content of extracts obtained from plants grown in Vietnam. Yasuko SONE, 
Joon-Kwan MOON, Truong Tuyet MAI, Nghiem Nguyet THU, Eri ASANO, Keiko YAMAGUCHI, Yuzuru OTSUKA, Takayuki SHIBAMOTO. 
Journal of the Science of Food and Agriculture. 2011. In press.

Effect of oxygen concentration on the expression of antioxidant gene in HepG2. Yasuko SONE, Yasuko KUDO, Rieko OBA, Yuzuru 
OTSUKA. Biosci.Biotechnol.Biochem. Jun 7; 74(6):1267-70, 2010.

Association with Lifestyle Factor, Polymorphisms in Adiponectin, Perilipin and Hormone Sensitive Lipase, and Clinical Markers in 
Japanese Male. Yasuko SONE, Keiko YAMAGUCHI, Aya FUJIWARA, Toshimi KIDO, Kazuo KAWAHARA, Asako ISHIWAKI, Kazuo KONDO, 
yutaka MORITA, Noriko TOMINAGA, Yuzuru OTSUKA. JNSV. Apr; 56(2):123-31, 2010.

「RNAi法による酸化ストレス応答遺伝子ノックダウンによる細胞増殖の影響」○曽根保子、宮倉 玲子、大塚 譲、『日本家政学会大
会』、No. 62､広島､2010年5月

「ヒト膵臓癌由来細胞株（MIA paca2）からインスリン分泌細胞への分化誘導法の検討」、○高橋美鶴、木村悠季、Mai Tuyet 
Truong、山口敬子、曽根保子、大塚 譲『日本分子生物学会』No.33、神戸、2010年12月

 analysis of gene expression
 lipid metabolism

 　主に疾患予防の観点から、動物、細胞、タンパク質・遺伝子レベ
ルで、栄養素による体内調節のメカニズムを科学的に明らかにする
ことを研究課題とし、疾患予防と健康増進を図るために有効な科学
的根拠の蓄積を目指す。 【これまでの主な研究テーマ】 1)アスコ
ルビン酸の体内動態に関する研究 2)免疫細胞分化制御に対する酸化
ストレスの影響 3)脂質代謝関連遺伝子多型と臨床指標との関連性 4)
生体内酸化ストレス防御機構の解明 5)食用植物の生理活性の特定お
よび分離精製

 My study is to investigate the effect of nutrients 
on mechanism in vivo regulation for prevention 
of disease, at the level of an individual, cell and 
molecule. My main research interests are as 
follows. 1) Effect of vitamin C intake on the 
disposition in
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教育内容 / Educational Pursuits

 現在、「食」に関連して必要とされ「髀﨣」ﾍ、栄養学的側面のみ
にとどまらず、生活習慣、文化、安全性、その他の環境問題などと
かかわり非常に多様化してきている。一部では、検証されないまま
昔から一般に言われてきたことや科学的根拠のない情報が利用され
ている場面も散見される。このような状況のなかで国民の健康維
持・増進を目指し、「食」に関して正しい情報を発信することは重
要な課題のひとつである。 　そこで、科学的根拠を体系的に構築
するとともに新たな学問体系をつくり、情報を有効に発信・伝達で
きる高度な専門化を育成することが必要であると考え、受身の立場
での知識習得を促すだけではなく、自ら主体的に研究課題を探索
し、課題解決に取り組む場を提供するよう心がけ、授業・研究補助
を実施している。 【担当授業】 「食物栄養学科」 　■ 食物栄養
学基礎演習 「SHOKUIKUプログラム」 　■ 食のサイエンス 　■ 
食育研究コロキアム 　■ 食をめぐる環境論

 It is necessary that we deal with the issues about 
diets to maintain our health. It covers a lot of 
ground, ex. nutrient, culture, safeness, life-style 
and food environment. A new revelation about 
these issues results in the prevention for various 
disord

研究計画

 　各種疾患発症リスクの低減には、生活習慣の中でも、とりわけ摂取栄養素（食物）が大きな要因の一つである。これ
までにも様々な食物が疾患の発症や老化の予防につながるという報告が数多くなされているが、食物由来の栄養素による
疾患予防効果は、集団や民族間において異なる､或いは、基盤となる科学的根拠に差があるなど、生活習慣病をはじめと
する各種疾患の発症リスクの低減効果や老化抑制効果についての評価にバラツキが大きい。これに対し、栄養素による各
種疾患予防効果を正確に評価するためには、遺伝型に即した食習慣の改善が期待されるほか、その改善効果の量的・質的
程度をより具体的に評価するための指針を明らかにする必要がある。これらの基礎知見となる科学的根拠の蓄積を抗酸化
ビタミン、脂肪酸などをターゲットととして行う。 下記のテーマについて重点的に取り組む。 1) 脂質代謝関連遺伝子の
一遺伝子多型と脂質代謝プロファイルとの関連解析 2) ビタミンCの体内輸送機構の解明 3) 抗酸化ビタミンの生理機能の
解明 ※ 共同研究の可能性 有

メッセージ

 　主に疾患予防の観点から、栄養素による体内調節のメカニズムを明らかにすることを研究課題としています。そし
て、疾患予防と健康増進を図るためにより有効な栄養摂取の仕方を科学的に明らかにしていきたいと思っています。栄養
学分野の科学的根拠を蓄積し、それに基づいた情報を正しく発信できる専門家がお茶の水女子大学からたくさん巣立って
くれるよう願っています。
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高﨑　みどり氏名
TAKASAKI Midori

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士／Master of Arts
日本語

takasaki.midori@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

・〔論文〕「インターテクスチュアリティの海に漂う“乙姫”表象」『世界をつなぐことば』三元社 285頁?300頁 

・〔論文〕「文体の異性装」『文学』11?4　岩波書店 38頁?51頁

・〔共編〕『文章・談話ガイドブック』ひつじ書房　380頁

・〔共編〕『三省堂　現代新国語辞典』第４版編集委員　三省堂　

・〔シンポジウム報告〕第47回表現学会全国大会シンポジウム「女と書き物?女が読む・女が書く・女を描く」『表現研究』92号　表
現学会　3頁?5頁

 Japanese language and gender
 

 ・「古典文学作品におけるテクスト談話研究・」（平成22・23・
24年度科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号22520459　高
崎みどり研究代表））のプロジェクトを、若手研究者・院生ととも
にすすめている。 ・新常用漢字表公布に伴い、編集委員として『現
代新国語辞典』（三省堂）第4版の編集作業を行った。 ・第47回表
現学会全国大会の会場校を引き受け、大会実行委員長を務めた。ま
た同大会において、シンポジウム「女と書き物?女が読む・女が書
く・女を描く」のコーディネータ?および司会を務めた。 ・客員研
究員との共同研究をすすめた。お茶の水女子大学比較文化教育研究
センター　共同研究プロジェクト「英語・日本語における食べ物に
対する感覚評価と文化的アイデンテティ」関連公開講演　ミネソタ
大学ポリーザトラウスキー教授「言語・非言語行動からみる感情・
評価」コーディネート・司会 

 ・I study "The discourse and text analysis of 
Japanese classic works" under the support of 
Grant- in-Aid for Scientific Research for JFY 
2010 ,2011 and 2012 as the Principal 
Investigator. .・I joined the editing work of a 
Japanese dictionary "Gendai Shin-k
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教育内容 / Educational Pursuits

 【学部教育】 ・学部では日本語構造論演習、日本語学基礎演習、
ＬA日本語論の授業を行った。 【大学院教育】 ・大学院教育では
日本語表現分析論および演習を修士課程および博士課程の学生に対
して行った。 ・日本語学をテーマとする修士論文作成の指導を２
名の学生に対して行った。日本語学をテーマとする博士論文準備ゼ
ミを３名の学生に対して行った。 ・比較日本学教育研究センター
主催のコンソーシアム（12/13-14）を院生とともに準備、発表、
討議などに参加した。 ・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 

 【Under graduate Course】 ・Introduction to 
studies in Japanese linguistics ・ Introductory 
seminar ・Seminar of Japanese text /discourse 
analysis ・Lecture on Japanese idiolect and 
literary 【Graduate Course】 ・Methodology of 
study of text /discourse analysis ・

研究計画

 ・文学作品のテクスト分析と談話分析を引き続き研究していく。

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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高島　元洋氏名
TAKASHIMA Motohiro

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（文学）（1993　東京大学）
日本倫理思想史・倫理学

takashima.motohiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 倫理学
 日本倫理思想史
 
 
 

 ethics
 history of Japanese ethical thought
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

日本儒教之多様性（翻訳：張可佳）、台湾・政治大學『政大中文学報』半年間［第十期］、2010月6月、PP25-38、2010年6月

提言「中等における発達の段階を踏まえた道徳教育の推進」文部科学省教育課程課編集 『中等教育資料』（平成23年2月号）第897号
ぎょうせいpp.12-15、2011年 2月 

講演「日本儒教の多様性」、お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」プログラム　
第5回　国際日本学コンソーシアムー「日本」とは何か　日本文化部会　、2010年12月13日

講演「北区環境大学　一般向け講座」、お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケ?ションセンター、2011年2月2日

 
 

 日本思想を極東の特殊な思想として理解するのではなく、これを手
掛かりとして人間の普遍的な倫理そのものを考察する｡主とする専
門領域は、江戸時代の思想・文化、特に儒教であるが、古代（神
道）・中世（仏教）をも視野に入れながら日本思想全体を概観して
研究する。また現代の倫理の問題（人倫＝人間関係）に関しても、
特に超越的な存在（神・仏・天など）や他界の観点を考慮しつつ、
心（理性）に対する身体（感情）の問題として再考する。 　A個別
研究（モノグラフ）としては、１儒教関係、２儒教以外の研究（仏
教・武士道・演劇など）、３道徳教育関係があり、またB方法論の
分野の研究もある。 
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教育内容 / Educational Pursuits

 学生に対する教育内容は、主として「講義」と「ゼミ」である。
「講義」は教員が中心となる授業であり、「ゼミ」においては学生
が中心となってレポートをする。教育の意図は、学生の主体的な問
題意識を育成するということであるが、「講義」の現状においてそ
の趣旨はよく理解されており、「ゼミ」においても活溌な議論がな
されていることから、期待どおりに機能していると判断している。

 

研究計画

 日本思想は、インド・中国など外来思想の強い影響を受け、独自なものは少ないと思われているが、実際はきわめて洗
練された多様な内容を含み、西洋思想にも匹敵する普遍性を持っている。今日海外との文化交流は、能・歌舞伎・茶道だ
けではなく文学・演劇・美術など高度に専門的な学問分野においても活発である。海外の研究者との共同研究を進めなが
ら、日本思想が特殊であるとする誤解を是正し、正確な思想・文化を発信する必要がある。

メッセージ

 授業においては、テキスト（資料）を正確に読みとる訓練と相互の討論をとおして、資料の意味、著者が何を考えてい
たかを時間をかけて考えたい。膨大な情報の中から、いかにして正確なものを選択するか、いかにして自身の行為に結び
付けていくかの練習をする。
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鷹野　景子氏名
TAKANO Keiko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1988　大阪市立大学）/ PhD in Science
理論化学、量子化学、計算化学
http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/keiko.htm
takano.keiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

K. Takano, N. Koga, T. Matsushita, K. Hashimoto, H. Hosoya, H. Matsuzawa, U. Nagashima, T. Nishikawa, H. Wasada, S. Yamabe, M. 
Tachikawa, M. Hada,Bull. Chem. Soc. Jpn., 83, 660-666 (2010) A Hybrid Data Base: Quantum Chemistry Literature Data Base II - New 
Concept and New Methodology - 

M. Kayanuma, H. Hosoi, A. Furuya, Y. Masuda, and K. Takano, Chem. Phys. Lett., 494, 139-143 (2010) Ab Initio Molecular Orbital 
Study of Dinitrobenzene Radical Anions 

Y. Mori, K. Takano, J. Photochem. Photobiol. A, Chemistry, 219, 278-284 (2011) Reaction mechanism of di-pi-methane rearrangement 
of 4-phenyl-4H-pyran: A CASSCF/MRMP2 study 

 intermolecular interaction
 glycoscience

 量子化学的手法をベースに、分子や化学反応のシミュレーション計
算を行っている。実験科学に対す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・有機分子・
生体系の認識部位など多岐に渡る。ここでは、糖鎖科学分野におけ
る研究について述べる。 生体内におけるタンパク質（アミノ酸）と
基質（糖鎖）との相互作用を解析するために、ドッキンモデルの構
築と、分子動力学シミュレーションおよびフラグメント分子軌道法
による相互作用解析を行った。ウイルスの糖鎖と抗体におけるアミ
ノ酸残基との間の相互作用の大きさや相互作用の性質を解析した。

 Our ultimate goal is to understand and predict 
properties of molecules, characteristics of 
chemical bonding, mechanisms of chemical 
reactions, and molecular interactions from the 
viewpoint of quantum chemistry. There are many 
kinds of complicated intermo
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教育内容 / Educational Pursuits

 理学部全体と化学科、および大学院理学専攻における教育活動に
従事した。 全学共通科目の「基礎化学Ｂ」のほかに、化学科の専
門科目を複数担当した。「化学特別ゼミI」コンピュータケミスト
リの入門として、水分子やアンモニア分子の量子化学計算の実習。
 「物理化学I」量子化学の基礎的内容。 「計算化学」「量子化学」
量子化学計算の実践的講義（計算機実習を含む）。 「専門化学実
験Ｉ」および「基本化学実験III」における物理化学分野の実験を担
当し、物理化学の重要概念を修得させることを意図した実験に従事
した。 「特別研究」卒業研究生（2010年度は2名）の研究指導。 
大学院前期課程理学専攻の科目としては、「理論化学特論」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4名、博士後期課程複
合領域科学専攻1名）の研究・論文指導。修士論文審査において
は、副査2件を務めた。

 The classes I provided for undergraduate 
students are as follows: "Basic Chemistry B," 
"Physical Chemistry I" "Computational Chemistry" 
"Quantum Chemistry" "Lab Course of Physical 
Chemistry." Those for graduate students are as 
follows: "Advanced Theoreri

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、ウイルス表面糖鎖と抗体との相互作用の解析 （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）金属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と結合特性に関する研究 （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（2）原子クラスターの幾何学構造と
結合性の系統的解析

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、現在では、
化学のあらゆる分野の研究に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」の前半で、原子・分子に関する概念の導入を行い、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、国際的視野で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。本学の支援をおおいに活用して、力を伸ばしてほしいと願っています。
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鷹野　光行氏名
TAKANO Mitsuyuki

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1974年　東京大学）
考古学・博物館学

takano.mitsuyuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 博物館学
 日本考古学
 
 
 

 museology
 Japanese　archaeology
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『博物館学特論』2010年5月　慶友社　単著

『博物館で学ぶ』2010年9月　同成社　監訳

『新編博物館概論』2011年3月　同成社　編著

「学芸員養成の充実方策について」博物館研究45巻12号 日本博物館協会　2010年12月

「平成24年度からの学芸員養成に関する科目の授業計画案」お茶の水女子大学博物館実習報告　第26号　2011年1月　お茶の水女子
大学学芸員課程

 
 

 文部科学省社会教育課において検討を続けている「博物館の設置お
よび運営に関する基準」の策定について関わり、博物館の望ましい
在り方についての研究を進めた。 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21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。 [大学院]1.博物
館教育論：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。 2.文化マネージメント論演習：大学歴史資料館を
利用して「たてものが語るお茶の水女子大学」と題する展示会を実
施した。受講者によって企画・展示作業・撤収まですべて行った。

 

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。 学芸員養成の充実のための教科書作成などを行っていく。

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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高濱　裕子氏名
TAKAHAMA Yuko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（人文科学）（2000お茶の水女子大学）
生涯発達心理学・保育学

takahama.yuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

学術論文 加藤美帆・高濱裕子・酒井朗・本山方子・天ヶ瀬正博 幼稚園・保育所・小学校連携の課題とは何か お茶の水女子大学人文科
学研究，第７巻，87-98

学会発表 濱家徳子・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 日
本心理学会第74回大会　大阪大学 

学会発表 高濱裕子・氏家達夫・二宮克美・柴山真琴・坂上裕子・福元真由美・高辻千恵・島義弘・濱家徳子 葛藤処理方略の文化差の
発生過程（７）：日本，韓国，中国の親子の葛藤場面の分析 日本発達心理学会第22回大会，東京学芸大学 

学会発表 江村綾野・高濱裕子・本山方子 ３歳から就学期までの環境移行と社会化プロセス（５）：幼稚園・保育所で子どもの学ぶこ
とを，幼稚園・保育所の保育者と小学校教員はどのように認知しているのか 日本発達心理学会第22回大会，東京学芸大学

 Cross-sectional study
 Longitudinal stady

 「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した。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。2010年度は、2008年度および2009年度に収集
した縦断データの分析をおこなった。対象者は、日本、中国および
韓国における４歳児のコホートと６歳児のコホートそれぞれ50名で
あった。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。年齢差や文化差が析出されており、それらを統一的に
説明する理論枠組みを引き続き検討した。  「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った。(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

 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 
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教育内容 / Educational Pursuits

 大学院博士前期課程では、「親子関係論特論」、「親子関係論演
習」、「外書講読」などを担当した。 大学院博士後期課程では、
「親行動発達支援演習」を担当した。 「親子関係論特論」（前
期）では、親子関係を研究する際に援用されることの多い「愛着理
論」、「家族システム理論」などを取りあげ、その理論の生まれた
背景や関連する理論などを紹介した。さらに『縦断研究の挑戦：発
達を理解するために』（三宅和夫・高橋惠子編著、金子書房）をテ
キストとして使用し、講読・討論を進めた。「親子関係論演習」
（後期）では、"Handbook of Parenting" Vol.3をテキストとして使
用した。 これらのテキストのもつ魅力が受講生の意欲を一層高
め、毎回議論が活発であったこと、深化したことを特記しておきた
い。   学部教育では、前期に「生涯発達講義講読」、「人間関係
学」、「児童学概論」を担当した。後期には「発達過程論」を担当
した。 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、
発達の相互影響性、互恵性に気づくことになった。 

 Graduate education : I took up the attachment 
theory and the family system theory, and 
outlined the background where those theories 
arose and the relating theory. Moreover, I valued 
the selection of the textbook, and used the book 
about the longitudinal 

研究計画

 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実施した。横断データと縦断データの知見を積み重ね、文化と発達の関係をさらに検討したい。   三
世代（祖父母、父母、子ども）を射程に入れた世代継承性についての研究を計画している。世代継承性はエリクソンによ
る概念であり、養護性や養育性とも密接に関連するが、実子の有無を超えた文化・芸術などの継承をも含めて検討した
い。先行研究を概観すると、二世代をカバーする研究はかなりおこなわれているが、三世代はあまり検討されていない。
血縁距離や居住距離と、社会資源の授受、資源の流れを検討することによって、現代の日本で展開されている三世代の交
流の実情を明らかにしたい。

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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篁　倫子氏名
TAKAMURA Tomoko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
1980年8月 ＭＡ文学修士（米国インディアナ州立ボール大学大学院）MA, Ball State Univercity
臨床心理学、発達障害臨床、特別支援教育

takamura.tomoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

発達障害
親のメンタルヘルス
養育格差
養育格差 ハイリスク児

developmental disabilities
parental mental health

Child Care Environments and Inequity

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

篁　倫子（2010） 　ＬＤＩ－Ｒ、松原達哉（代編）カウンセリング実践ハンドブック、第２章教育カウンセリングの理論と実際、丸善、
pp268-269、2011.1

富永亜由美、篁倫子、原仁（2010） 発達障害のある２歳児への早期療育の有用性、お茶の水女子大学心理臨床相談センター紀要、Vol.12:1-
8

high-risk babies

研究１について　－　ＬＤ、ＡＤＨＤ，高機能広汎性等の発達障害
の子どもの母親・父親のメンタルヘルス（ＱＯＬ）の特徴と子ども
のＱＯＬとの関連、支援リソースの利用とその意味との関連を量的
および質的に館的に明らかにしていき、今後の親支援のあり方を提
案する。

The study on the mental health(QOL) of parents 
(mothers and fathers) of children with developmental 
disabilities in relation with the children's QOL and 
support resources.  The research was implemented by 
means of both qualitative and quantative analysis.
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教育内容 / Educational Pursuits

「障害」の理解、発達障害の心理的支援の在り方を臨床心理学
視点から考える。その他、子どもの心と体との相互作用の現れ
としての症状の理解と治療。

研究計画

研究２において養育格差の国際比較を行った。研究１と研究２の結果をもとに、発達障害の子どもの養育環境についての実
態把握を進め、親のメンタルヘルスとの関連から検討していく研究へとつなげる予定である。

メッセージ
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瀧田　修一氏名
TAKITA Shuichi

所属 特任リサーチフェロー
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

リサーチフェロー
博士（経済学）
教育開発、教育経済学、国際協力

takita.shuichi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 教育開発
 社会開発
 国際協力
 
 

 Education Development
 Social Development
 International Cooperation Studies

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Takita, Shuichi（2010）「Structural Changes of Higher Education in Transitional Economies in LDCs」『PROCEEDINGS SELECTED 
PAPERS 』No. 09: Ochanomizu University pp.27-35.

Takita, Shuichi（2010）「The Growth of Manufacturing Sectors in Less Developed Countries for Human Development」
『PROCEEDINGS SELECTED PAPERS 』No. 09: Ochanomizu University pp.45-55.

 
 

 開発途上国における教育開発  Education Development in Developing countries
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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舘　かおる氏名
TACHI Kaoru

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1975　お茶の水女子大学）
女性学・ジェンダー研究（Women''s Studies/Gender Studies)
http://www.igs.ocha.ac.jp/
tachi.kaoru@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

舘かおる編『女性とたばこの文化誌―ジェンダー規範と表象』2011年3月　世織書房　総頁数　578頁

舘かおる「歴史分析概念としての『ジェンダー』『思想』1036号　岩波書店　224-234頁2010年8月

Yoshifumi Masunaga, Naoko Oyama, Chiemi Watanabe, Kazunari Ito, Kaoru Tachi, and Yoichi Miyama, "SERPWatcher: A Sophisticated 
SERP Miner for Social Change Discovery,"Proceedings of International Symposium on Social Intelligence and Networking (SIN-10) in 
conjunction with The Second IEEE International Conference on Social Computing (SocialCom2010), pp.465-472, August 22, 2010, 
Minneapolis, Minnesota, USA.
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

「出口なおー男霊女体の女性教祖」総合女性史研究会編『朝日選書865　時代を生きた女たち　新・日本女性通史』　朝日新聞出版
　336-338頁　2010年4月

World　Wide Web
Educatioｎ

１．ジェンダー概念が多様な学問分野に広まっていく中で、ジョー
ン・スコットの提起に立ち返り、「平等と差異」、「セクシュアリ
ティ」の問題を取り上げ、「歴史分析概念としての『ジェン
ダー』」という論考をまとめた。 ２．ジェンダー規範と制度の連関
に関する研究の一事例として長年取り組んできた、「女性とたば
こ」の研究をまとめ、単行本として刊行した。 ３．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」の研究としてSERPWatcherの実相に取り組
んできた成果をまとめ、ジェンダー研究の方法論ツールとしての有
効性の研究を継続した。 ４．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」の研究調査を継続した。　　　 ５．学内
科研で、「アジア・太平洋地域のジェンダーに考慮した人間開発に
関する研究ー政治、経済、社会領域を中心にー」のテーマで、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＞主催の研究会、シンポジウムを開
催し、大学院教育の充実に寄与した。「国際社会ジェンダー論」履
修の一環とした公開シンポジウム「女性と国際協力：国際組織の
ジェンダー主流化の未来を考える」、UNDP専門員による「人間開
発計画におけるジェンダー主流化」、「ジェンダー統計」の専門家
による授業をコーディネートした。また、アジア工科大学院大学へ
の派遣と受け入れ研修を担った。 ２．＜授業、論文研究指導＞
は、＜学部＞生活科学部共通科目「ジェンダー論」、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。論文指導では、修士論文「性器中心的セク
シュアリティの相対化に向けて」の主査、博士論文「中絶権をめぐ
る法的議論の転換－身体の再概念化に向けて－」及び「地方議会に
おける女性の政治参加－神奈川県におけるリクルートメント過程を
中心に」の主査、「国際結婚における日本人女性配偶者とシティズ
ンシップの政治―1980年代から90年代半ばまでの「国際結婚を考
える会」の活動を事例として」、「生活記録サークルの実証的研究
-1950年代女性繊維労働者における書くことの集団的実践と自己形
成-」、「戦前期における小学校女性教員の＜職業と家庭の両立＞
問題に関する歴史的研究」の副査を務めた。また、論文博士号
「The Ideology of Japanese Women's Language: Historical 
Discourse Analysis」の副査も担当した。

研究計画

第１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きたが、さら
に地方社会における産業形態と女性たちの仕事意識との関係をジェンダー分析していく。 第２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するが、
新たに科学研究費が採択されたことから、東アジアと日本国内産業の連関のジェンダー分析も開始する。 第３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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田中　琢三氏名
TANAKA Takuzo

所属 大学院人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
 文学修士/MA（1998年3月 東京大学） 文学博士/Ph.D.（2005年3月 パリ第4大学）
 フランス文学/French literature

tanaka.takuzo@ocha.ad.jp

 研究者キーワード / Keywords

 フランス小説
 フランス語教育
 
 
 

 French novel
 Education of French language
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

（単著） 「ジュール・ユレのアンケートにおける世代の問題?19世紀末の小説の状況に関する一考察」,『日本フランス語フランス文
学会関東支部論集』, 日本フランス語フランス文学会関東支部, 第19号, 2010年12月, pp. 143-155. （共著） 「フランス語文法の能動
的な学習のために?穴埋め式教科書を用いた教育実践」,『仏語仏文学研究』，東京大学仏語仏文学研究会，第41号, 2011年1月, pp. 
139-147. 

 
 

 1. 19世紀末のフランスにおける小説の状況についての研究 2. フラ
ンス語初級文法の新しい教育方法の開発

 1．Research on the situation of the novel on 
France in the end of 19th century 2．
Development of the French education method
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部 1．中級程度のフランス語の読解、聞き取りの教授 2．演習形
式でフランス語の小説を購読 3．ヨーロッパ文化に関する講義 4．
卒論指導 大学院 1．演習形式でフランス語の小説を購読 2．小説論
に関する講義

 

研究計画

 1. 近代フランスにおける文学と政治の相互的影響関係の考察 2. 日本におけるフランス文学の受容に関する研究 

メッセージ

 大学は思考力、判断力、そして何よりも主体的な生き方を身につける場所です。できるだけ多くのことを学んで、多角
的な視野を養いましょう。
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棚谷　綾氏名
TANATANI Aya

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（薬学）
超分子化学、創薬化学、構造有機化学

http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/labos/tanataniHP/index.html
tanatani.aya@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Katagiri, K.; Furuyama, T.; Masu, H.; Kato, T.; Matsumura, M.; Uchiyama, M.; Tanatani, A.; Tominaga, M.; Kagechika, H.; Yamaguchi, K.; 
Azumaya, I.  Calix[3]amide-based anion receptors: High affinity for fluoride ions and twisted binding model.  Suplamolecular Chemistry 2011, 
23, 125-130.

Kakuta, H.; Azumaya, I.; Masu, H.; Matsumura, M.; Yamaguchi, K.; Kagechika, H.; Tanatani, A.  Cyclic-tri(N-methyl-meta-benzamide)s: 
Substituent Effect on the Bowl-shaped Conformation in the Crystal and Solution States.  Tetrahedron 2010, 66, 8254-8260.

棚谷　綾「芳香族アミドの立体特性と動的立体制御～機能性芳香族化合物構築の鍵構造として～」生命化学研究レター 2010 February 
(No.32), 21-26.

Drug Discovery
Nuclear Receptor

本研究室では、分子やその集合体の立体特性や動的制御に基づいた
機能性分子の創製を行っている。有機化学を基盤に、材料科学や医
薬化学への展開をはかっており、主な研究内容は以下の２項目から
なる。 １．アミド結合の立体特性を活かした機能性芳香族分子構
築：芳香族N-メチル化アミド類がシス型を優先するという立体特性
をもとに、芳香族多層構造やらせん構造、環状構造を構築し、その
機能を解析している。また、外的刺激に応じて立体構造を変化させ
る分子スイッチの創製へと展開している。 ２．核内受容体を分子標
的とした医薬化学研究：核内受容体は脂溶性ホルモンや活性型ビタ
ミンの機能を担う生体内分子で、がんや生活習慣病などの難治性疾
患の治療薬開発の重要な分子標的である。アンドロゲン、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。

Novel unique molecules in the field of materials 
sciences and medicinal chemistry are developed. Based 
on our finding about the conformational properties of 
aromatic amides and related functional groups, we 
develop aromatic molecules with unique three-
dimensional structure and dynamic behaviors, such as 
aromatic multi-layered and helical molecules. Further, 
the molecules whose conformation is changed by the 
environmental stimuli are designed, and synthesized. In 
the field medicinal chemistry, we develop the novel 
specific ligands for nuclear receptors, such as 
androgen, progesterone, and vitamin D receptors, and 
elucidate their biological functions.
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教育内容 / Educational Pursuits

学部：「有機化学II」「一般化学実験」
大学院：「反応化学特論」

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、環状構造といった立体構造の構築と動
的挙動の制御、ならびに、環境応答型分子スイッチなどの開発を中心に、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。

メッセージ
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棚橋　訓氏名
TANAHASHI Satoshi

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1984年3月、慶應義塾大学）／M.A. in History, Keio University, 1984. 
文化人類学、社会人類学、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／Soc

tanahashi.satoshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

棚橋　訓、「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.

棚橋　訓、「非婚の選択?ポリネシアのクック諸島マオリ流」、椎野若菜（編）『「シングル」で生きる?人類学者のフィールドか
ら』、東京：御茶の水書房、pp.155-167.

Satoshi Tanahashi,“Erasion, Forgetting and Re-articulations,”Session 31: Japan and the Pacific Islands: Former Legacies and New 
Articulations, the Fourteenth Asian Studies Conference Japan, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, 
June 20, 2010.

Satoshi Tanahahsi, “Ochanomizu University and Gender Education: A Case Study Conerning its Past, Present and Future,”Session 2-2: 
Dialogues on Gender and Sexuality Education at University, Asian Gender Dialogues: Education on Gender and Sexuality in Asia, The 
Center for Gender Studies, International Christian University, Mitaka, Tokyo, November 21, 2010.

 Gender and Sexuality Studies
 Cultural Landscape Studies

 2010年度は科学研究費補助金の研究分担者として「サンゴ礁?人間
共生系の景観史」(新学術領域研究（研究領域提案型）の１件、環境
省地球環境研究総合推進費(全球システム変動分野)の研究分担者と
して「環礁上に成立する小島嶼国の地形変化と水資源変化に対する
適応策に関する研究」の１件、計２件の資金を得て、マーシャル諸
島、ツバル、キリバス、八重山諸島石垣島に関する調査研究を実施
した。また、東京外国語大学アジアアフリカ言語文化研究所、国立
民族学博物館の共同研究員として２件の共同研究に携わった。

 During the academic year of 2010, I conducted 
researches on Marshall Islands, Tuvalu, Kiribati 
and Ishigaki of Yaeyama Islands with JSPS and 
Japanese Ministry of Environment grants. 
Research topics under the grants were as 
follows: (1) Landscape History 

248



教育内容 / Educational Pursuits

 学部において「文化人類学(基礎講義)」「ジェンダーLA科目」
「人間と発達」「教育科学研究指導?・?」「文化人類学概論」「民
族誌学演習」等の授業を、大学院において「ジェンダー文化論」
「ジェンダー文化論演習」「開発・ジェンダー論特論」「比較文化
ジェンダー論演習」等の授業と研究論文指導を実施した。また、放
送大学客員教授、慶應義塾大学・聖心女子大学等の非常勤講師とし
て文化人類学分野の教育と研究指導を実施した。

 For the academic year of 2010, I gave the 
lectures, seminars, directed-reading courses for 
both undergraduate and graduate programs at 
Ochanomizu University. List of the courses I 
offered were as follows: Cultural Anthropology, 
Culture and Environment, I

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。�t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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垂見　裕子氏名
TARUMI Yuko

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
学術博士
比較教育

tarumi.yuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 格差
 学力
 家庭的背景
 社会関係資本
 養育

 Inequity
 Student Achievement
 Family Background

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Nonoyama-Tarumi, Y., “Prevalence and Determinants of Participation in Shadow Education in Four East Asian Societies”, 比較教育学研究
第42号, pp. 63-82, 2011.

Nonoyama-Tarumi, Y. and Hamano, T., "The Impact of an international Training Program on Early Childhood Education in Central and 
West Africa: Comparison of 2010 and 2009 Training”, Proceedings: Science of Human Development for Restructuring the ”Gap 
Widening Society”, 13, pp. 27-35, 2011.

Bornstein, M, Britto, P. R., Nonoyama-Tarumi, Y., Ota, Y., Petrovic, O. and Putnick, D. L., “Child Development in Developing Countries: 
Introduction and Methods’, Child Development, 2011. (Forthcoming)

浜野隆・垂見裕子〔監訳〕、『EFAグローバルモニタリングレポート2011　隠れた危機?武力紛争と教育』, ユネスコ、2011年.

「社会関係資本と学力?家庭的背景との関係を中心に?」『第62回　日本教育社会学会大会』関西大学・2010年9月

 Social Capital
 Parenting

 1.学力格差の国際比較 家庭背景と学力の関係は、学校が教育機会・
教育システムを通して社会の平等化に寄与しているかという重要な
指標である。国際比較学力調査を用いて、日本の学力格差の特徴は
いかなるものか、またどのような教育制度で家庭背景による学力格
差は緩和されるかを実証。 2.幼少期の養育環境の格差の国際比較 幼
少期の養育環境は、子供の発達に長期的な影響を及ぼす。国際比較
家計調査を用いて、幼少期の家庭における養育環境、親の養育活動
に、発展途上国間で、更にそれぞれの国内で、どのような格差があ
るのかを実証。 3.社会関係資本と教育 少子化、共働き家庭、地域の
人間関係の希薄化する中で、社会関係資本という概念が注目されて
いる。Japan Education Longitudinal Study (JELS)の分析をとおし
て、親の社会関係資本が学力に及ぼす影響またその影響力が家庭的
背景により異なることを実証。

 1. Comparative research on inequtiy in 
educational achievement Using international 
comparative educational achievement data, I 
investigate the characteristics of inequity in 
student achievement in Japan, and institutional 
factors that modify inequity in 
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教育内容 / Educational Pursuits

 １．人間発達科学論III この授業では、以下のテーマを通して、格
差を比較教育社会学の視点から学びます。 （１）社会的・教育的
格差が再生産される構造や原因を解明するための社会学の理論、
（２）格差を国際比較教育の視点から分析するための枠組み・調査
手法、（３）教育格差の諸要因。授業を通して、社会および教育に
おける格差を分析・理解するために必要な理論および国際比較の調
査手法の基礎を習得することを目指します。 ２．社会調査の設計
と実施 この授業では、社会調査の設計・実施から最終報告までの
手順と方法について、作業などを実際に行いながら学びます。 　
第一部で、各自の問題意識を調査の問いへと変えていくための手続
き、適切な調査方法を選択する仕方について学びます。第二部で、
量的調査のプロセス（対象者の選定とサンプリングの考え方、調査
票作成の技術、調査実施上の注意、収集した調査データの処理、調
査結果報告の方法）を学びます。第三部で、質的調査の特徴と諸方
法について学びます。 

 1. Science of Human Development III This course 
is intended as an introduction to the major 
theories, methods, and findings of comparative 
and international research on social and 
educational inequity. The first part will cover 
basic sociological theorie

研究計画

 １．国際比較学力調査を用いて、東アジアにおける家庭の学校外教育への投資の特性を研究。特に地域内の共通性と各
国の固有性に注目する。またＪＥＬＳ調査をとおして、特に香港と日本の学校外投資の状況、規定要因、学年間の推移を
比較する。 ２．社会資本と教育 質的調査をとおして、以下の点を実証する。保護者の学校参加や子育てネットワークの
場では、どのようなつながりが構築されているのか。そこでどのような資源が生成されているのか。親はそれらの資源を
子どもの教育にどのように活用しているのか。さらに、親の社会関係資本の質やそれらの子どもの教育達成への影響力は
家庭的背景により異なるか。 

メッセージ

 教育を、社会学と国際比較のレンズを通して見ると、日頃当たり前にとらえている学校の様々な現象、教育政策に対し
て、新しい発見、疑問が出てくると思います。 大学では多くの理論とさまざまなアプローチを学び、考察、分析、実証
する力を養ってください。
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千葉　和義氏名
CHIBA Kazuyoshi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1990　東京工業大学）
発生生物学、細胞生物学、理科教育
http://bios.cc.ocha.ac.jp/lab/chiba/index.html
chiba.kazuyoshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 卵成熟
 アポトーシス
 減数分裂
 受精
 

 oocyte maturation
 apoptosis
 meisosis

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Harada, K., Fukuda, E., Hirohashi, N., Chiba, K., 2010. Regulation of intracellular pH by p90Rsk-dependent activation of an Na+/H+ 
exchanger in starfish oocytes. J Biol Chem. 285, 24044-54.

Jin, M., Fujiwara, E., Kakiuchi, Y., Okabe, M., Satouh Y., Baba, S., Chiba, K., Hirohashi, N. 2011. Most fertilizing mouse spermatozoa begin 
their acrosome reaction before contact with the zona pellucida during in vitro fertilization. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 108, 4892-4896

 fertilization
 

 卵と精子の形成では、減数分裂が起り、染色体数は半減する。一
方、受精に引き続く精子核と卵核の合体によって、染色体数はもと
にもどる。従って減数分裂と受精は、生物学的な意味において、独
立した別々の事象である。しかしほとんどの動物において、受精は
卵減数分裂の途中で成立する。そのタイミングは種によって厳密に
制御されており、減数分裂が適切な段階まで進行しなければ受精は
正常に起らないし、受精しなければ卵減数分裂が完了しないことが
知られている。本研究では、減数分裂と受精がどのように干渉しあ
い、生命の連続性を成り立たしているのかを明らかにすることを目
標とする。具体的にはヒトデ、マウス等を研究対象として、1）ど
のように減数分裂が休止して受精を待つのか、2）未受精卵がアポ
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。

 The number of chromosomes decreases during 
meiotic division, and it increases upon 
fertilization. Thus, meiosis and fertilization seem 
to be biologically independent and different 
events. However, in many animals, fertilization 
occurs during meiotic divi
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教育内容 / Educational Pursuits

 -学部- 　発生生物学：卵と精子の形成から受精を経て、細胞分裂
が始まり、発生・分化が進行していく各過程を取り上げて、それら
の分子メカニズムについて解説する。 　内分泌学：個体や細胞
は、外部環境からどのようなシグナルを受け取り、どのような機構
で対応するのかについて、研究の経緯やトピックスを交えながら、
解説する。 　発生生物学実習：ヒトデ、カエル、ニワトリ等を用
いて減数分裂と受精、そして発生を観察する。また、減数分裂や受
精を制御している生理活性物質を単離して、その働きについて探究
的な実験を行う。 　海洋環境学ダイビング実習：ダイビング技
術、水中観察・記録技術の習得とダイビングライセンスの取得を行
い、海洋生物の観察を行う。科学コミュニケーションや教員養成
（理科教育論）に関しても担当している。 

 Developmental Biology : The molecular 
mechanisms of fertilization, cleavage, cell 
division, and organogenesis are covered in this 
class. Endocrinology: It will be discussed how 
extracellular signals such as hormones affect 
whole body and cells. Also, the

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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曺  基哲氏名
CHO Gi-Chol

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（理学）（1996　東海大学）
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）

cho@phys.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 素粒子標準模型を超える物理
 余剰次元模型
 超対称性模型のフレーバー現象論
 
 

 physics beyond the standard model
 extra dimensional model of particle physics
 flavor physics in supersymmetric models

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

G.~C.~Cho and Y.~Kanehata, ``Kaluza-Klein gluon and b-jet forward-backward asymmetry'' Physics Letters B694, 134 (2010)

Y.~Aida, E.~Asakawa, G.~C.~Cho and H.~Matsuo, ``Leptonic decays of D_s and B^+ mesons in supersymmetric standard model with R-
parity violating interactions'' Physical Review D82, 115008 (2010) 

 
 

 (1) 湾曲した余剰次元を持つ素粒子模型においては素粒子のカルー
ツァ・クライン(KK)状態が存在する。グルーオンのKK状態が、Z粒
子のbクォーク対への崩壊に与える量子効果を求め、それがLEP実験
等、電弱精密測定実験で指摘されたbクォークの前方後方非対称性
の標準模型とのズレを説明する可能性を議論した。 (2) D_sやB^+
等、重い荷電メソンのレプトン対への崩壊が標準模型の予言と一致
しない、という実験結果を、超対称性模型の持つ相互作用で説明す
ることを試みた。この崩壊現象に関連する崩壊振幅が、先行研究で
は一つしか考慮されていない点を改善し、可能な複数の振幅を全て
求め、それらの間の干渉効果を取り入れた計算結果を与えた。

 (1) We studied contributions of the Kaluza-Klein 
gluon in the warped extradimension model to the 
Zbb vertex in the 1-loop level. We find the 
allowed parameter region of the model which 
explains the anomaly in the b-jet forward-
backward asymmetry at the L
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教育内容 / Educational Pursuits

 場の量子論の基本的知識を前提として、素粒子標準模型及び超対
称性理論の、特に現象論的側面を強調する講義、ゼミを行った。

 I had classes about the standard model of 
particle physics and supersymmetric theory with 
a special emphasis on their phenomenological 
aspects. 

研究計画

 （１）電弱相互作用への量子効果を通しての、標準模型を超える素粒子模型の検証 （２）超対称性模型におけるフレー
バー相互作用の機構に対する現象論的研究 （３）LHC実験において、余剰次元模型におけるカルーツァ・クライン粒子
を伴う素粒子反応プロセスの理論的研究 （４）超対称性模型におけるRパリティの起源と暗黒物質安定化機構の研究

メッセージ

255



塚田　和美氏名
TSUKADA Kazumi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士(1983 東京都立大学)
微分幾何学

tsukada.kazumi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 quaternionic differential geometry
 pseudo-Riemannian geometry

 (1)共形平坦等質ローレンツ多様体の構成及び分類：リッチ作用素
の形に着目し、共形平坦等質ローレンツ多様体の構造を調べ、その
ようなものの構成及び分類問題に取り組んだ。リッチ作用素の型の
多くの場合に、構成分類問題を解決することができた。以上の結果
を整理し、本多恭子との共著論文としてまとめ投稿中である。 (2) 
Lie 群上の左不変擬リーマン計量の測地的完備性に関する判定条件
について調べ、左不変ローレンツ計量が完備になるための応用しや
すい形での十分条件を得た．今後，この理論を深め，左不変擬リー
マン計量をもつLie 群の研究に適用したい． 

 (1) The construction and the classification of the 
conformally flat homogeneous Lorentzian 
manifolds: we investigate the structure of the 
conformally flat homogeneous Lorentzian 
manifolds according to the form of the Ricci 
operators and study the constru
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教育内容 / Educational Pursuits

 数理のことば（演習）(コア科目文理融合リベラルアーツ) フラク
タル理論、グラフ理論の入門的な内容を題材にしたセミナー形式の
授業。 線形代数学II及びその演習(数学科1年生向け)　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)：平均曲率一定曲面に関する理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２年生）：擬リーマン幾
何学に関する学習の指導及び「ミンコフスキー空間内の平均曲率一
定曲面　」「擬リーマン多様体における測地線」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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塚田　浩二氏名
TSUKADA Koji

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教

tsukada.koji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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
 プロトタイピング
 ユーザインタフェース
 実世界指向

 Human Computer Interaction
 Ubiquitous Computing
 Prototyping

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Mizuho Komatsuzaki, Koji Tsukada, Itiro Siio, DrawerFinder: Finding Items in Storage Boxes using Pictures and Visual Markers, 
Proceedings of 2011 International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI2011), pp.363&#8212;366, ISBN 978-1-4503-0419-1, 
ACM (Feb, 2011). 

Hitomi Tsujita , Koji Tsukada, Keisuke Kambara, Itiro Siio: Complete Fashion Coordinator ： a support system for capturing and 
selecting daily clothes with social networks, Proceedings of 10th International Conference of Advanced Visual Interfaces (AVI2010), pp. 
127-132 (May, 2010) 

Koji Tsukada and Maho Oki: EyeCatcher: a digital camera for capturing a variety of natural looking facial expressions in daily snapshots, 
Proceedings of Pervasive2010, Springer LNCS 6030, pp. 112-129 (May, 2010) 

Hitomi Tsujita, Koji Tsukada and Itiro Siio: InPhase: Evaluation of a Communication System Focused on “Happy Coincidences” of Daily 
Behaviors, Proceedings of CHI 2010, The 28th Annual CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp 127-132，ACM 
(Apr, 2010) 

Ayumi Kawakami, Koji Tsukada, Keisuke Kambara, and Itiro Siio, PotPet: Pet-like Flowerpot Robot, Proceedings of 5th International 
Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI 2011), pp.263-264 (2011)

 User Interface
 Real world oriented

 ユビキタス・コンピューティング環境に適したユーザ・インタ
フェース技法の研究／開発を進めています． たとえば，ファッショ
ンコーディネートを支援する「タグタンス」は，タンスの扉内面に
フックセンサやカメラを搭載し，フックに洋服を掛けるだけで，洋
服を撮影し，種類／重量などのタグを付加して保存できるシステム
です． 詳細は，Webサイト<http://mobiquitous.com/>をご覧くださ
い．

 I have proposed and developed novel human 
computer interaction techiniques for ubiquitous 
computing. Please visit my web site 
<http://mobiquitous.com/index-e.html> for more 
information.
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教育内容 / Educational Pursuits

 家庭など日常生活環境におけるヒューマンコンピュータインタラ
クションの研究指導，プロトタイピングのための技術指導，および
学会発表・卒業研究のための論文指導．

 Human computer interaction for everyday 
situation and prototyping techniques.

研究計画

メッセージ
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出口　哲生氏名
DEGUCHI Tetsuo

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学（博士）(1992　東京大学)「色付き絡み目の多変数不変量および関連する統計力学の可解模型」
数理物理学、物性基礎論、統計物理学

deguchi@phys.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 可積分量子スピン鎖
 相関関数の多重積分表示
 イラスト状態
 冷却原子系
 有限サイズスケーリング

 integrable quantum spin chains
 multiple integrals reps of correlation functions 
 Yrast states

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

トーラスに閉じ込められた回転する冷却原子気体におけるYrast 励起スペクトルの厳密な導出 E.Kaminishi, R.Kanamoto, J.Sato and 
T.Deguchi, Exact Yrast Spectra of Cold Atoms on a Ring, Phys. Rev. A. vol. 83, 031601 (R) (2011)

可積分高次スピン量子ＸＸＺ鎖の相関関数に関係する代数的な性質 T. Deguchi and C. Matsui, Algebraic aspects of the correlation 
functions of the integrable higher-spin XXZ spin chains with arbitrary entries, New Trends in Quantum Integrable Systems, World 
Scientific, Singapore, 2011) pp. 11-33 

可解な高次スピン量子XXZ鎖のギャップレス領域の相関関数の解析的計算と数値評価 T. Deguchi and J. Sato, Quantum group 
U_q(sl(2)) symmetry and explicit evaluation of the one-point functions of the integrable spin-1 XXZ spin chain, SIGMA(2011)

 cold atoms
 finite-size scaling 

 (1) 可解な高次スピン量子XXZ鎖のギャップ領域における相関関数
の多重積分表示の導出 ギャップ領域において、可解な高次スピン量
子XXZ鎖の相関関数の多重積分表示を厳密に導出した。　基底状態
を与えるストリング解を数値的に求めた。多重積分表示は楕円関数
で表された。 (2) アファイン量子群から導かれる様々な可解模型の
Ｒ行列の導出および形状因子公式 　可積分高次スピン量子XXZ鎖や
ｑの１の冪根表現に対応する色つき模型など、アファイン量子群か
ら導かれる可解模型のＲ行列を明示的に表すを与えた。さらにその
模型の形状因子を、代数的ベーテ仮設法を用いて厳密に計算する方
法を定式化した。 

 (1) Derivation of the multiple-integral 
representations of the correlation functions of 
the integrable higher-spin XXZ spin chains in the 
gapful regime Assuming that the ground state of 
the integrable spin-s XXZ chain is given by the 
2s-strings, we exact
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部４年生の卒業研究では非常に高レベルの研究活動を行った。
最初に、相転移の基礎を英文の教科書で学び、交換相互作用など量
子スピン系の模型の基礎概念を理解した。そして、臨界現象におけ
る繰り込み群の応用を教科書に従って学び、３状態ポッツ模型に繰
り込み群を適用して、臨界現象の解析を行った。これは研究の練習
であった。ここまでが年度前半の活動で、後半では、代数的べーテ
仮設を用いた量子ＸＸＺ鎖の相関関数の解析的な計算方法を詳細に
学び、導出した。そして、卒研発表会では、量子ＸＸＺ鎖から不純
物サイトを持つ可解模型を厳密に導出することを報告した。この結
果はオリジナルで、物理学会で講演発表する予定である。

 In the academic year 2010, the senior student of 
Deguchi laboratory learned the algebraic Bethe 
method and followed an analytic deriavtion of the 
multiple-integral representations of the 
correlation functions for the XXZ spin chain 
through the ABA method

研究計画

 (1) 絡み合った環状高分子鎖の動力学における普遍比の導出　(日本原子力研究開発機構との共同研究） 慣性半径と拡散
定数の比は、普遍的な物理量である。絡み合った環状鎖が次々に絡み合ってつくられる高分子鎖のブラウン動力学シミュ
レーションを実行し、慣性半径と拡散定数を求め、その比を求めた。慣性半径と拡散定数の比は普遍的な物理量と考えら
れ、高分子鎖を特徴づける重要な量である。 （２）環状高分子鎖の絡み合い確率の重合度依存性 （神奈川県産業技術セ
ンターおよび東京大学との共同研究） 線形鎖のtheta条件を満たす環状高分子溶液において、環状鎖の絡み合い生成確率
を数値シミュレーションで求め、その重合度依存性を表す数式を導く。環状高分子溶液の実験でみられる浸透圧異常を理
論的に説明するために重要な理論研究である。 

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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時田　みどり氏名
TOKITA Midori

所属 大学院人間文化創成科学研究科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

リサーチフェロー

tokita.midori@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 数の表象
 心理物理学
 
 
 

 number representation
 Psychophysics
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Midori Tokita, Akira Ishiguchi, How might the discrepancy in the effects of perceptual variables on numerosity judgment be reconciled? 
Attention, Perception, & Psychophysics, 72(7), p1839-1853, 2010, Psychonomic Society. 原著, 査読あり, 第一著者, 学術雑誌

Midori Tokita, Akira Ishiguchi, Effects of element features on discrimination of relative numerosity: comparison of search symmetry and 
asymmetry pairs. Psychological Research, 74, p99-109, 2010, Springer Berlin. 原著, 査読あり, 第一著者, 学術雑誌

How people judge the relative frequency of sequential events: Behavioral evidence, Accumulator model, and Bayesian inference, 認知感
性科学年報，vol.6 p11-23, 2010, Midori Tokita, Akira Ishiguchi, 共著

 
 

 　離散量表象の認知過程について，学位論文の内容を発展させ，主
に以下の３つの実験研究を行った。１つ目に、離散量表象の発達過
程の検討を目的とし、５歳児及び成人を対象としたドット数の識別
における知覚的連続量の効果の検討を行った．結果を発達心理学会
で発表予定である．２つ目に、離散量識別の学習効果が、提示
フォーマット間及びに感覚モダリティ間で転移するか否かの検討を
行った．結果を、日本心理学会大会で発表した．３つ目に、逐次例
示された刺激の頻度識別における刺激特性の効果及びに刺激数の効
果を検討した。結果を国際学会で発表した．以下に各研究の概要を
示す． 

 Substantial empirical evidence has supported 
the idea that humans possess innate neural 
mechanisms that generate approximate, not 
precise numerical representation. A genuinely 
abstract number representation has been argued 
to be capable of representing t
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

 今年度の研究では、学位論文の研究を踏まえ、発達研究、フォーマットの独立性、感覚モダリティの効果を検討した．
また、応用課題として、頻度識別における刺激特性の効果を検討した．次年度は、これをさらに発展させ、得られた離散
量抽出の特性が、どのような処理システムに依存しているのか、行動実験に加えてモデリングとシミュレーションにより
システムの構造及びメカニズムを検討する．さらに、幼児・児童を対象とした検討をつつけ、初期の算数学習と離散量識
別課今年度の研究では、学位論文の研究を踏まえ、発達研究、フォーマットの独立性、感覚モダリティの効果を検討し
た．また、応用課題として、頻度識別における刺激特性の効果を検討した．次年度は、これをさらに発展させ、得られた
離散量抽出の特性が、どのような処理システムに依存しているのか、行動実験に加えてモデリングとシミュレーションに
よりシステムの構造及びメカニズムを検討する．さらに、幼児・児童を対象とした検討をつつけ、初期の算数学習と離散
量識別課題との関連を検討する．

メッセージ
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徳井　淑子氏名
TOKUI Yoshiko

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（学術　2003)　
西洋服飾史、中世と近代を中心とするフランス文化史
http://www.aesthe.ocha.ac.jp/fukshok%20histry/
tokui.yoshiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 服飾
 色彩
 中世フランス
 紋章
 

 fashion
 color
 mediaeval France

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『ものとして、心としての衣服』牛腸ヒロミ編、放送大学教育振興会、2011年３月、分担執筆、195-238頁。

「着飾る男たち１?12」『ふらんす』2010年４月?2011年3月（1.ダンディとダンディスム、2.ロマン派青年のレトロ趣味、3.総裁政
府時代のアンコワヤブル、4.イギリス心酔とプチ・メートル、5.ダンケルクのキャプテン・ジャン・バール、6.ルイ14世の宮廷とギャ
ラン、7.17世紀のオネットム、8.16世紀のブラゲット、9.フィリップ前良公の黒装束、10.紋章を着る王侯貴族、11.ルイ・ドルレアン
の衣裳の虎、12.宮廷風恋愛と身だしなみ）全24頁。

「色とジェンダー」『ジェンダー誌叢書８生活と福祉』赤阪俊一・柳原慶子編、明石書房、2010年、123-125頁。

 device
 

 1　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。 2　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した。

 1 Gender studies of fashion and color in Modern 
European history. 2 Study of literary source of 
the device of tears, especially through the 
Petrarchism.

264



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を理解させ
る。それによって、私たちが意外にも西洋の歴史のなかで育まれた
感性を受け継いでいること、またヨーロッパとの比較によって日本
人には独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。

 Lecture and seminar on cultural and historical 
studies of clothes, especially through the literary 
and iconographic sources in order to clarify the 
sensibility of Europeans.

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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外舘　良衛氏名
TODATE Yoshiei

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
理学博士（東北大学）
固体物性
http://www.phys.ocha.ac.jp
todate@phys.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

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 II：　外舘良衛、日本物理学会2010年秋季大会 

拡張ビデオフィードバックにおけるパターン形成：　織田真奈美、外舘良衛、日本物理学会2010年秋季大会

 
 

 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、非線形力学系、あるい
は二次元帰還系における時空間パターン形成の実験的、数値実験的
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
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教育内容 / Educational Pursuits

 2010年度実施した講義の内容 ［学部］ （１）基礎エレクトロニ
クス：高度に発達した現代エレクトロニクスを物理学的観点から概
観する。半導体デバイスの成り立ちから電磁波利用技術、デジタル
エレクトロニクスなど。 （２）物理学実験：電気伝導、電子回
路、カオス・フラクタルの各テーマについて、各種実験技術の習得
と物理学における観測の重要性にふれつつ指導を行っている。 
［大学院］ 　応用磁性物理学特論演習：物質の持つ対称性や協力
現象、非線形現象の観測と解析などについて学んでいる。 2010年
度の卒業研究のテーマ （１）非線形システムに潜むサウンドの解
析 （２）結合したダブルスクロール回路のハイパーカオス挙動 

 Summary of educational activities in 2010: 
Lectures for undergraduate course: 
(1)Elementary electronics (2)Physics experiments 
( electrical conduction in metals and 
semiconductors, electric circuit, chaos and 
fractal ) Lectures for graduate course: (1)Ex

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。普遍的のある非常に重要な概念を含んでいるの
で、それを明確にするとともに現実の物質や現象への応用を図る。また、前年度あたりから開始したテーマである非線形
システムにおける時空間パターン形成の研究も発展させる。

メッセージ
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戸谷　陽子氏名
TOTANI Yoko

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
修士（文学）           MFA（Theatre Criticism)
英米文学・文化表象

totani.yoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「第7章　ジェンダー」『パフォーマンス研究のキーワード―批判的カルチュラル・スタディーズ入門』

『トピック：アイデンティティ、ジェンダー、フェミニズム」『パフォーマンス研究のキーワード―批判的カルチュラル・スタディーズ入
門』

Cultural Politics
Comparative Drama

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。2010年度も引き続き冷戦期の文化政策について
の文献を中心に資料を収集・通読したほか、19世紀以降のアメリカ
において性の政治学や権力の力学が資本主義と結びつけられて構
成・布置される過程およびリベラリズムという概念の形成過程を確
認しつつ、現在のグローバル資本主義下におけるリベラリズムの諸
言説を演劇という枠組みにおいて検証する作業を継続した。また、
平成21年度に中断していた冷戦終結以降、2001年同時多発テロ、
イラク戦争以降の演劇およびパフォーマンスを検証する作業を再開
し、基礎研究の一環としてスピヴァク近著の共同翻訳も開始した。
また、資料を収集のため短期間渡米し、その際、研究交流のある
ニューヨーク大学のマーティン教授と面談し、アドヴァイスを受け
ることもできた。この過程で、ネオリベラリズムと冷戦後文化の諸
関係を捉えなおすという問題意識を得て、演劇実践および文化政策
の両面からこれを検討する作業に着手。演劇実践研究の最終年度を
意識し、これまでの成果を言語化する作業を進め、ジェンダーパ
フォーマンスに関する考察をまとめた。

Topics of research conducted and titles of conference 
papers are:

１．(Grants-in-Aid for Scientific Research, Japan 
Society for the Promotion of Science): Theory and 
Practice of Liberalism and Democracy in American 
Theatre: Reconsidering the Cold War Cultural Politics 

２．Two chapters for a volume on Performance Studies
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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、英語圏言
語文化コース学生対象の専門科目（英語圏テキスト講読、英米
文学演習）を担当、パワーポイントなどを使用して視聴覚教材
を作成し、立体的な授業を心がけている。このほか卒論指導と
して3名の学部学生の個人指導を担当。
２．大学院教育：アメリカ演劇関連の科目（米文学演習）を担
当、また修士論文の個人指導および博士後期課程学生の個人指
導。
３．その他、コア科目英語担当として、全学部の英語科目のオ
リエンテーション、クラス編成、とくに履修相談・指導に膨大
な時間と労力をかけている。
４．国際本部員として、留学生受け入れ、派遣の選考および留
学に関する相談を受けている。

Conducted lectures and classes in the 10- 11academic 
year include: 

1. Intermediate English for freshmen and sophomores.
2．World Literature for freshmen and sophomores.
3．English and American Literature Seminars for 
undergraduate English major students.
4．Seminars for graduate students to study American 
theatre and its theory.

In addition to teaching, the following contributions were 
made: 
1.Supervising B.A. and M.A. theses.
2.Consulting and advising undergraduate students 
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」と題する研究を行い、2010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
進めてきたが、今後はその延長線上に位置する諸問題を引き続き検討し、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ってゆく予定。  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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内藤　章江氏名
NAITO Akie

所属 リーダーシップ養成教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士(学術)
被服心理学、色彩学

naito.akie@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

着装
呈示方法
色彩
女性研究者支援
調査・分析

wear
presentation methods

color

主要業績

 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（５）色弱者における慣用色名の認知度,日本家政学会大62回大会要旨集,pp222（2010）

色弱者に配慮した衣服の色表示に関する研究（６）色弱者による色の判別実験,日本家政学会大62回大会要旨集,pp117（2010）

衣服地における素材感・風合い感の表現方法がイメージ形成に及ぼす影響,日本繊維製品消費科学会2010年年次大会,pp82（2010）

女性リーダーを創出する国際拠点の形成成果報告書（全139ページ、2010）

career opportunity support for female scientists
research and analysis

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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内藤　俊史氏名
NAITO Takashi

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（教育学）(1998　慶応義塾大学）
教育心理学、異文化間心理学
http://members.aol.com/naitot/morality.htm
naitot@aol.com

 研究者キーワード / Keywords

 道徳性
 感謝感情
 環境保護
 道徳的感情
 

 morality
 gratitude
 protection of environment

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Naito, T, Matsuda, T., Intasuwan,P., Chuawanlee, W., Thanachanan, S., Ounthitiwat,J., & Fukushima, M. (2010). Gratitude For, and regret 
toward, nature: Relationships to proenvironmental intent of university students from Japan. Social Behavior and Personality, 38(7), 993-
1008． 

Naito, T. & Sakata,Y. (2010). Gratitude, indebtedness, and regret on receiving a friend’s favor in Japan. Psychologia, 53, 179-194. 

 moral emotion
 

 2004年から継続して、自然に対する感謝感情の要因と関連変数に
ついて、日本とタイとの比較を通して検討している。本年度は、調
査結果にもとづき、自然への感情と環境保護態度との関連に関する
論文を公刊した。

 Since 2004, I have engaged in 
collaborative　research on gratitude with 
researchers in　Thailand. Based on the findings 
of our　studies conducted from 2007 to 2009, 
we developed measures of gratitude and regret 
in the IAT form.
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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、 大学院で
は、道徳性に関する授業を担当した。学部の 演習では、思いやり
をテーマとしつつ、コメントの作 り方に焦点を当てた授業を実施
した。 

 I had classes of Psychology Course in the 
undergraduate course and the graduate course: 
lectures on Educational Psychology, Introduction 
of Psychology with other faculties, and seminars 
on Educational Psychology. In the seminars, 
moral development,pro-so

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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中居　功氏名
NAKAI　Isao

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1985　京都大学）
幾何学（ＷＥＢ幾何学）、位相幾何学（特異点論、複素力学系）

nakai@math.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 Diff(C,0) のなかの関係式
 
 
 
 

 relation in Diff(C,0)
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Relations of formal diffeomorphisms and the center problem. (English, Russian summary) Mosc. Math. J. 10 (2010), no. 2, 
415&#8211;468, 480. 

 
 

 軍Diff(C,0) の２元生成部分群の関係式の研究  Relation in subgroups of Diff(C,0) generated by 
2 elements. 
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教育内容 / Educational Pursuits

 初等線形代数学 初等解析学I 線形代数学I 線形代数学演習I 力学系 
数学講話 複素力学系 

 elementary linear algebra elementary calculus I 
Linear algebra I exercise in linear algebra I 
Dynamical system Lecture in Mathematics 
Complex dynamics

研究計画

 Path geometry の研究

メッセージ

 自分で考えることが基本
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中島　ゆり氏名
NAKAJIMA Yuri

所属 教育開発センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任リサーチフェロー
 修士（学術）
 教育社会学

nakajima.yuri@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 学校から職業への移行
 教育実践
 
 
 

 school-to-work transition
 educational practice
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「家庭的背景と子どもの進路形成ーJELS2009(2)」日本教育社会学会第62回大会発表、9月19日

「女子高校生のキャリア展望」『JELS第13集』pp. 23-28、2010年3月 

 
 

 学校から職業への移行に関する研究グループ（JELS）に参加し調査
を実施、分析、学会発表と報告書執筆。
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教育内容 / Educational Pursuits

 アクト情報スポーツ保育専門学校「教育原理」「教職論」「教育
課程論」担当   東洋大学社会学部２部「社会調査入門」「社会調査
入門」担当

 

研究計画

メッセージ
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永瀬　伸子氏名
NAGASE Nobuko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（経済学）（1995東京大学）
労働経済学、社会政策
http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/Teacher_Nagase_Results.html
nagase.nobuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 女性の労働供給
 仕事と家庭の両立
 社会的保護
 
 

 Female Labor Supply
 Work and Family
 Social Protection

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

永瀬伸子（2011）「2000 年以後の男女の失業構造の分析?労働力調査のパネル構造を用いて構造変化を分析する?」『統計と日本経
済』第1 巻, 第1 号, 2011 年4 月　91 頁- 111 頁

永瀬伸子 1990年代から2000年代に大卒女性の就業継続行動はどう変わったか：27?33歳を対象とした聞き取り調査より 『生活社会
科学研究』お茶の水女子大学、17号、2011年1月 

永瀬伸子 「日本的雇用慣行と女性労働の課題?正社員女性がなぜ働き続けられないのか」 『週刊社会保障』法研、通巻2601号、2010
年12月 

永瀬伸子 男女賃金格差の解消に向けて：何が性中立的な制度か 『労働調査』労働調査協議会、通巻483号、42-47頁、2010年2月 

永瀬伸子・縄田和満・水落正明「労働力調査」を用いた離職者の再就職行動に関する実証分析

 
 

 文部科学省の近未来事業で、女性のキャリア形成と男性の育児参
加、子どものウェルビーイングについて研究をしています。昨年度
は、企業研究会で大企業の人事部の方々と、短時間勤務者が働きや
すい人事制度と運用について研究会で討論しました。また総務省統
計研修所の客員研究官として労働力調査の個票を用いたいくつかの
研究をまとめました。競争力、経済生産性を担保しつつ、今の日本
的雇用の在り方を女性もより参加できるよう大きく変えるにはどう
したら良いかを考えています。

 In 2008, We have launched a five-year research 
project focusing on enhancing Japanese women’s 
career attainment, increasing men’s family 
involvement, and promoting social policies, 
including supportive changes in labor practices 
in firms, in the supply o
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教育内容 / Educational Pursuits

 「労働経済学」「社会保障論」「労働経済学演習」、「労働論」
等を大学、大学院で教えています。まずは標準的な労働経済学の講
義をしています。雇用と労働時間、失業と職探し、離転職や引退、
労使関係、雇用者保護の制度などについてです。「労働経済学各
論」は通常はテーマを決めた授業をしますが、今年は人的資源管理
論をテーマに講義としました。社会保障論は家族と社会保障につい
て考えます。大学院では修士レベルでは学生の関心を中心として多
様な分野の論文を読みました。博士は研究発表を中心とした授業を
持ちました。また東京労働大学では企業の人事部等のサラリーマン
を相手に女性労働の現状について講義をしたり、総務省統計研修所
では客員研究官として統計を用いた計量分析をしています。

 teach different level of classes for Labor 
Economics and Social Policy. Spring courses in 
general covers various topics in Labor 
Economics, such as employment, unemployment, 
job search, job turnover, while relating to 
institutional aspects of labor in Ja

研究計画

 文部科学省の近未来事業で、女性のキャリア形成と男性の育児参加について研究をしています。そのためには、学際的
な研究が必要であり、また企業や職場、保育や家庭の方々との連携も必要だと思っています。競争力、経済生産性を担保
しつつ、今の日本的雇用の在り方を大きく変えるにはどうしたら良いかを考えており、是非多くの方にプロジェクトに参
加いただきたいと考えております。

メッセージ

 女性が働くことと、社会的な制度のあり方、さらには社会規範や家族のあり方は深くかかわっています。仕事と家族の
両立支援策は、1990年代から行われているように見えますが、なぜ実効を伴わないのでしょう。なぜ日本の女性の出産
離職は今でも大変高いのでしょうか。そのメカニズムについて考察するには、一方では、社会への洞察が不可欠です。具
体的には、企業の賃金制度や雇用慣行、法律の枠組み、税制や社会保障制度などです。その一方で、文化的な土台や家族
の価値規範の研究も必要です。制度を調べ、聞き取りをし、大勢の人々の選択行動のデータを計量的に分析することで、
要因を明らかにするのが私の研究です。私の属する講座や大学院のコースには、この問題を考える幅を広げるに良い学際
的な土壌があり、この問題を真摯に考える人には良い場所を提供すると思います。
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中西　公子氏名
NAKANISHI Kimiko

所属 大学院人間文化創成科学研究科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（言語学）／ Ph D
言語学（意味論、語用論）

http://sites.google.com/site/kimikonakanishi/
nakanishi.kimiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Nakanishi, Kimiko. 2011. The scope of even and quantifier raising. Natural Language Semantics.

中西公子. 2010. 数詞とりたての「も」と否定. 加藤泰彦, 吉村あき子, 今仁生美（編）『否定と言語理論』開拓社

polarity items
degree expressions

「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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仲西　正氏名
NAKANISHI Tadashi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
工学博士（1987　東京工業大学）/Doctor of Engineering (1987 Tokyo Institute of Technology)
材料物性，高分子化学
http://www.eng.ocha.ac.jp/matsci/
nakanishi.tadashi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 io
 Solute specific swelling of polymer gels
 Selective solute transport in polymer membran

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Yasuko Kobayashi, Kimie Kosaka, Tadashi Nakanishi, 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).

葛西路子，仲西 正，小林泰子，ガスクロマトグラフ法による含銅染色布の消臭機構解明，繊維製品消費科学，52(1), 65-66 (2010).

仲西　正，峯真理子，直接染料に対する含水PVAゲルの選択的膨潤，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，
61，68-71 (2010).

 
 

 　本年度は科学研究費補助金（基盤研究（C），継続）を研究代表
者として受けることが出来るとともに，研究分担者として１件を担
当した． 　本年度は，「銅塩で媒染染色した繊維の消臭機能」,
「含水高分子膜の塩の収着特性」，「高分子ゲルの溶質選択的膨
潤」などの研究を行った． 　本年度行った研究のすべてが，高分
子?低分子間の相互作用に関係したものである．高分子?低分子間相
互作用の積極的な利用が，有用な機能性高分子の設計において重要
であるとの視点から研究を行っている．

 I received Grants-in-Aid for Scientific Research 
as a head investigator and also received the 
grants as a co-worker. In this year, I was 
researching in "Deodorizing abilities of the fibers 
mordanted with dyes and copper salts," "Salt 
sorption of water-sw
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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，人間環
境・科学実験実習，人間環境・科学演習などの授業を担当した．授
業に際しては，わかりやすく説明することを最大の目標とした．卒
業論文指導学生は３名で，卒業論文テーマは，消臭機能繊維に関す
るものが１件，高分子ゲルの膨潤挙動に関するものが１件，高分子
膜の塩収着特性に関するものが１件であった．卒業論文指導におい
ては，理系的研究法を理解させることと，言葉によって，自分の考
えをまとめ相手に伝える力を持たせることを主眼とした． （大学
院）環境生活工学演習，生活材料物性特論を担当した．指導した前
期課程学生は１年生２名であった．博士前期課程学生の指導におい
ては，研究の背景と方向性を明確に理解し，自身の力で実験を計画
し遂行でき，得られた結果を合理的に説明できる力を与えることを
目標に指導を行った． 

 (Undergraduate) I offered the following courses 
in 2010: "English for Physical Chemistry," 
"Materials Science for Human Life Environment," 
"Exercise in Equipment Analysis," "Laboratory for 
Human-Environmental Sciences," "Exercise in 
Human-Environmental S

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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中野　裕考氏名
NAKANO Hirotaka

所属 大学院人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
Doctor: Nacional Autonomous University of Mexico
 西洋哲学／western philosophy

nakano.hirotaka@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 西洋哲学
 近代哲学
 ドイツの哲学
 
 

 western philosophy
 modern philosophy
 german philosophy

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

LA TEOR&Iacute;A DE LA AUTOAFECCI&Oacute;N DE KANT. UN ESTUDIO SOBRE LA INTUICI&Oacute;N SENSIBLE EN LA 
CR&Iacute;TICA DE LA RAZ&Oacute;N PURA Nakano Ito, Hirotaka ISBN: 978-607-417-096-2 Edici&oacute;n: 1a. Ed. A&ntilde;o: 2010 
M&eacute;xico, D.F. Universidad Iberoamericana

「客観的、主観的、根源的?カテゴリーの二つの特徴づけについて」 カントと幸福論 (日本カント研究) 日本カント協会 (編集) 理想者 
2010年

 
 

 　日本学術振興会より科研費の助成（「研究活動スタート支援」、
2010年?2011年）を受け、「ロックとライプニッツにおける意識か
ら逃れ去るもの」という研究プロジェクトを進めている。

 I investigate "that which escape the 
consciousness in Locke and Leibniz", a project 
supported by the Japan Society for the 
Promotion of Science ("Reserch Activity Start-up.
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教育内容 / Educational Pursuits

 　文教育学部の主に1?3年生向けの概論講義、主に哲学科の2?4年
生向けの専門講義の、二種類の講義の授業を行った。 　また専門
課程の学部生向けの英語文献講読、大学院生向けのドイツ語文献講
読、他の教員との合同でフランス語文献購読の、三種類の演習授業
を行った。 　その他、卒業論文・修士論文指導および審査を行っ
た。

 I gave two types of lectures: Introduction of 
philosophy for students mainly from the first to 
the third grade in the Department of Letters and 
Education; Specialized lecture of philosophy for 
students mainly from the second to the forth 
grade in the phi

研究計画

メッセージ
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永野　肇氏名
NAGANO Hajime

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1974　東京大学）
天然物化学、有機合成化学
http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/index.html
nagano.hajime@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 天然物化学
 テルペン
 有機合成
 ラジカル反応
 立体制御

 Chemistry of Natural Products
 Terpenoids
 Organic Synthesis

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Direct Racemic Mixture Synthesis of Fluorinated Amino Acids by Perfluoroalkyl Radical Addition to Dehydroamino Acids Terminated by 
Asymmetric Protonation, T. Yajima, T. Tonoi, H. Nagano, Y. Tomita and K. Mikami, Eur. J. Org. Chem., (13), 2461&#8211;2464 (2010). 

Chemical and genetic study of Ligularia anoleuca and L. veitchiana in Yunnan and Sichuan Provinces of China, H. Nagano, M. Kanda, H. 
Yamada, R. Hanai, X. Gong and C. Kuroda, Helv. Chim. Acta, 93(10), 1945&#8211;1952 (2010). 

 Radical Reaction
 Stereocontrol

 ［1］中国雲南省や四川省の高原に生育するキク科Ligularia属植物
の遺伝的および化学成分的多様性を解明している。 ［2］キレート
環形成が鎖状化合物の立体選択的ラジカル反応に極めて有効である
ことを見いだし、天然物の立体選択的合成を行っている。
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教育内容 / Educational Pursuits

 講義名「基礎化学A」（１年生対象）：有機化学入門。将来、化学
を専攻する学生はもとより、自然科学のいかなる 分野に進む者に
とっても有機化学の知識は必要である。多種多様な有機化合 物の
構造、性質、反応を体系的に理解し、有機化学の全体像を把握でき
るよう基礎から講義する。 講義名「構造有機化学I.（化学科２年生
対象）：原子軌道、分子軌道、共有結合等の概念に基づき、有機化
合物の構造を理解し、それらの性質、反応性、合成法について講義
する。 実験「一般化学実験（分担）」（全学部の学生対象）：化
学実験の基礎となる物質の合成、抽出、精製および滴定等の基本的
な実験を習得するとともに、物質の状態変化、酸化還元反応、有機
反応を理解する。レポートの書き方についても指導する。 演習
「有機反応化学演習」（大学院生対象）：新着雑誌の講読と討論、
研究報告など。 

 

研究計画

メッセージ
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永原　恵三氏名
NAGAHARA Keizo

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（文学）（1999　大阪大学）
音楽学、合唱指揮、声楽

nagahara.keizo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

音楽学(民族音楽学を含む）
カトリックの教会音楽
諸民族の合唱音楽
柴田南雄
ドイツリートの演奏

musicology(including ethnomusicology)
catholic church music

choral music of ethnic-groups

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『西洋芸術音楽と日本の伝統音楽」『日本の伝統音楽を伝える価値―教育現場と日本音楽―』、京都市立芸術大学日本伝統音楽研究セン
ター　研究報告１

男声合唱団「コール淡水・東京」第5回定期演奏会　指揮、次郎丸智希作曲　男声合唱とピアノのための組曲《とある朝・・・》(初演）

SHIBATA Minao('20 Japanese composer)
performance of German Lieder

音楽学者(民族音楽学）と合唱指揮者、声楽家の３分野を相互関連さ
せながら研究。 １．カトリックの教会音楽について、ミサなどの儀
礼に不可欠であり共通でありながら、多様な民族、地域の共同体ご
とに異なった姿をとる点に着目して、民族音楽学的に研究。２．諸
民族の合唱音楽について、前項のカトリックの音楽とも関連させな
がら、宗教儀礼との関連を中心に、西洋の19世紀的な合唱音楽とは
異なった、声の文化を研究している。３．柴田南雄の合唱音楽につ
いては、その代表的な作品群であるシアター・ピースを中心にし
て、現在、「思考する音楽」という視点から、単行本を執筆してい
る。 ４．合唱指揮者として、複数の男声合唱団を指導し、従来の日
本特有の発声法によらない、むしろグローバルなやり方でトレーニ
ングを行ない、徐々に成果が出てきている。 ５．ドイツリートの演
奏研究を、身体と声との関係、合唱の声などについて研究してい
る。

The standpoint of my research consists of three fields : 
musicology(ethnomusicology), conducting choral 
music, and performance of German Lieder, but these 
are mutually interrelated.　1.  As a musicologist, I have 
studied Catholic church music especially the 
relationship between musics(pl.) and liturgy of Mass in 
various occasion after the Vatican Coucil II.　2.  In 
addition, I have a plan to research a lot of choral music 
performances, not belonging to Western 19C chorus 
convention but to various ethnic or folk groups, so that 
I would like to survey the diversity and variety of the 
culture based on individual voices of peoples.　3.  Now 
I write a book about SHIBATA Minao, an outstanding 
composer of Japan in 20c., whose choral works named 
"theater pieces" are his typical products that make 
performer thinking.　4.  As a conductor, I use a new 
method of training vocal techniques of chorus members 
and the method has recently appeared to be effective 
for singing together.　5.　As a singer, I would develop 
training methods in relationship with body and voice to 
acquire clearer pronunciation of vowels, and apply 
these methods to my singing of German Lieder.
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教育内容 / Educational Pursuits

教育は学部１年生から大学院博士後期課程まで担当している。
１．学部教育は、音楽学概論、西洋音楽史、民族音楽学、等の
講義と、音楽学演習と卒論作成演習を担当している。講義と演
習に用いるテキストはほとんど英語である。また、実技では合
唱と指揮法を担当。さらに全学部向けのLA科目では声の音楽の
部分を分担している。さらに、幼小の教職科目の声楽のレッス
ンも担当している。
２．大学院教育は、博士前期課程では合同で修論作成演習を担
当し、単独では、民族音楽学の英文書籍を輪読する演習で、博
士後期課程の演習は前期と連続して行ない、近年の音楽学文献
に基づいた研究発表を課している。個別の論文研究指導は随時
行なっている。
３．博士論文の執筆の指導は、課程博士だけでなく、学外から
の論文博士も毎年数人おり、常時10人程度が博士論文の執筆を
している状態である。音楽学の博士論文を専門的に高い水準で
出せる大学は、わずかであるが、本学は最も水準の高く厳格な
審査であろう。

At both undergraduate course and graduate course I 
teach each grade, about 80 students who would major in 
music (piano or vocal performance, musicology).
１）Undergraduate course: I give the following lectures; 
musicology introduction, western music history(from 
medieval to renaissance period), ethnomusicology, and 
seminars; a musicology seminar, a guidance seminar for 
a graduation thesis. Most of the texts of lectures are in 
English. I also have a performance class for chorus and 
conducting method. In addition, I give a short seminar 
for liberal arts students, and have an elementary vocal 
technique class.
２）Graduate course: I have two seminars, a guidance 
seminar for a master's thesis with Prof. Kondo, and the 
other an advanced seminar of musicology, where 
members read the texts and discuss the frontiers of 
musicology. The seminar of doctoral course follows that 
of master course and members of this seminar are to 
give certain presentation about a recent thema of 
musicology. If they make an appointment in advance, 
each member is able to have a consultation.
３) Doctoral dissertation: Almost every year, some 
students and scholars are given a doctoral degree under 
my guidance. In the field of musicology in Japan, there 
are few university where high grade dissertations could 
be accomplished, and of course our university always 
gives the chance to get such a high quality.

研究計画

柴田南雄の合唱音楽について、「思考する合唱」という観点から単行本を執筆中で、ほぼ完成している。「思考」の観点は
私自身の音楽研究を総合した大きな成果であり、独自のものである。英語への翻訳を予定。合唱指揮では新しい作品の演奏
と、発声を中心とした声と身体感覚のトレーニングでの新しい試みを続けているが、演奏の質の高さという点で評価されつ
つあり、成果が出ている。今後の活動（中期的計画）：１）カトリックのミサの多様な音楽から、現在に生きる共同体の姿
を民族音楽学により明らかにし、欧米のキリスト教音楽研究と対等の立場に立つことを目指す。日英独での論文発表を予
定。２）歌唱行為の存在論。すでに柴田合唱論の一部で展開されており、自身の合唱指揮と声楽の実践を元にして、感性の
論として音楽を論ずるのでなく、人間の生身に深く関わる存在と捉える。美学への再挑戦である。共同研究は永井和子大阪
音大名誉教授が可能である。

メッセージ

学部（特に音楽表現コース）に入学を希望する皆さんへ：音楽は単に感性がもたらす、なにやら得体の知れないものではあ
りません。感性も必要ですが、たゆまぬ努力とそして、しっかりと考える力が必要です。楽譜からどれだけ考えられるか、
考えるためには、その材料が、いわゆる引き出しがたくさんいります。高校で学んだことは、すべてではなく、引き出しの
つまみぐらいです。大学は自分で自分を耕すところですから、日々、少しずつでも、自分に肥料を播いて下さい。そして、
水と太陽を忘れずに。 大学院（音楽表現学コース）に他大学から入学を希望する皆さんへ：ぜひ、本学の学部（音楽表現
コース）での教育内容を参考にして下さい。英語の文献を読む力は相手の考えを理解する力です。大学院は自分の研究を自
分の力で深めたり広げたりしなければなりません。様々な人たちの考えを理解してはじめて、自分という畑が豊かに実りま
す。
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中村　俊直氏名
NAKAMURA Toshinao

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士(1979　東京大学)、Ｄ.Ｅ.Ａ. (1982  ポール・ヴァレリー大学)
近・現代のフランスの文学と思想及び言語論

nakamura.toshinao@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 視覚イメージ
 言語記号
 文化記号論
 演劇的言語
 ベル･エポック

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 
 

 1　１９世紀末から２０世紀前半にかけて活躍したフランスの詩人･
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。さら
に彼に関係する文学者や芸術家、思想家に関する研究、並びに彼の
生きた時代と社会に関する研究。 ２　言語記号と視覚記号の両者の
機能の比較研究。 ４　日本の近代の文学者や芸術家の営為にフラン
スの文学や文化が与えた影響の解明。又逆に日本の芸術がフランス
の文学や美術に与えた影響の解明。 ５　演劇おける言葉の機能の考
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　文学と美術との相互
影響関係の考察。 ３　演劇における言葉の問題の考察。 ４　卒業
論文の指導。 大学院 １　ヴァレリーの美術批評の研究。 ２　修士
論文、博士論文の指導。

 

研究計画

 　ヴァレリーの美術批評の精密な読解と翻訳を共同で行う。その成果を近いうちに出版する予定である。 

メッセージ

 　大学は自由にものを考え、探求する場所です。大学での学問の範囲は明確に限定されているわけではなく、またあら
かじめ問題に対する答えが定められているわけではありません。従って、はっきりした一つの答えが見つからなくてもよ
いのです。思考や探求の結果ももちろん大切ですが、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、さらにはいろいろ迷うことが、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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中村　美奈子氏名
NAKAMURA Minako

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

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
http://buyou1.li.ocha.ac.jp/Nakamura/index.html
nakamura.minako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 舞踊人類学
 舞踊記譜法
 インドネシア
 舞踊動作分析
 舞踊アーカイブ

 Ahthropology of Dance
 Labanotation
 Indonesia

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Minako Nakamura, Yukito Kado, and Kohji Shibano, Developing a Digital Archive of the Works of Tatsue Sata, a Leading Creator of 
Japanese Modern Ballet; Journal for the Anthropological Study of Human Movement(JASHM),Vol.16,No.1& No.2. 
April,2010.(http://jashm.press.illinois.edu/16.1_2/index.html)　

中村美奈子:「インドネシア・バリ島の舞踊の動作分析?文理融合型の民族舞踊研究の視点から?」, 『舞踊学の現在?芸術・民族・教育
からのアプローチ』，遠藤保子ほか編，文理閣，pp.178?191，2011年3月

Worawat Choensawat, Sachie Takahashi, Minako Nakamura, Woong Choi, and Kozaburo Hachimura, Description and Reproduction of 
Stylized Traditional Dance Body Motion by Using Labanotation; Transactions of the Virtual Reality Society of Japan, Vol.15, No.3, 
pp.379-388, Sep.,2010

Minako Nakamura & Kunihiko Oda, "Musculoskeletal simulation of dance movement by using Motion Capture System: A case study of 
the basic walking movement of Balinese dance", Human Body Motion Analysis with Motion Capture (International 
Symposium),Ritsumeikan University(Kyoto) Jan.29,2011

Worawat Choensawat，Sachie Takahashi, Minako Nakamura , Kozaburo Hachimura ,”Description and Reproduction of Noh Body 
Motion by Using Labanotation”人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん2010」,pp285-290,東京工業大学（東京）,2010
年12月11日

 MotionCapture
 DnaceArcive

 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。2010年度は、電子ジャーナルJournal for the 
Anthropological Study of Human Movementに最終年度の基盤研究
（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」の研究成果を掲載した（2010年
4月）。また、舞踊学の教科書として「舞踊学の現在?芸術・民族・
教育からのアプローチ」（遠藤保子ほか編）に、分担執筆者として
「インドネシア・バリ島の舞踊の動作分析?文理融合型の民族舞踊
研究の視点から?」を執筆し、出版した（2011年3月）。立命館大
学GCOEの客員研究員としては、モーションキャプチャ国際シンポ
ジウムにおいて「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」（モーションキャプチャとSIMMを用いた
バリ舞踊の分析）についての研究発表を行い、共著論文として、舞
踊記譜法Labanotationのコンピュータ用エディタの研究にかかわっ
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�ｱとである。 2010年度は、常設の専門教育
科目に加えて、後期に21世紀型文理融合リベラルアーツ「舞踊に
おける色・音・香」を開講し、朝鮮舞踊の舞踊家（金剛山舞踊団）
や西アフリカの民族楽器奏者など、実演者を招いての文化と舞踊を
考える授業を行った。大学院の授業では、民族舞踊の舞台化にとも
なう舞踊の内容や形態の変容に関して、セネガル（アフリカ）人に
よる著書とバリ（インドネシア）人による著書の文献購読を通して
考察した。

 

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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新名　謙二氏名
NIINA Kenji

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
修士（教育学）（1991　東京大学）
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

nina.kenji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 スポーツ消費
 時系列分析
 
 
 

 sports consumption
 time series analysis
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 
 

 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。家計調
査報告のデータ分析により、特にスポーツ用品に対する支出が低下
傾向にあることが見て取れるが、その動向や経済全体を表す指標と
の関連について、時系列分析の手法で研究を行っている。現在はス
ポーツ関連支出の時系列データとしての特徴を分析しているところ
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2コマ、後期はバドミント
ンを2コマ担当した。選択科目の「生涯スポーツ」では、前期にゴ
ルフを1コマ担当した。講義科目の「スポーツ科学概論」を後期1
コマ担当した。授業担当以外に、木曜日の曜日担当者として実技関
係授業の雑務を担当した。  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。 プロ野球のマネジ
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１名の主任指導教員として指導を担当し

 

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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西川　恵子氏名
NISHIKAWA Keiko

所属 理学部生物学科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助手

植物形態学/morphological botany

nishikawa.keiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

形態学
維管束
茎
葉
巻きひげ

 morphology
vascular bundle

stem

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

leaf
cirrus

植物を構成する茎、根、葉、花の全ての器官に存在する維管束は、
水分及び養分の通路として、重要な組織である。維管束は木部、師
部、形成層の３つの組織からなり、種によって一定の形態を示す。
つる性植物（マメ科、ブドウ科、ウリ科、ヒルガオ科等）の茎、葉
（葉柄、葉身）、巻きひげの切片から、Ⅰ,形態、Ⅱ,相関関係、Ⅲ,
その他の特徴について調べた。
アサガオの茎及びカラスウリの巻きひげには、特に関心を持った。
アサガオの茎：大きいが細胞壁が肥厚しない、通道機能を持ったと
思われる細胞がきれいに並んでいるのが観察される。これらの細胞
は葉柄等には観察されない細胞である。
カラスウリの巻きひげ：皮層及び中心柱の柔細胞に、フィルターの
ような盤を持った細胞が多く観察される。この細胞は茎や葉には存
在しない。

As a passage of moisture and nourishment, the plant 
vascular bundle　that exists in all organs that the stalk, 
the root, the leaf, and the flower is an important tissue.
The vascular bundle composes of xylem, phloem and 
cambium.
According to the species, the constant form is shown.
In climbing plant(Leguminosae, Vitaceae, 
Cucurbitaceae, Convolvulaceae),the vascular bundle of 
the stem, the petiole, the leafblade and the cirrus were 
examined .The Pharbitis nil choisy and the 
Trichosanthes cucuneroides Maxim are interesting for 
me.
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教育内容 / Educational Pursuits

植物形態学実習：嶌田先生と担当。2年生前期。陸に上陸した植
物（シャジク藻）から被子植物までを材料として実習を行う。
目標：植物の特徴（情報）を比較し、グループ分けができるよ
うにする。内容：外部形態（解剖顕微鏡使用し特徴を把握す
る）、内部形態（光学顕微鏡使用し細胞レベルでの形態的特徴
を把握する）を観察及びスケッチをする。
植物学野外実習：嶌田先生と担当。2年生前期。4日の集中で館
山市の付属臨海実験所にて行う。水の中で一生を過ごす植物
（藻類）を材料として、できるだけ多くの種類を採集、観察、
同定、スケッチ、標本作成を行う。また、里山でのフィールド
ワークも行う。生物学実習Ⅰ：3回を担当する。植物形態学実習
及び植物学野外実習の基礎となるフィールドワークと、徒手切
片の作成、顕微鏡観察、スケッチの仕方、レポートの書き方を
指導する。

Morphological-botany training:　  With Dr. Shimada . A 
second grader's first half. It is considered 
fromCharophyceae to angiospermes 
Target: Compare the plant form (information) and 
classifies
Contents: External and internal form(cell level) are 
observed and sketched.
Botany field training: With Dr. Shimada. A second 
grader's first half. It has training in the marine biological 
laboratory in Tateyama　for 4 days.

研究計画

植物形態を進める上で、まずはできるだけ多くの植物を観察することが大事である。
維管束の形態研究は、これまで植物の器官レベルで視野を広げてきたが、つる植物の維管束を材料にして気がついたこと
は、個体レベルで維管束を捉え、茎・葉（葉柄・葉身）・巻きひげに存在する維管束の走行を、明らかにすることの重要性
である。

メッセージ
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野口　徹氏名
NOGUCHI Tohru

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
Ph.D.（1995　マサチューセッツ大学アマースト校）
文法理論（統語論・意味論・形態論）

noguchi.toru@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 文法理論
 生成文法
 統語論
 意味論
 照応

 grammatical theory
 generative grammar
 syntax

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 semantics
 anaphora

 中心的な研究課題である再帰代名詞の文法化に関する研究を進め
た。再帰代名詞の歴史的変化と文法化全般に関する比較的最近の研
究書に目を通して、データベースを構築すると同時に、理論的問題
点の整理を行った。

 I continued research into the grammaticalization 
of reflexive pronouns, which I had been doing for 
several years. I looked into relatively recent 
works in the historical development of reflexive 
pronouns and grammaticalization in general, 
adding up to th
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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」において英語を、学
科共通科目「言語学概論」において主に言語文化学科所属の学生を
対象に言語学の入門の授業を担当した。英語圏言語文化コースの専
門科目として、「英文法演習」、「特別演習（言語研究方法論）
I」および「英語学特殊講義II」において、主に統語論の初級から中
級レベルの授業を行った。「特別演習（言語資料分析）II」におい
ては、卒論作成中の学生に対する専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（文法論）」および「英語学
演習（形態論）」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。

 For undergraduate students, I taught classes 
such as "Basic English I," "Introduction to 
Linguistics," "Seminar: English Grammar," 
"Advanced Seminar: Methodology in Linguistic 
Research I," and "Special Lecture on English 
Linguistics II." I also co-taught

研究計画

 再帰代名詞の文法化の研究を更に進める予定である。多くの言語に見られる普通名詞から再帰代名詞への歴史的変化に
特有の文法上の条件について、一般言語理論の立場から明らかにしたい。英語のデータはかなり豊富に記録されている
が、日本語を含めその他の言語の再帰代名詞の歴史的変化については、十分に明らかにされたとは言えない。データベー
スを構築すると同時に、妥当な照応理論の方向性を探る予定である。

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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萩田　真理子氏名
HAGITA Mariko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
2000年3月博士（理学）慶應義塾大学
離散数学，情報数学，暗号理論

hagita@is.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 組み合わせ論
 暗号理論
 誤り訂正符号系列
 グラフ彩色
 

 Combinatorics
 Cryptography
 error correcting sequence

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

著書「暗号のための代数入門」 萩田真理子 サイエンス社 2010年12月

山口真実、萩田真理子 グラフの分散彩色の評価方法 応用数学合同研究集会報告集137?138 2010年12月

間宮直子、萩田真理子 グラフの彩色拡張アルゴリズム 応用数学合同研究集会報告集139?140 2010年12月 

山口真実、萩田真理子 グラフの分散彩色アルゴリズム 日本応用数理学会2010年度年会講演予稿集113?114 2010年9月

 coloring
 

 これまでに、離散数学を利用して情報通信のセキュリティを高める
ための研究を進め、暗号鍵更新方法や電子署名強化方法や、乱数を
用いて既存の暗号化方法を強化し、文書の改ざん防止を行う暗号強
化方法、暗号用擬似乱数発生システムを特許出願している。これら
の離散数学を用いた情報セキュリティアルゴリズムは、現在使われ
ているアルゴリズムよりも数学的に優れていることが証明でき、情
報化社会を支える重要なアルゴリズムとなることが期待できる。現
在はこれらのアルゴリズムの性質の良さを定量的に証明し、数学を
知らない人でも簡単に使える形にして提供することを目的とした研
究を進めている。2005年度にeSTREAM標準ストリームサイファの
募集に応募し，この改良を進めている。 この他に，グラフの彩色ア
ルゴリズムに関する研究を行い研究集会等で発表した。この研究成
果についてはさらに研究を進めて論文発表を予定している。 また、
誤り訂正符号系列の存在性についての研究を進めている。

 We propose two stream ciphers based on a non-
secure pseudorandom number generator (called 
the mother generator). The mother generator is 
here chosen to be the Mersenne Twister (MT), a 
widely used 32-bit integer generator having 
19937 bits of internal sta

300



教育内容 / Educational Pursuits

 研究室の学生はグラフの彩色アルゴリズム、誤り訂正符号系列の
存在条件、暗号の実装と評価、擬似乱数の乱数性の高さの評価方法
の研究などを研究テーマとして、離散数学と情報数学についての基
礎知識を見につけ、積極的に研究を進めています。 この分野では
学部生が研究発表を行うことはとても難しいのですが、なるべく扱
いやすいテーマを選び早くから発表の場に立ち、しっかり研究をし
ていることをアピールできるように誘導したいと思っています。

 

研究計画

 最先端の離散数学を用いて、情報セキュリティに必要な数学を研究します。理論から実用までを見通して研究を行い、
実際に高速に動くものをつくることが目的です。数学的には同一のオーダーの計算量を持つアルゴリズムでも、実装して
実験してみると速度に大きな差があることも多くあります。本研究では、実際に計算機実験を重ねることで先端的純粋数
学理論のどの部分が実用に供せるかを探るという点で、旧来の研究形態を超えた成果を狙っています。 数学的に質の良
さを保証された情報セキュリティアルゴリズムを提供することで、情報化社会の発展に貢献できると期待しています。

メッセージ

 研究の場で活躍するためには十分な基礎学力を身につけることが必要です。高校の勉強はもちろんのこと、大学に入学
してからは授業で習うだけではなく、できるだけたくさんの専門書を読んで、幅広く学んでください。学術的に大切なも
のが何なのか、自分が面白いと思う分野、得意な分野が何なのか探して自分に合った専門分野を見つけましょう。 
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白楽　ロックビル氏名
HAKLAK　Rockbill

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士/Ph.D.(Molecular Biology)
科学社会学/STS、バイオ政治学/Biopolitics、生化学/Biochemistry

http://hayashi.bio.ocha.ac.jp/
prof.dr.hayashi@gmail.com, haklak@haklak.com

 研究者キーワード / Keywords

研究者倫理
メディアの中の生命科学
生命科学キャリア
生命科学動向
生命科学のあり方

Research　Ethics
Bioscience in Media

Career in Life Science

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

白楽ロックビル (監訳・解説) (2010)　｢理工系＆バイオ系大学院で成功する方法｣ (パトリシア・ゴスリング＆バルト・ノールダム著) 246p., 
日本評論社、東京.

白楽ロックビル、田熊洋子 (2011)　：「生命科学用語としてのタンパク質の命名:日本語由来とコンピュータゲーム由来」、　バイオ政治学
ジャーナル、2巻、1～16頁

Trends in Life Science
Philosophy of Life Science

バイオ政治学として、メディアの中の生命科学、特にコンピュー
ターゲームの中で生命科学の描かれ方を分析した。
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教育内容 / Educational Pursuits

分子細胞生物学、バイオ政治学 Molecular Cell Biology, Biopolitics

研究計画

日本の研究者の事件を調査分析し、単行本としてまとめる。

メッセージ
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服田　昌之氏名
HATTA Masayuki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（理学）(1993　京都大学)
進化発生学
http://marine.bio.ocha.ac.jp
hatta.masayuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 サンゴ
 バクテリア
 
 
 

 coral
 bacteria
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Matsushima K, Kiyomoto M, Hatta M Aboral localization of responsiveness to a metamorphic neuropeptide in the planula larva of 
Acropora tenuis. Galaxea, JCRS 12: 77-81 (2010) 

Matsushima K, Fujiwara E, Hatta M An unidentified species of acoel flatworm in the genus Waminoa associated with the coral Acropora 
from the field in Japan. Galaxea, JCRS 12: 51 (2010) 

Hatta M Unidirectional circulation in each coelenteron compartment in a primary polyp of Acropora tenuis. Galaxea, JCRS 12: 45 
(2010) 

 
 

 変態反応を制御するシグナルの経路と体内における部域性を明らか
にするため、幼生をガラス針で切り分け、各断片のシグナル応答性
を調べた。まず、基盤上の環境シグナルへの応答性を調べた。浸漬
基盤に対して、反口端側1/2断片は変態したが、口端側1/2断片は変
態しなかった。次に、感覚神経から分泌される変態ホルモンへの応
答性を調べた。部域性を絞るため、1:2の比率で幼生を切断した。
その結果、反口端側1/3断片は変態したが、口端側2/3断片は変態し
なかった。以上により、変態ホルモン応答性は体の反口端側に局在
していることが明らかとなった。環境シグナル応答性にみられた部
域性は、その経路の下流にある変態ホルモン応答性の部域性のため
であると考えられる。口端側断片にはホルモン応答性がなかったこ
とから、全身での変態の実行にはホルモンの下流に更なるシグナル
が必要であり、ホルモンに応答して下流シグナルを分泌する組織が
反口端側に局在していると推定される。 

 Planula larvae of the coral <I>Acropora<I/> 
arrest the developmental process until they 
encounter particular micro-organisms on 
submarine substrates. The planula resumes 
development and metamorphoses in response to 
the external cues from its favorite mic
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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

メッセージ
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浜口　順子氏名
HAMAGUCHI Junko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
2005　博士（人文科学、お茶の水女子大学）
保育学・幼児教育学

takeuchi.hamaguchi.junko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 幼児教育
 保育
 子ども性
 保育者養成
 

 Early childhood education and care
 Caring
 Ｃｈｉｌｄｈｏｏｄ

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

（2010）お茶の水女子大学「幼保の発達を見通したカリキュラム開発」（特別教育研究経費研究最終報告書）

浜口順子（2010）「幼保プロジェクト」の成果と今後（１?２）　「幼児の教育」フレーベル館、第109巻第9?10号、pp.58?63

浜口順子（2011）月刊「幼児の教育」特別号のモチーフ（3）?新しいスタートへ?　「幼児の教育」フレーベル館、��110巻第3
号、pp.4?7

浜口順子（2011）月刊「幼児の教育」特別号のモチーフ（１）?折り返し地点から振り返る?　「幼児の教育」フレーベル館、第110
巻第1号、pp.4?7

浜口順子（2011）月刊「幼児の教育」特別号のモチーフ（2）?「保育史」という視点を日頃の保育に?　「幼児の教育」フレーベル
館、第110巻第2号、pp.4?7

 Education and training for early childhood car
 

 １）保育者養成、現職者研修に資する紙媒体、およびＷＥＢ媒体の
テキストの在り方を探る。具体的には明治34年に創刊され、2010
年に109巻目となった月刊誌『幼児の教育』の全面的なリニューア
ル、および季刊化する企画・実施に向けた研究がなされた。 ２）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(ECCELL)」
事業を開始した。社会人と学部生が共に学び合う場として学部特設
科目を立ち上げた。また附属幼稚園・いずみナーサリーと協働し
た、保育・幼児教育にかかわる授業の運営、参加体験を重視した授
業の展開も、前の「幼保プロジェクト」から継続して進めた。 ３）
科研費研究で附属ナーサリーをフィールドに、保育の質の向上に資
する保育課程、保育教材等に関する研究を進行中である。

 1) Research on and action for producing a more 
useful text(magazine)'YOUJI NO KYOUIKU'(first 
published in 1901) to be read and to be used for 
the reflection and the interactional learning of 
early childhood practioners and researchers. 2) 
Started a proje
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教育内容 / Educational Pursuits

 １．学部教育 ・「児童学概論」（オムニバス、1回）・・・子ど
も観の変遷 ・「発達臨床基礎論?」・・・保育的関係の体験的考
察、特別実習の導入 ・「保育臨床実習」・・・附属幼稚園といず
みナーサリーにおける観察の導入、観察、省察 ・「保育
学」・・・保育学理論と歴史、日本の幼稚園の教育課程と保育の方
法 ・「発達臨床特別実習?」・・・幼稚園、ナーサリー、特別支援
学校におけるインターンシップ指導 ・「保育臨床講義講
読」・・・3年生向け保育学ゼミ。 ２．大学院前期課程 ・「保育
学特論」 ・「保育人間論特論」 ・「保育人間論演習」

 

研究計画

メッセージ

 子どもが好きな人も、苦手な人も、あまり好きでないと感じている人も、保育や子どもについて学ぶといいと思いま
す。将来、どんな職業につこうとも、子どもと大人の関係についていちどはじっくり考えてみる時間を大学でつくってほ
しいと思います。
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浜谷　望氏名
HAMAYA Nozomu

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士(1981東京大学)
極限環境物質科学

hamaya.nozomu@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 Experi
 Condensed Matter Physics

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

N. Hamaya, M. Ishizuka, S. Onoda, J. Guishan, A. Ohmura and K Shimizu Pressure-induced phase transition, metallization and 
superconductivity in boron triiodide Phys. Rev. B 82 094506-094513 (2010). IF=3.2 

浜谷望 実験は感覚を研ぎ澄ませて お茶の水女子大学附属高等学校　研究紀要 55、1-4 (2010).

浜谷望　巻頭言：サイエンスと女学生パワー 高圧力の科学と技術(日本高圧力学会誌）20(2) 107 (2010).

 Phase Transition in Liquid
 

 高圧力下で表れる様々な新奇な相転移の実験的研究が主要テーマで
ある。近年はアモルファスや液体状態などの構造不規則系の中で起
きる相転移に注目している。このような現象を実験的に調べるには
強力な探査プローブが必要である。そのために、研究室に設置され
ている強力X線発生装置の使用に加え、大型実験施設として共用さ
れている放射光X線を利用している。 本年度は三ヨウ化ボロンの高
圧構造と超伝導に関する論文を発表した。 

 Our principle research objective is to 
experimentally study various novel phase 
transitions occurring under high pressure. In 
recent years we have focused on phase 
transitions in structurally disordered systems 
such as amorphous and liquid. To experiment
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部四年生の教育 1)輪講（週1回通年)とゼミ（週1回通年) 研究室
およびKEK放射光実験施設における実験研究 2)卒業研究テーマ: 奥
出悠花：四ヨウ化スズSnI4と二ヨウ化スズSnI2の高圧　　　　　液
体構造の比較 河原玲奈：放射光X線回折実験による二ヨウ化スズの
圧　　　　　力誘起相転移の研究 

 Education of undergraduate students 1)Reading 
text book (weekly for a year) and seminar 
(weekly for a year) 2)Research themes OKUDE 
Yuuka (B4): Comparison of high-pressure liquid 
structure of SnI4 with SnI2 KAWAHARA 
Rena(B4): Synchrotron x-ray diffractio

研究計画

 ・液体?液体相転移と第二臨界点の実験的検証 ・高圧力下の相転移実験 ・X線回折実験 

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。
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浜野　隆氏名
HAMANO Takashi

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
教育学修士（名古屋大学：1991年）
教育開発学・比較国際教育学
http://researchers.ao.ocha.ac.jp/4222451594.html
hamano.takashi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

浜野隆「義務教育制度の弾力化と質保証 ?ベトナムの事例?」『比較教育学研究』第41号、63-77頁、2010年

Takashi Hamano,2010, Trends in Early Childhood Education in Vietnam &#8212;The “Socialization of Education” and the Management 
of Disparity, http://www.childresearch.net/PROJECT/ECEC/asia/vietnam/report10_01.html 

浜野隆・垂見裕子監訳, 『疎外された人々に届く教育へ』JICA/JNNE/ACCU、2010年

Takashi HAMANO, 2011, The Globalization of Student Assessments and Its Impact on Educational Policy, Proceedings: Science of 
Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society”, 13, pp.1-11 

Takashi HAMANO, 2011, The Education Policy Agenda and Education Research in Africa : Concerning Mainly Primary Education, 
Proceedings: Science of Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society”, 13, pp.13-18

 international cooperation
 internattional organization

 1.学力と教育政策 　近年、日本においても学力調査が幅広く行なわ
れるようになってきており、また、その結果に対応して政策立案が
される傾向にある。学力調査の意味や解釈、政策との関連について
検討を行っている。 2.初等教育における住民参加と格差に関する研
究 　本研究では、初等教育における住民参加（ベトナムではそれを
社会全体での教育支援という意味で「教育の社会化」と表現してい
る）の現状はどうなっているのか、また、教育格差との関係はどの
ようになっているのかを検討している。 3.保育・幼児教育分野にお
ける国際協力に関する研究 　国際協力の場において、幼児の発達や
幼児教育は1990年代から重要な領域として注目されるようになって
きている。本研究では、開発途上国における幼児教育の現状分析と
政策課題について、国際協力のあり方も含め検討している。 

 1. Assessment of Academic Achievement and 
Educational Policy Assessments of academic 
achievementare are widely conducted in recent 
years and the educational policy tend to be made 
based on the result of the assessment. In order to 
make the policy to be e
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教育内容 / Educational Pursuits

 １．学部 　学部段階における教育内容としては、以下の様なもの
があげられる：?教育開発概論、?比較教育演習、?教職概論、?教育
原論（制度・社会）の「制度」に関する部分（教育行政）。他大学
においては国際協力論・地域と世界の共生（武蔵野大学）を担当し
た。 ２．大学院 　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”の最新版を読んだ。 　近
年、国際協力において教育分野での協力が重視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。

 1. Undergraduate course Classes given in 
Ochanomizu University during 2010.4-2011.3 
are as follows, (1) Introduction to Educational 
Development, (2) Seminar: Comparative 
Education, (3) Introduction to the Teaching 
Profession, (4) Educational Administrati

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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原　葉子氏名
HARA Yoko

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任アソシエイトフェロー
学術修士
歴史社会学　ジェンダー論

hara.yoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 更年期
 高齢者／エイジング
 ジェンダー
 20世紀ドイツ
 社会国家

 menopause
 old/aging
 gender

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

原　葉子『19世紀?20世紀初頭のドイツにおける「更年期」の医療化過程』お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士論文

 Twentieth-Century Germany
 social state

 おもに世紀転換期のドイツをフィールドに、「高齢者」「エイジン
グ」に関する社会意識の有りようをジェンダー論的視点から捉える
研究を行っている。現在、以下の2つのテーマの分析に取り組んで
いる。 （1）20世紀初頭における「更年期」概念の位相 ドイツの世
紀転換期は少産少死型への人口学的な転換点でもあり、またジェン
ダーのあり方も含めた旧来の社会秩序の再編成期でもある。19世紀
末からライフコース上に登場した「更年期」をめぐる言説を分析す
ることによって、エイジングやジェンダーをめぐる社会的位置づけ
の変容を捉え、現代的な問題との架橋を図っている。 （2）ドイツ
社会国家における高齢女性の位置づけ 2006年より、社会国家とし
てのドイツを歴史的視点（経路依存性）から研究するワークショッ
プに参加し、女性の年金問題を中心的課題として研究している。
ワークショップ2クール目の2009年度からは、ワイマール期の
Kleinrentner問題に焦点を当てている。 

 I am conducting research on the social 
consciousness with regard to “aging” in early 
twentieth-century Germany, especially from 
gender-related perspectives. At present, my 
research is focused on the following themes. (1) 
The concept of “menopause” in the
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教育内容 / Educational Pursuits

 本学全学共通科目グローバルCOE人間発達科学論? 日本女子大学人
間社会学部現代社会学科「外国語演習２」（前後期） 青山学院女
子短期大学家政学科「生活管理学」（前期）「女性論」（後期） 
星薬科大学「ジェンダー論」（前期）

 

研究計画

 

メッセージ
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半田　智久氏名
HANDA Motohisa

所属 教育開発センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
 文学修士/Master of Arts
 心理学/Psychology、自由学術/Liberal Arts

hanada.motohisa@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 構想
 知能環境
 想像
 リベラルアーツ
 感性

 Kohsouh
 intelligence ambient
 imagination

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

半田智久『成績評価の厳正化とGPA活用の深化』　地域科学研究会・高等教育情報センター, 2011.

半田智久「GPA制度に関する国際調査研究」高等教育研究, 14, 2011.

半田智久「学修成績案内情報ネットワークシステム(alagin)の概要」 高等教育と学生支援, 1, 71-80, 2010.

 liberal arts
 Kansei(sensibility)

 学問の先端領域では知性が眩しく輝いています。その輝きが増すほ
どに、他方ではわたしたち自身や社会、そして未来に健やかさを実
感できる感性の豊かさが一層求められています。創造の導きは知性
と感性の行き交いに織りあがる表象にあるとみられるからでしょ
う。その表象をつくる力として、ある哲学者は2世紀も前に構想力
に着目しました。とはいえ、その力に対する研究はいまだ十分とは
いえず、よく語られるわりにはわかっていません。そこで、その構
想が行き交う絶好のフィールドで、その正体を捉えるべく採集や観
察の研究活動を展開しています。

 Understanding is a dazzling, eye-catching 
feature of advanced science. As this 
understanding starts to sparkle ever more 
brightly, we need a richer sensibility with which 
to appreciate the healthiness of ourselves, our 
society, and the future. This is pe
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教育内容 / Educational Pursuits

 2010年度の授業、コンテンポラリー・リベラルアーツ（総合科
目）、コンテンポラリー・リベラルアーツ2（総合科目）、知能環
境論（LA科目）を実施した。心理学（認知・記憶・想像・知能・
神経生理）関係や教育学（大学）、事業論などを主な領域とする

 I had classes in Ochanomizu 
Univ.("Contemporary Liberal Arts","Contemporary 
Liberal Arts 2","Intelligece Ambient, Yokohama 
City Univ. School of Medicine("Medical 
Communication(Cognitive Psychology), 
Kuwasawa Design School("Creativity and 
Intelligence.

研究計画

 人間の心的過程を追うなかで構想力（puissance and faculty of Kohsouh）に関心をもち、その正体への接近を試みてき
た。その結果、この概念がとくに英語との通用性をもたず、日本語に特有のものとして成立していること、それでいて現
代日本語として語用豊かに使われている実態がつかめている。わたしたちが日常、自然に運用している概念には、こうし
た一定の言語文化に特殊性をもって息づいているものが少なからずある。その探求は特定の文化環境のもとでバナキュ
ラーに生息するこころの特性を考察していくうえで、重要なアプローチのひとつとなるだろう。今後、こうした概念のナ
チュラルヒストリーに光を照らし、あらたな知能環境の構想にむけて歩みを進めたく思っている。むろんそのためには学
際はもちろん広く社会／文化諸領域の人びととの共同研究が欠かせない。

メッセージ

 現代の高校生や生涯学習の場での学び人とも年に一度は授業を通して触れ合う機会をもち、現代の高等教育の実相の一
端を普段とは違う角度から感じ取ろうとしている。そうした経験から実感していることは、自分がその時分であった頃よ
りも、いまの若者や若い社会人のほうが知的にずっと豊かであるということだ。だが、その豊饒さゆえに、そこに敏感な
感性が響きすぎてしまって、素朴な強さよりも上滑りな巧みさにはしりすぎている観もある。だからこそ、現代の高等教
育にはこの社会にありながらの超絶的な聖域性が必要になりつつあるように思う。もし大学がそれを満たし得ない社会的
制約をもつようになってきているとすれば、別様の場が必要とされているのかもしれない。

315



番　雅司氏名
BAN Masashi

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1987、筑波大学）
非平衡量子統計力学、量子情報理論

m.ban@phys.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

 研究内容 / Research Pursuits

Reduced Dynamics and Master Equation of Open Quantum System M. Ban, S. Kitajima and F. Shibata Physics Letters A 374, 2324 
(2010)

Disentanglement of Two-qubit System in the Bloch Channel M. Ban Optics Communications 283, 3812 (2010)

Nonequilibrium dynamics of the dispersive Jaynes-Cummings model by non-Markovian quantum master equation M. Ban Journal of 
Physics A 43, 335305 (2010)

Relaxation Process of Quantum System: Stochastic Liouville Equation and Initial Correlation M. Ban, S. Kitajima and F. Shibata Physical 
Review A, 82, 022111 (2010)

Decoherence of Interacting Qubits in Contact with a Common Environment M. Ban The European Physical Journal D 58, 415 (2010)

 
 

 １．外部環境と相互作用する量子系の縮約されたダイナミクスは量
子マスタ?方程式によって記述される。量子マスター方程式を厳密
に導くことは非常に難しい問題であるが、外部環境が熱平衡状態に
調和振動子の集団で表される場合に、２次のＴＣＬ型量子マスター
方程式が厳密になる為の必要十分条件を導いた。また、量子系内に
存在する相互作用がその量子系の減衰にどのような影響を与えるか
を２量子ビット系や２準位?光子系を用いて明らかにした。 ２．量
子系のエンタングルメントは量子情報処理の必要不可欠のリソース
である。この為、エンタングルメントの性質を調べることは非常に
重要な課題である。まず、量子系にエンタングルメントが存在する
か否かを判断するPeres-Horodecki規範をコンカレンスと呼ばれるパ
ラメータを用いて導いた。更に、エンタングルメントが外部環境の
影響によってどのように減衰して行くかをブロッホチャンネルを用
いて調べ、縦緩和時間と横緩和時間の関係が本質的な役割をするこ
とを明らかにした。 

 1. Reduced dynamics of a quantum system 
which is placed under the influence of an 
environment is described by a quantum master 
equation. It is every difficult, in general, to derive 
an exact quantum master equation. When an 
environment consists of harmon
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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推進する。

メッセージ
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平岡　公一氏名
HIRAOKA Koichi

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
社会学修士（1980　東京大学）
比較社会政策、社会福祉政策論、福祉社会学

hiraoka.koichi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 社会政策
 社会保障
 社会福祉
 福祉社会学
 プログラム評価

 social poolicy
 social security
 social welfare and social services

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

平岡公一「1980年代以降の日本における社会保障の制度改革と政策展開」『社会政策研究』第10号、23?48頁．査読有

直井道子・平岡公一編『講座社会学11　福祉』東京大学出版会（「研究の動向と展望」203?235頁、「補論　近年の社会保障政策の
動向と制度改革の展開」237?256頁を分担執筆）査読無

 welfare sociology
 program evaluation

 1)科研費プロジェクト ：?「多元的福祉ガバナンスのもとでの福祉
サービスの質の確保策に関する総合的研究」?「効果的福祉実践モ
デル構築プログラム評価アプローチ研究」 2)グローバルＣＯＥプロ
グラムによる共同研究??教育・社会的格差領域を担当。 3）学会誌
論文２本を執筆 ?1980年代以降の日本における社会保障の制度改革
と政策展開?社会保障制度体系再構築への視座

 1) Research project supported by The Grants-in-
Aid for Scientific Research----- a) A Study on the 
quality assurance in social welfare services under 
the pluralistic framework for welfare governance. 
b) Program Evaluation for the Development of 
Effective 
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教育内容 / Educational Pursuits

 ＜学部＞ 比較社会政策論：社会政策の比較研究の枠組みと主要分
野の政策動向を講義。 社会保障論演習?、社会保障論演習?：社会
保障に関する基礎的文献の講読 社会学研究指導１・２、卒業論
文：卒業論文指導 ＜大学院前期課程＞ 社会福祉論：社会学、社会
福祉学、その他の諸分野の社会政策・社会福祉研究の動向の把握。
 社会政策論：社会政策の新しい研究の潮流を代表する文献の検討 
政策科学：ヒューマン・サービスに関する政策科学的研究の枠組み
と手法を講義。 ＜大学院後期課程＞ 社会政策論、同演習：個別指
導、研究発表と討議

 <Undergraduate courses> Comparative Social 
Policy I: Theoretical framework and analysis of 
policy changes Social Security Seminar I and II: 
Reading of academic articles on social security 
<MA courses> Social Welfare : Development of 
socia policy studies 

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 可能な共同研究の
テーマとしては次のことが考えられます。 １．介護サービス分野の効果的なプログラムの開発と評価方法についての研
究（自治体、福祉・医療施設等との共同研究） ２．合意形成可能な年金、医療改革についての世論調査の実施と解析
（報道機関、調査機関等との共同研究）

メッセージ
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藤崎　宏子氏名
FUJISAKI Hiroko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
家政学修士(1978年、お茶の水女子大学)
家族社会学　family sociology
http://www.soc.ocha.ac.jp/fujisaki/
fujisaki.hiroko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 policy

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

藤崎宏子　「中高年期の家族関係」　日本社会学会社会学事典刊行委員会編『社会学事典』丸善株式会社　268-269．

藤崎宏子　「日本の家族社会学は今?過去20年の回顧：理論的展開を中心に」　『家族社会学研究』22:2　135-140．

 social network
 life course

 ?高齢者介護における公私の機能分有。とくに、介護保険制度の導
入が、高齢者の家族関係や高齢者介護をめぐる家族的責任に及ぼし
た影響に関する研究 ?高齢期の家族関係、友人関係、地域社会との
かかわりや社会活動のあり方に注目した、高齢期のライフスタイル
に関する研究 ?中高年期の転機と危機的移行、世代間関係に関する
研究

 ?The functional sharing of elderiy care between 
formal and informal sectors,focusing on the 
familiy's care provider role.The impact of 
enactment of Long-term Care Insurance(Kaigo 
Hoken)on family relations and family 
responsibilities. ?The lifestyle of el



教育内容 / Educational Pursuits

 【学部教育】 家族関係論：歴史変動と文化比較を軸とする日本の
家族の現状に関する講義 社会福祉学：社会福祉の法制度の概要と
サービス利用の諸問題�ﾉ関する講義 老年学：老年学の成立と背
景、その主要なトピックに関する講義 生活福祉学演習：社会学の
基礎的文献の講読・論文指導 【大学院教育】 生活福祉論：ライフ
コース論に関する文献講読 生活福祉論演習：家族と福祉政策に関
する文献講読 家族社会学：家族研究の学説史に関する文献講読 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 

 【Undergraduate courses】 Sociology of Family 
Sociology of Social Welfare Gerontology 
Sociology and Social Policies Seminar 【Graduate 
seminars】 Family and Life Course Seminar 
Family and Social Policies Seminar Family 
Sociology Seminar Family Transition Sem

研究計画

 ?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�ﾜでの研究を整理し、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共同研究を継続的に行う。

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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藤田　宗和氏名
FUJITA Munekazu

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
修士
臨床心理学

fujita.munekazu@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

臨床心理学
犯罪・非行臨床心理学
心理査定
投映法
TAT

criminals, ,juvenanile delinquents
clinical psychology

psychological assessment

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

藤田宗和・田中奈緒子・田中裕人　(2010）　「少年院における教育の実態に関する実証的研究(2)－教育職員の少年観と教育観－」　犯罪
心理学研究　第48巻　特別号，p90－91

藤田宗和・近藤希・児玉梨沙(2010）「TATの物語産出時の思考プロセスの検討－5」日本ロールシャッハ学会第14回大会抄録集p38

藤田宗和・木村あやの(2010）「視線運動から見たTAT 物語の産出プロセスの検討」　日本心理学会第74回大会　発表論文集

projective test
thematic apperception test

（1）「非行少年の処遇」；少年院在院の非行少年の価値観，およ
び教育職員の教育観等を調査し，より良い処遇あり方を検討する．
（2）　「TAT（thematic apperception test）の物語産出過程の研
究」；投映法であるTATの物語産出の基礎にある認知的プロセスを
検討し、信頼性、妥当性のあるテストとして、臨床的により有効な
テストとする。
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教育内容 / Educational Pursuits

（1）学部では臨床心理学おける心理査定の意義，および各種心
理検査の有効な使用法について教授する．（2）大学院において
は，臨床的な視点からの犯罪・非行の理解，および投映法心理
検査の意義，使用法について教授する．

研究計画

ＴＡＴ（絵画統覚法）の認知的なプロセスを実験的に解明することで，ＴＡＴを信頼性，妥当性のあるテストとし，臨床場
面で使用するすること，ＴＡＴを用いて，発達障害等の特有の認知特徴とパーソナリティの全体的な特徴の関連を有機的に
関係づける研究に応用できる．

メッセージ

犯罪・非行を含めて，臨床的な問題を抱える人々についての個別的な理解を深める視点を重視した研究，ゼミ（犯罪者など
の心理アセスメント，投映法）を行っています．個々人の問題を深く理解することを通して，広く現代日本人の生き方につ
いて洞察を深めることになると考えられます．
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冨士原 紀絵氏名
FUJIWARA Kie

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
修士（1995　お茶の水女子大学）
教育方法学（教育実践史、カリキュラム論）

fujiwara.kie@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「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『人文科学研究』第６巻、pp.169-185

 course of study
 

戦時中と戦後初期のカリキュラム改革に関する研究。1950年代に展
開されたコア・カリキュラム運動の先駆けとなる、戦時中と終戦直
後の1945～49年の間に行われた実践研究の特徴について、戦前戦
後の影響関係の有無も含めて検討を行っている。従来のコア・カリ
キュラムに関する研究は1950年代の実践を対象としてなされてきた
が、本研究は戦前・戦中・戦後との時間的連続性の中で検討するこ
とに特徴がある。具体的には、戦前、1930年代にカリキュラム改造
に取り組んだことで知られ、さらには1950年代のコア・カリキュラ
ム運動を代表する実践校として知られる明石女子師範学校附属小学
校の実践研究について、制度としての教育課程との関係性のみなら
ず、教員構成や学校経営、研究指導体制作りといった様々な要因も
含めて、同校の戦後のカリキュラム改革を支えた条件の解明をして
いる。

Research on elementary school curriculum reform 
during the early post- war period. The characteristics of 
the studies regarding the educational practices during 
the early post-war period, between 1945 and 1949, 
preceding the Core Curriculum Movement in the 1950’
s, were examined, including the influence of the pre-
war era. Traditionally, studies concerning the Core 
Curriculum movement had focused on the 
implementation of the educational practices during the 
1950s; however, my research is characterized by an 
approach based on the temporal continuity from pre-
war, through war-time, to post-war periods. Taking as 
an example the elementary school attached to Akashi 
Women's Normal School, known for its prewar efforts 
in curriculum reform in the 1930s and its leading role 
in the Core Curriculum movement in the 1950s, its 
educational practices were examined from the view 
point of conditions which supported its postwar 
curriculum reform including elements such as the 
composition of teachers, the management of the school 
and the process of implementation and teacher training 
as well as their correlation to the curriculum as a 
system. The study should give a useful indication for 
the presentPeriod for ‘Integrated Study'.
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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担当した。
教育方法概論では現代の教育課程や教育方法につながる問題点
を意識して、日本の戦前から現在にいたる教育方法の特徴につ
いて講義を行った。教育課程演習では現在の日本を代表する実
践について論じた文献をゼミ形式で購読し、複数の学校を参観
した。この他、教職関係の授業を担当し（オムニバス形式も含
む）、教育実習の指導を担当した。また、実際の教育現場と学
生との接触を図るための教育実地研究の授業運営や学校、児童
館の学生のインターンシップのコーディネートをしている。 
（大学院）修士課程の「教育実践学」演習・特論では教育評価
をテーマにした。前期は日本の教育評価の歴史に関する研究論
文を購読し、後期は最近の海外の教育評価に関する文献購読
と、現在の日本の学校に導入されている教育評価について検討
を行った。カリキュラム研究演習ではアメリカの最近のカリ
キュラム改革についての文献検討を行った。

(For Undergraduate) I taught classes regarding 
educational curriculum, educational method, teacher 
training and others. In the ‘Introduction to educational 
method’class, I ran a series of lectures regarding the 
characteristics of the educational methods in Japan from 
the pre-war era up to the present, highlighting the issues 
which lead to the present educational methods. In 
addition,I taught classes aimed at teacher training,and 
coordinating and supervising the students on-site 
teacher training throughout. 
(For Postgraduates) I took up the theme of educational 
methods on Japan and America.

研究計画

１．日本の戦前・戦後の初等・中等教育のカリキュラム改革の歴史的研究。歴史研究により、今日の日本のカリキュラムを
巡る様々な問題の背景を探り、解決に向けた示唆を得たい。
２．教師の教育評価観に関する研究を進める。教育評価、教育測定、テストといった方法論は教師の中でどのように認識さ
れ、実践にいかされているのかについて、歴史的な研究とともに、現在の教師の意識調査などを行い、授業に反省的に還元
される評価方法について検討する。

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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藤原　葉子氏名
FUJIWARA Yoko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
学術博士（1993　お茶の水女子大学）
栄養科学、脂質生化学

fujiwara.yoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

栄養教諭免許保持者の特徴と栄養教諭実習の受け入れに関する課題-栄養教諭免許非保持者との比較- 長幡（伊藤）友実、松田充代、伊
能由美子、赤松利恵、藤原葉子　栄養学雑誌(2010), 63(3), 208-212 

Factors associated with inappropriate weight loss attempts by early adolescent girls in Japan. Sugawara A, Sato S,Totsuka K, Saito K, 
Kodama S, Fukushi A,Yamanashi Y, Matsushima E, Fujiwara Y, Suzuki E, Kondo K, Yamamoto Y, Sone H　 Eating and Weight Disorders. 
in press

栄養教育実習の受け入れに関する自信の課題と必要と考えるスキルの検討；東京都の学校栄養職員と栄養教諭のおける横断研究 會退
友美、関口沙織、赤松利恵、長幡（伊藤）友実、松田充代、伊能由美子、藤原葉子 日本健康教育学会（2011）19,57-65 

レスベラトロールとその誘導体が骨格筋における糖取り込みに及ぼす影響　栗原千明、山下香織、長幡友実、池本真二、福原潔、藤原
葉子　 第64回日本栄養・食糧学会大会　2010年5月21?23日　アスティ徳島　64回大会要旨集 

マカデミアナッツ油がマウスの耐糖能に及ぼす影響　山下香織、芳賀静香、松本晴子、長幡友実、藤原葉子　第64回日本栄養・食糧
学会大会　2010年5月21?23日　アスティ徳島　64回大会要旨集P195

 anti-melanogenesis
 Shokuiku

 　肥満や生活習慣病を予防するために、日本人の食生活の中でも脂
質の摂取に関する問題は、量だけでなく質をどうするかが重要であ
り、メタボリックシンドロームの原因となる肥満と食物との関係
を、培養細胞を使ったin vitroの系から動物を使ったin vivoの系の両
方から研究している。 　今年度は、脂質を構成する脂肪酸の種類と
その個々の生理作用を検討した。脂肪細胞とマクロファージの共培
養により、脂肪細胞は、脂肪酸を添加すると、単独よりもマクロ
ファージと相互作用することによって、炎症性サイトカインの放出
を増加し、その結果としてインスリン抵抗性を引き起こす可能性が
あること、また、脂質を構成する脂肪酸によってその影響が異な
り、n-3系のエイコサペンタエン酸はマクロファージとの相互作用
を低下することを報告した。また、食事中の脂質の種類によって肥
満やインスリン抵抗性に与える影響を動物レベルで検討し、脂肪酸
代謝との関連から検討している。 　 

 　It is important to investigate the appropriate 
fat intake for the prevention from obesity and 
life-style related diseases. Especially, we are 
investigating about the biological function of 
fatty acids and the relationship between the food 
and metabolic 

326



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」を担
当している。 管理栄養士養成課程の基礎栄養学、応用栄養学にあ
たり、どのような食物をどれだけ摂取すればよいのかについて、科
学的根拠のもとに理解する知識と方法を教育している。卒業論文指
導は、研究の初歩としてのスキルを身につけ、論文としてまとめて
発表できることを目標としている。 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。

 Undergraduate course Nutrition and metabolism 
Practical nutrition Experiments of Nutrition 
Postdoctral course Nutrition chemistry Nutrition 
chemstry seminar Molecular nutrition seminar 

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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古川　はづき氏名
KAWANO-FURUKAWA Hazuki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（理学）（1995　東京大学）
強相関電子系の中性子散乱実験（超伝導、ペロブスカイト型Ｍｎ酸化物等）/ Neutron scattering studies
http://www.phys.ocha.ac.jp/furukawalab/
furukawa.hazuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 強相関電子系
 超伝導と磁性
 物性実験
 低温
 中性子散乱実験

 Strongly correlated electron system
 superconductor and magnetism
 condensed matter experiment

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Creation of vortices by ferromagnetic order in ErNi2B2C, H. Kawano-Furukawa, Y. Ishida, F. Yano, R. Nagatomo, A. Noda, T. Nagata, S. 
Ohira-Kawamura, C. Kobayashi, H. Yoshizawa, K. Littrell, B. L. Winn, N. Furukawa, H. Takeya, Physica C, Vol.470, S716 (2010)

Inelastic neutron scattering study on NaxCoO2 (x? 0.3), S. Ohira-Kawamura, T. Nagata, K. Takeda, H. Yoshizawa, H. Kawano-Furukawa, 
Physica C, Vol.470, S691 (2010)

 low temperature
 neutron scattering experiment

 中性子散乱法を用いて強相関電子系の研究を行っている｡研究対象
として近年取り上げた物質は､新奇超伝導CeCoIn5､ﾓｯﾄ絶縁体､p波超
伝導Sr2RuO4､RENi2B2C(RE=Y and rare earth)とその関連物質であ
る｡平成20年度の主な研究成果は以下のようにまとめられる｡ 
(1)CeMIn5 (M=Co, Rh,Ir) 異常超伝導状態について 準2次元重い電子
系超伝導体CeCoIn5では強いパウリ常磁性効果により特異な超伝導
混合状態（FFLO状態）が実現すると考えられている。古川研では、
FFLO状態の存在を直接的に実証するため中性子小角散乱実験による
超格子反射の観測に挑戦している．平成２０年度は試料の作成およ
びその物性評価を行った。 (2)Sr2RuO4の超伝導体対称性の検証 
Sr2RuO4はp波超伝導であると言われている｡しかし､p波超伝導の発
現に寄与することが期待される強磁揺らぎについてはその存在が明
確でなく､逆に､大きな反強磁性揺らぎを示す｡平成２０年度は来年
度以降実施を計画している中性子小角散乱実験用の大型単結晶試料
の育成、および、得られた試料の物性評価を行った。

 By using neutron scattering technique, we are 
studying strongly correlated electron systems, 
mainly CeMIn5 (M=Co, Rh,Ir), Mott insulators (Ti 
and Mn systems), Sr2RuO4, RENi2B2C (RE=Y 
and rare earth) and their relatives. Recent 
progress in my research act
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教育内容 / Educational Pursuits

 （学部） 物性物理学序論、物理学基礎実験、凝縮系物理学 （大学
院) 　磁性体特論、磁性体演習 （卒業研究・修士研究指導）研究室
所属の学生各自に１つずつ研究テーマを与え個別の研究指導を行っ
ている。これまでの研究課題は研究室のHPに記載している。各
人、担当した研究テーマの試料を作成し、X線構造解析、電気抵
抗、磁化測定、中性子散乱等を用いて物性研究を行う。研究の目的
の熟知と最適な実験・解析法の議論に徹する時間が長いが、その中
で「新しい問題への解決法を、自分の手で、いかにうまく切り開く
か」といった研究のおもしろさを伝える様心がけている。

 

研究計画

 最近、超伝導現象と磁性の関わりについて研究を行っています。 現在の研究テーマは、強磁性超伝導に期待される自発
的磁束格子構造の実証、および、CeCoIn5で実現していると思われているFFLO相を実証する事です。 これら２つの現象
は、ともに数十年前に理論的に予言された現象で、これまでに現実の系で実現していることが確認されていない問題で
す。 これらの現象を実験で実証するのは非常に難しく、チャレンジングです。 これまでに培った知識を生かし、可能な
限りの集中力で実験の準備を進めています。

メッセージ

 将来的な人口の大幅減少を見据え、近年、女性パワーの活用が注目されています。個々の活躍の場を見つけるため、大
学生活を充実したものにすることは大切なことです。自分が興味を持てる事を見つけることができる場所、そして、その
興味を延ばすことができる場所を見つけましょう。 一番、大切なことは、ポジティブ思考をもち自らの意思で走り続け
る事だと思います。
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古瀬　奈津子氏名
FURUSE Natsuko

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（文学）（1999東京大学）Ph.D. in  Literature
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）

furuse.natsuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

古瀬奈津子「遣唐使は中国でなにをしていたのか？」 　　　　奈良国立博物館編『大遣唐使展』、pp.266-269 　　　　読売新聞社、
2010年4月 

古瀬奈津子「遣唐留学生与日本文化的形成」 　　　　王勇主編『東亜視域与遣隋唐使』、pp.65-73 　　　　光明日報出版社（中
国）、2010年6月 

古瀬奈津子「日唐営繕令営造関係条文的検討」 　　　　『新史料・新視点・新視角《天聖令論集》』下 　　　　　元照出版有限公司
（台湾）、2011年1月 　　　　　pp.285-287

古瀬奈津子「隋唐与日本外交」 　　　　　北京大学歴史学系学術講座 　　　　　2011年3月28日、於北京大学歴史学系

 Comparative History of Japan and China
 Historical Relationships between Japan and Ch

 １．日中交流史では、遣唐使に関する研究として、奈良国立博物館
で開催された「大遣唐使展」図録に「遣唐使は中国でなにをしてい
たのか？」を執筆した。遣唐留学生が日本文化の形成に与えた影響
について論じた「遣唐留学生与日本文化的形成」（『東亜視域与遣
隋唐使』）が公表された。また、北京大学歴史学系から招聘され
て、遣唐使を含む８世紀の東部ユーラシアの国際関係について、
「隋唐与日本外交」の講演を学術講座として行った。 ２．日唐比較
研究としては、天聖令を使用した営繕令営　造関係条文の日唐比較
研究を行い、「日唐営繕令営造関係条文的検討」を『新史料・新観
点・新視角《天聖令論集》』下巻に発表した。 ３．日本古代の書状
に関する研究である「手紙」について発表した。
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教育内容 / Educational Pursuits

 １．学部では、日本史講読で、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。歩いて学ぶ比較歴史では、東京周辺の遺跡・
遺物・歴史的景観を見学することによって歴史認識を深めた。日本
古代史演習では『続日本紀』延暦４年?６年条を講読し、桓武朝前
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、平城京遷都1300
年に因んで、平城京と飛鳥、京都を訪れた。 ２．大学院教育改革
支援プログラムを引き継いだ比較日本学教育研究センター主催の国
際日本学シンポジム「都市・建築・空間の国際日本学」および国際
日本学コンソーシアム「「日本」とはなにか」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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古田　悦子氏名
FURUTA Etsuko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士（理学）
放射線計測学

furuta.etsuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 中性子放射化分析
 即発ガンマ線分析
 低線量被ばく影響"
 NORM(ノルム）
 トリチウム

 neutron activation analysis
 prompt gamma-ray analysis
 effective doses with low exposure

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Heavy metal elements in toiretories analyzed by INAA, ICP-MS and SEM-EDX. Asia Pacific Symposium on Radiochemistry 2009における
発表内容がRadiochimica Actaに掲載された。

Classification of ores used for the radiation source in NORM as consumer products by PGAA. Asia Pacific Symposium on 
Radiochemistry 2009における発表内容がRadiochimica Actaに掲載された。

International Conference on Advances in Liquid Schintillation　Spectrometryに参加、口頭発表が高い評価を受けた。

「個人装飾品に含まれる放射性物質-放射能濃度と被ばく線量の検討」がJpn.J.Health Phys.に掲載された。

Analysis of some heavy metallic elements added in toiletriesがJpn.J.Health Phys.の“From Japan to the world"に掲載された。

 Naturally occuring radioactive material
 tritium
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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。  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1名の割合で、調査結果を発表し、デスカッショ
ンを行った。  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

 

研究計画

 トリチウムの微量測定法を確立し、環境放射能の測定法として発表予定であり、核融合研究所との共同研究である。  天
然放射性物質を意図的に添加した日用品からの被ばく線量評価を行うとともに、その存在の正当性を問う。国際会議にお
いて発表予定である。  生活圏に存在する日用品中の微量元素分析を行い、毒性等の問題提起を行う。原子炉・加速器等
を用いた研究である。

メッセージ

 放射線に関し、学ぶ機会が今までは極端に少なかったと思います。しかし、2011年3月の原子力発電所事故をきっかけ
に、世界規模で増設への見直しがされようとしています。知らないで過ごしてきたことが、今説明されている事柄が理解
できない状態を生んでいると思います。 これからも、原子力発電所は存在し続けると考えられます。正しく知って、正
しく怖がるために、「放射線」の勉強をして下さい。  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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古谷　希世子氏名
FURUYA Kiyoko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士（理学)(1991　広島大学)
関数解析学（特に、発展方程式と偏微分方程式）

furuya.kiyoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 equat
 Feynman path integrals for Dirac equations
 Wellposed space of nonlineat parabolic equatio

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Furuya, Kiyoko(J-OCHGH-M) Trotter-Kato theorem for weak convergence on Hilbert space cases. (English summary) Adv. Math. Sci. 
Appl. 20 (2010), no. 1, 143-152. 

Komura, Yukio(J-OCHGH-M); Furuya, Kiyoko(J-OCHGH-M) Trotter-Kato theorem for weak convergence II. (English summary) Adv. 
Math. Sci. Appl. 20 (2010), no. 1, 91-105. 

Furuya, Kiyoko(J-OCHGH) On the L2-illposed mixed problem for the wave equations with oblique boundary condition. (English 
summary) Current advances in nonlinear analysis and related topics, 85-93, GAKUTO Internat. Ser. Math. Sci. Appl., 32, Gakkotosho, 
Tokyo, 2010. 

K.Furuya: Trotter-Kato Theorem for weak convergence on Hilbert space cases. 第 36 回 発展方程式研究会報告集 ,

MR2531179 (2010d:47062) Nguyen, Van Minh A spectral theory of continuous functions and the Loomis-Arendt-Batty-Vu theory on 
the asymptotic behavior of solutions of evolution equations. J. Differential Equations 247 (2009), no. 4, 1249&#8211;1274. (Reviewer: 
Kiyoko Furuya), 47D06 (34C27 34D05 35R20 47N20)

 
 

 ディラック方程式の経路積分の表現、 シュレディンガー方程式を
作用素空間での ファインマンの経路積分により数学的に 意味を持
つ様にする 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　数学の立場から見ると 厳密な定義が
与えられていない 積分を定義する為の一次元の測度が存在しないた
めである 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 定義する事によりファインマ
ンタイプの経路積分を 定義する   シュレディンガー方程式の経路積
分の表現、 シュレディンガー方程式を作用素空間での ファインマ
ンの経路積分により数学的に 意味を持つ様にする 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
　数学の立場から見ると 厳密な定義が与えられていない 積分を定
義する為の一次元の測度が存在しないためである 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 定義する事によりファインマンタイプの経路積分を 定義
する

 The idea of Feynman's integral is a topic of great 
interest in mathematics and physics. But rigorous 
mathematical treatment of this integral is not 
enough. We shall define a kind of operator-
valued integration and define the path integrals 
Reducing matri
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教育内容 / Educational Pursuits

 (学　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　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。　この講義では関数解析の基礎的な
ことを学ぶ。   (学　部)数学演習?　 関数解析の演習を行う   (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）数学基
礎演習  （大学院）無限次元測度演習  （大学院）実解析特論 非線
形発展方程式入門：物理学などに現れる４つの典型的な方程式を発
展方程式論の立場から統一的に取り扱う  （学部）数学講究 専門的
な文献の講読を行い、知識を深めるとともに数学における研究の方
法を習得する

 Functional Analysis  A seminar on functional 
analysis  Partial differential equations  
Elementary analysis

研究計画

 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。) 非線形方程式を適切にする空間の研究 

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　大変なときに　頑張りが効きません。 辛い時には
　苦労したことは　無駄にはならない 何らかの形で　身に付くということを　忘れないでください。 
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堀江　充子氏名
HORIE Mitsuko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
理学修士（1981　お茶の水女子大学）
代数的整数論

horie.mitsuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 実アーベル体の類数
 岩澤理論
 類数公式
 
 

 ideal class number of real abelian field
 Iwasawa theory
 class number formula

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

The narrow class groups of the Z_17- and Z_19-extensions over the rational field, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 80 (2010),47-57 
(DOI: 10.1007/s12188-00900030-3) 

On the narrow class groups of the Z_p-extensions over Q for several primes p, Proceedings of the Workshop on Number Theory 2010 
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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HAWLEY DIANE EDL氏名
Diane Hawley NAGATOMO

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
Master of Education: TESOL(Teaching English as Second Language) (1991 ニュ ーポート大学）
英語教授法

hawley.diane.edla@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 
 
 
 
 

 Teacher Identity
 EFL Materials Development
 EFL learning/teaching

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

A Critical Analysis of Gender Representation in an EFL Textbook. Journal of Ochanomizu English Society. No 1. 2010 53-61. 

The Impact of Gender on the Professional Identity of Japanese Teachers of English in Japanese Higher Education. Paper presented at 
the Women Educators and Language Learners (WELL) 2010 Conference. In Musashi Ranzan, Saitama. February 13, 2010 

The Impact of ‘Imagination of Students’ in the Development of the Professional Identity of Four Japanese Teachers of English in 
Japanese Higher Education. Paper presented at the Asian TESOL Conference. Cebu, Philippines, August 14, 2010. 

Gender and the Professional Identity of Japanese University English Teachers. Paper presented at the Japan Association of Language 
Teachers (JALT) 2010 National Conference. November 19-22, 2010. 

Getting Published: Tips from an Author’s Perspective. Invited speaker. Japan Association of Language Teachers, Hamamatsu Chapter. 
Hamamatsu. September 12, 2010.

 Narrative research
 

  My research in 2010 was focused mainly on the 
professional identity of Japanese teachers of 
English in Japanese higher education. I 
investigated how relatively new teachers of 
English developed their professional identity as 
they become members of the co
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教育内容 / Educational Pursuits

 In undergraduate courses I taught mainly academic 
writing/listening classes, and several introductory and advanced 
English conversation classes. For the graduate course, I taught 
classroom management in language education.

 

研究計画

 After I complete my current research project of Japanese teachers of English in Japanese higher education, I would like 
to expand my research of the professional identity of teachers in Japan by looking at an under-researched group of 
teachers that may have an impact on the English ability of Japanese people: foreig women who teach English 
conversation in their homes. I would like to investigate the relationship these women have with their students and 
discover to what extent this teaching and interaction with foreign women in their community has influenced Japanese 
students' motivation to study English and their communicative proficiency in English.

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. 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. The more time you spend, the greater your reward. 
Many students do not think that they can become bilingual speakers of English. But being bilingual is possible if you 
study hard and make an effort. Good luck!
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真島　秀行氏名
MAJIMA Hideyuki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1985　東京大学）
複素領域における微分方程式論
http://www.sci.ocha.ac.jp
majima@math.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 複素領域のおける微分方程式
 数学史
 数学教育
 
 

 Differential equqations in the complex domains
 Mathematical History
 Ｍａｔｈｅmatical education

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

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

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録　1677，2010年5月

真島秀行、「数学A」における課題学習、 「高等学校　新学習指導要領の展開　数学科編」（明治図書、吉田明史編著）所収、2010
年6月、pp205-210 

高木貞治の書籍についてのいくつかの注意、京都大学数理解析研究所講究録、2011年5月刊行予定 

 
 

 複素領域における微分方程式論については、関数の漸近展開につい
てのを研究した。 数学史に関しては、１．関新助孝和の「解伏題
之」（西田明則旧蔵書にも写本一冊）には現代数学の言葉で言え
ば、終結式・行列式のことが書いてある。２次行列、３次行列、４
次行列についての計算を関孝和は逐式交乗と呼び表にまとめてい
る。２次行列、３次行列、そして４次行列の場合、この表からうま
く組み合わせられて交式斜乗で表わされることを関孝和は主張した
ことであった。この表のまとめる順番は相消し合う項の順にしてあ
るということを報告者は初めて指摘し、５次以上の行列についても
同様に逐式交乗の表が作れると関孝和は確信していたであろうが項
数が多くなりかなり煩瑣になるとして交式斜乗に取り換えようとし
て誤ったと推察した。 ２．関孝和の伝記的な面を考えるとき跡目相
続の際の伝達人の花房平左衛門が鍵になることを指摘した。。 数学
教育については、高校数学の課題学習・数学的活動として「虹の数
学」、「油分け算」という教材の改良を行った。
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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３年生向けに関数論とその演習、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、漸
近解析特論として不確定特異点を持つ線形微分方程式の解の漸近展
開論について講義した。 学部4年の数学講究では、微分方程式論の
テキスト、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

 

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。また、弟子である建部兄弟、特に徳川吉宗の相談役であった建部賢弘につい
ても数学と職業との関わりを明らかにしていく。 ３．新学習指導要領の開設も刊行され、「算数・数学的な活動」を通
じて算数・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
の関孝和、建部賢弘、近代日本の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。

341



増田　優氏名
MASUDA Masaru

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（学術）
化学物質総合経営学   
http://www.lwwc.ocha.ac.jp/
masuda.masaru@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 化学物質総合管理・経営学
 評価指標
 社会技術革新学
 リスク管理・危機管理
 知の市場・公開講座

 Integarated Management of chemicals
 Evaluation Indicator
 Socio-Techno Innovation

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kiyohiro Kubota,Asako Kamizono,Shigeki Miyachi,Michio Yuki,Masaru Masuda, Development and verification of new evaluation 
indicators for chemical management in corporations to meet WSSD goals,Journal of Cleaner Production,19(2011)1134-1140 

山田一仁、増田優、 機能性部材分野における事業展開に関する事例研究?機能提案型ビジネスモデルとポリシー・イノベーション?、
技術革新と社会変革?現場基点?、3（1）、社会技術革新学会、17-30（2010） 

増田優 知識体系の再編成と新たな教育体系の創造?社会の現場を基点とした科学と規範の融合?、労働科学、86(3)、労働科学研究所、
151-166（2010） 

八木雅浩、平塚三好、増田優、関村直人、 核不拡散と特許制度に関する研究、危機管理研究、19、日本危機管理学会、1-9、(2011) 

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11）?TSCAの修正は化学 物質総合管理法制の更なる進
展?、化学生物総合管理、6（2）、化学生物総合管理学会、152-178（2010） 

 Risk Management・Crisis management
 Market of Wisdom・Open multiiversity

 1.日本の国際競争力に陰りが見える中で国際的に強い存在感を示し
ている機能性化学企業の事例研究を行い、競争力の主要な要因とし
てポリシー・イノベーションの概念を提起した。 2.持続可能な発展
に関する2002年の世界首脳会議(WSSD)において化学物質総合管理
に係る活動の強化が合意され、2006年の国際化学物質管理会議
(ICCM)において戦略的アプローチ(SAICM)が採択された。このよう
に化学物質総合管理を巡る国際的な動きは加速化しており、国内体
制の強化が喫緊の課題となっている。 2-1.このため、化学物質総合
管理において重要な役割を果たす各主体の自主的活動を促進する方
策について検討を行い、化学物質の総合管理に係る行動を評価する
指標体系を開発し、企業、政府機関、大学、試験研究機関の評価を
行い比較検証した。 2-2.また、国際的な比較を行いつつ、化学物質
のもたらすリスクを科学的知見と科学的方法論に基づいて管理して
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。 

 1.We created new concept of policy innovation 
in addition to process and product innovation 
through case studies of Japanese functional-
chemicals companies to explain strong 
international competitiveness and great Presence 
in global market. 2.Integrated 
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教育内容 / Educational Pursuits

 １．国際的な行動計画においても、キャパシティー・ビルディン
グが最重要課題のひとつとして掲げられているが、化学物質総合管
理のためには、化学物質の特性に関する自然科学的な知識から条約
や法律に関する社会科学的知識まで幅広い知見を身につけることが
必要である。その出発点として、安全管理概論やリスク管理（演
習）,化学物質総合管理学の講義を行い、科学的知見および科学的
方法論と法律や条約の関わりなどにつて論じた。 ２．また、多様
な社会人を対象に、化学物質や生物の管理、或いは技術革新と生活
や社会の変革の関わりなどに関して、実践的で総合的な学習の機会
を提供するために「知の市場」を実施した。2010年度は、専門機
関や実務機関などから総勢543名の講師陣を組織化し、全国31拠点
で96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3936名を全国から
得た。 

 １．Capacity building of human resource is 
stated as the highest priority issue at UNCED & 
WSSD. To provide a broad range of knowledge 
from natural, social & cultural science essential to 
fully understand risk management, lectures on 
Regulatory Science and

研究計画

 1．教育機関、試験評価機関、政府機関などに対しても適用可能な化学物質総合管理に関する評価指標を用いて企業など
の活動評価を実施するととも公開する。 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．ＡＢＣあるいはＮＢＣの分野における危機管理のあり方について比較検証する。 ５．ポリシー・
イノベーションの視点から成長が著しい企業の競争力の要因を検証する。 ６．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。 ７．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。 ８．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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益田　祐一氏名
MASUDA Yuichi

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1984　名古屋大学）
溶液化学、無機物理化学

masuda.yuichi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 核磁気緩和 
 プロトン移動
 溶媒和
 水素結合
 

 nuclear magnetic relaxation
 proton transfer
 solvation

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 hydrogen bond
 

 プロトン移動反応に伴う電荷移動（ＰＴ）は，周囲の環境とつよく
相互作用する。特に溶液中における反応障壁の比較的小さい分子内
ＰＴプロセスでは，溶媒和の静的あるいは動的揺らぎが直接そのダ
イナミックスに関与する。しかしながら，このような系について，
ＰＴ速度を直接観測した例は，今のところ見あたらない。本研究で
は，核磁気緩和に対する，ＰＴ過程による磁気的相互作用の揺らぎ
の寄与を抽出し，溶液中で分子内ＰＴ速度を決定する方法を確立す
るとともに，２，３のＯＨ．．．Ｏ分子内水素結合系に適用した。
また，同様の方法を，ＮＨ．．Ｈ水素結合系へ拡張し，その分子内
ＰＴ速度を決定した。これらの実験から得られた結果により，これ
まで行われてきた分子軌道法を中心とする理論計算の結果が，多く
の場合，実測値を反映していないことが示されたとともに，この原
因として，溶媒との局所的な相互作用の重要性が示唆された。

 The charge migration accompanying 
protontransfer(PT) reactions strongly couples 
with the environment. Static and dynamic 
fluctuations of the solvation should contribute 
the PT dynamics in intramolecular PT processes, 
which have relatively low reaction ba
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教育内容 / Educational Pursuits

 ＜学部＞ ・ 「基本化学実験」：化学科新入生に対して，大学にお
ける化学特に実験に関する包括的理解と基本的な実験手法について
の教育を行う。化学実験を中心に，高大の補完的な内容も含
む。 ・ 「無機実験」：配位結合の概念を機軸におき，基礎的な無
機化学の定性実験を通じ，多様な無機化合物の反応を体系づけて学
ぶことをめざす。 ・ 「基礎無機化学」においては，「無機化学」
の範疇を超え，今日的意味での，化学における様々なモデルやその
背景についての理解を深めることをめざす。また，「分子分光学」
においては，分光学の技術的，知識的側面ではなく，量子化学の実
在の分子への適用といった側面から，今日の化学が根ざす理論的な
背景の理解に努める。 ・ その他，各種演習，コアクラスタ（オム
ニバス）など。 ・ 卒業研究指導 ＜大学院＞ ・ 液体，溶液に関す
る講義演習。核磁気共鳴法を中心とする分光法の原理と応用，測定
技術に関する教育。 ・ 修士特別研究の指導。 

 <Undergraduate> - “Basic Chemistry Experiment” 
: An education for introductive chemical 
experimental techniques and the comprehension 
of chemistry at undergraduate level including 
complementary subjects between undergraduate 
and high school chemistry. - 

研究計画

 プロトン移動速度に対する溶媒効果の検証：　溶媒の特性を鑑み，ＰＴ速度の溶媒依存性について系統的な実験を行
う。その結果を基に，溶媒との相互作用の大きさ，及び，溶媒和の揺らぎのダイナミックスとＰＴダイナミックスの相互
作用メカにズムについて検証を行う。これらの結果は，溶液中はもとより，動的静的に揺らぎを持つ媒体中での電荷移動
速度についても実証的な予測を可能にすることが期待できる。

メッセージ

 自然科学の研究を行うことは，ある意味で，演奏家の行為に似ている。モツァルトのある作品を解釈するとともに演奏
家の個性と融合させながら，楽器の演奏として表現することは，自然界のある事象について，観察・実験を行いその結果
を第三者に認識されうる形で表現することと類似である。このような視点に立てば，学部における様々な勉学は表現手段
として，楽器の演奏に係わる様々な技法・技術の習得に相当している部分が多い。しかしながら，演奏家にとってもっと
も大切なことは，楽譜から何を感じ取り，また，それが脳髄のフィルターを通して何を表現するか，といった内在的なと
ころである。自然科学を志すものは，感じ取るみずみずしく鋭いセンサーと，センサーからのインプットと自己を融合さ
せる柔軟な心を持ってほしい
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松浦　悦子氏名
MATSUURA Etsuko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1982　東京都立大学）
遺伝学

matsuura.etsuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 ショウジョウバエ
 ミトコンドリア
 ミトコンドリアDNA
 老化
 

 Drosophila
 mitochondria
 mitochondrial DNA

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Okamoto, H., Umeda, S., Nozawa, T., Suzuki, M. T., Yoshikawa, Y., Matsuura, E. T., and Iwata, T. (2010) Comparative proteomic analyses 
of macular and peripheral retina of cynomolgus monkeys. Experimental Animals 59:171-182.

 ageing
 

 ミトコンドリア転写因子A(TFAM)の過剰発現の効果：mtDNAの転
写因子であるTFAMの過剰発現が，酸化ストレス下における寿命に
およぼす影響を調べることによって，TFAMの機能と寿命決定の機
構との関連を解析する。 ミトコンドリア置換系統における活性酸素
の産生量：塩基配列が異なるmtDNAをもつD. melanogasterの系統が
異なる寿命を示すことを利用して，mtDNAと核ゲノムの相互作用に
よるミトコンドリア機能および活性酸素種の産生と寿命との関わり
について考察する。 温度に依存したmtDNAの伝達：人工的に作成
したmtDNAヘテロプラズミー系統にみられる温度に依存したmtDNA
の選択的な伝達の機構を明らかにするため，mtDNAの複製開始点付
近のDNAへ結合するタンパクをゲルシフトアッセイによって検索
し，選択的伝達と複製機構との関連について検討する。 

 Effects of overexpression of Tfam gene in 
Drosophila: TFAM, necessary for transcription 
initiation of mtDNA, has been shown to package 
mtDNA molecules. We previously found that 
TFAM overexpression caused shortened lifespan. 
However, in the presence of ox

346



教育内容 / Educational Pursuits

 １） 学部（基礎） 共通科目「基礎生物学B」，学科必修科目「基
礎遺伝学」「分子遺伝学」を分担で担当した。「基礎生物学B」で
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，メンデル遺伝学の分子的な解釈，遺伝子
の構造，遺伝子発現の調節，ゲノムなどを取りあげた。 ２） 学部
（専門） 「分子遺伝学実習」を分担で担当し，DNA断片のクロー
ニングから塩基配列決定までの一連の実験を行った。 ３） 大学院
前期課程 「オルガネラ遺伝学」および遺伝カウンセリングコース
対象の「オルガネラ遺伝学特論」では，ミトコンドリアに関連する
内容を講義したのち，受講者がそれぞれの興味に基づいて選んだ論
文を発表形式で読み，最新の研究動向に対する理解を深めた。 

 1) For Undergraduates (Compulsory) In “General 
biology B”, I lectured on the chemical structure of 
DNA, DNA replication, mutation, and DNA repair. 
In “Basic Genetics” and “Molecular Genetics”, I 
lectured on the molecular aspects of Mendelian 
genetics and

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。

メッセージ
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松浦　秀治氏名
MATSU''URA Shuji

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1982　東京大学）
自然人類学（特に人類進化学、先史学、年代学）
http://www.eng.ocha.ac.jp/anthropol/index.htm
matsura.shuji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kondo-Nakamura, M., K. Fukui, S. Matsu'ura, M. Kondo and K. Iwadate (2010) Single tooth tells us the date of birth. International 
Journal of Legal Medicine, Published online 16 October 2010 (DOI: 10.1007/s00414-010-0521-x). 

松浦秀治 (2010) 人類最初の出アフリカ（Out of Africa）と東方アジアへの拡散問題．第四紀研究，Vol.49，pp.293-298.

 Palaeolithic homind remains of Japan
 fossil hominids of Java

 ＜主要研究テーマ＞ １．人類の起源と進化：特にその年代論、年
代・環境的背景 ２．化石骨の年代測定・判定学 ３．ジャワ原人や
日本の旧石器時代人類の編年および変遷史 ＜研究目的＞ 大きな目
的は「ヒトとはどういう生物か」を知ることである。それには多面
的・多角的な調査が必要となるが、私の場合は、地球における人類
の起源と進化という面に興味を持ってアプローチしている。人類の
進化を研究するには、進化の道筋をたどる具体的な資料であり、
様々な生命・生命体情報の宝庫として「化石となった生」とも言え
る古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。 

 The main purpose of my research is to 
understand the uniqueness of our species, "why 
a human", and there should be diversified and 
many-faceted attacks to this problem. I have 
been approaching this problem from the 
palaeoanthropological and evolutionary 
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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、主に自然人類学に関する研究
を指導した。 ＜学部＞ 生物人類学／自然人類学（全学共通科目） 
ヒトと文化／生物人間論（生活科学部共通科目） 人類進化史（生
活科学部専門科目） 人間・環境科学実験実習（生活科学部専門科
目） 人間・環境科学演習（生活科学部専門科目） 人間・環境科学
輪講?及び?（生活科学部専門科目） ＜大学院＞ 文化財科学特論
（ライフサイエンス専攻） 総合生命科学（大学院共通科目）

 In the school year of 2009, I supervised 
graduation studies mainly on physical 
anthropology, and instructed classes such as 
introduction to biological/physical anthropology, 
general human biology, human evolution, 
experiment and training on human-environ

研究計画

 2010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(B)「ジャワ原人の年代論争の終結へ向けて」（代表
者）がある。本研究は、ジャワ原人化石に関する年代論争の終結に向けて、2000年からの地質年代学的国際共同調査の
成果を踏まえ、異なる年代観が錯綜する現状を検証しつつ、確かな基盤を持った編年モデルの再構築を行うものであり、
東方アジアにおける人類進化史の解明を目指すものである。また、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るため、日本の旧石器時代人骨の再評価と編年の再検討を行っているが、特に沖縄の人類化石に
関する共同研究を発展させる予定である。 ＜共同研究可能テーマ＞ １：化石骨の年代測定に関する研究 

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、学問の区分ではない。自分の目指す学問にそうしたレッテルを貼る必要は全くない。入学後は、「自分は理
系」「自分は文系」などという枠を自らにはめることなく、自分は何に興味があり、何を解決したいのかという原点を大
切に考えて、必要な知識と技術を身につけてほしいと思う。 
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松﨑　毅氏名
MATSUZAKI Takeshi

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
文学修士（1985　東京都立大学）
イギリス文学、特に１７世紀詩

matsuzaki.takeshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 イギリス文学
 17世紀
 
 
 

 British Literature
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 
 

 昨年に引き続き、17世紀の詩人アンドルー・マーヴェルの作品に
ついてその政治的アイデンティティーの問題を考察した。特に内乱
後の共和制期にオリバー・クロムウェルについて書かれた讃歌、哀
歌を研究対象とし、テクストの精読と研究書の多読を心がけた。そ
の過程で、政治的アイデンティティーと深く関わる問題として、そ
のプロテスタント的な救済史観に注目し、それを細かく検討してい
くと、その救済史観が、国教徒で王党派のヘンリー･ヴォーンなど
と多くの共通点を持つことが明らかになった。
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教育内容 / Educational Pursuits

 　コア英語科目では、昨年に引き続きMoodleを利用し、学生が自
宅からMoodle上の音声ファイルにアクセスしていつでもリスニン
グの練習が行えるようにし、それを授業と関連付けることで、総合
的な聴解力・読解力が向上するよう工夫した。 　専門科目では
「英米文学（中級）」で17世紀の宗教詩と政治詩、また女流詩人
の作品を読み、それらがどのように17世紀という時代の思想や社
会、またその時代のジェンダー配置と関連しているかについて考察
した。 　「英米文学演習（初級）」では、ワーズワース、コール
リッジ、ブレイク等ロマン派の詩をテクストに、英語の詩の音韻と
意味の関わり、また、ロマン主義的な自然観・人間観について学生
の理解を深めた。

 

研究計画

 現在はアンドルー・マーヴェルという詩人の膨大な量の作品を精読するとともに、先行研究の確認を行っている。今後
は、この詩人の作品を、正典、非正典を問わず、同時代の多様な文学テクストと関連付けることで、その作品の持つ政治
性を、より詳細な部分まで明らかにしていきたい。科研費等の獲得も視野に、共同研究の道も模索している。

メッセージ
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松本 聡子氏名
MATSUMOTO, SATOKO

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任リサーチフェロー
博士（人間科学）／Ph.D
環境心理学/Environmental Psychology

matsumoto.satoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 環境心理学
 住環境
 発達心理学
 
 

 Environmental Psychology
 Residential Environment
 Developmental Psychology

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

菅原ますみ・松本聡子（2009）「NICHD発達初期の保育と子どもの発達に関する研究：4歳半までの研究結果」日本子ども学会編『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』pp.9-57. 東京：赤ちゃんとママ社. 

Matsumoto, S., Murohashi, H., Yoshitake, N., Furusho, J. and Sugawara, M. (2010) A Preliminary Study of the School and Family 
Environment of Japanese Junior High School and High School Students. Proceedings 09 Selected Papers.

松本聡子（2010）「第5章育児期の居住環境について」ベネッセ次世代育成研究所　『第1回　妊娠出産子育て基本調査・フォロー
アップ調査報告書（1歳児期）』pp.56-65.　ベネッセ次世代育成研究所． 

 
 

 子どもをとりまく養育環境について、主に住環境と母親の子育てス
トレスに関する縦断研究を行っているが、2010年度も継続して調査
研究を実施した。

 One of my major research interest is the 
relationship between child-rearing environment 
and child development. In our longitudinal 
research project, I am examining the relationship 
between residential environment and mothers' 
parenting stress. In 2010, I
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

 住環境が子どもの発達や養育者に及ぼす影響について行っている経年調査の分析を進めていきたいと考えている。

メッセージ
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三浦　徹氏名
MIURA Toru

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士（1986　東京大学）
歴史学（特にアラブ・イスラム史）、都市研究、中東地域研究

miura-t@pis.bekkoame.ne.jp

 研究者キーワード / Keywords

 イスラーム
 裁判
 都市
 契約
 寄進

 Islam
 trial/law court
 city

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

　 “The Salihiyya Quarter of Damascus at the Beginning of Ottoman Rule: The Ambiguous Relations between Religious Institutions and 
waqf Properties”, Syria and Bilad al-Sham under Ottoman Rule: Essays in Honour of Abdul-Karim Rafeq, edited by Peter Sluglett, 
Leiden:Brill, 2010,　pp.269-291.

三浦徹編著『イスラーム世界の歴史的展開』（放送大学教材）放送大学教育振興会、平成23（2011）年３月、243頁。

 contract
 donation

 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。 ３．科学研究費補助金「ワクフ経済の社会
史：16世紀ダマスクス州ワクフ調査台帳の研究」（平成22-24年
度）が採択され、ワクフ（宗教的寄進財）に関するデータベース構
築を開始するとともに、ダマスクス（シリア）での史料調査を実施
した。 
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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．「宗教文化と
ジェンダー」（文理融合LA科目）「東洋史概説」（比較歴史学専
門科目）において、ウェッブサイトによる学修支援システムPlone
を用い、ウェッブによる教材の提示や課題提出など新たな授業方法
を活用し、学生から高い評価をえた。 ３．学内共同研究経費をえ
て、グローバル文化学環教員とともに、『グローバル文化学』とい
う大学生向け教科書を編纂した（23年4月刊行）。 放送大学授業
「イスラーム世界の歴史的展開」の主任講師（客員教授）として、
番組の作成と教科書の執筆にあたった（23年度より毎学期放映）

 

研究計画

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、爽快になる。
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水野　勲氏名
MIZUNO Isao

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（理学）、東京都立大学、1998年
数理地理学、経済地理学
http://info.pr.ocha.ac.jp/staff/detail.asp?staff=78927827
mizuno.isao@cc.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

空間的相互作用モデルと「地図パターン問題」再考。日本行動計量学会３８回大会（埼玉大学）論文抄録集

 map and anonimity
 South Korea

 ?空間的相互作用モデルを「地図パターン問題」から再考した結果
を、学会発表した。 ?科学研究費「地図と匿名性に関する地理学研
究」の研究会を２度開き、このテーマの諸外国での先行研究の検討
を行った。

 ? I reconsidered spatial interaction model from 
the "map pattern problems" approach and read 
the paper of the results. ? My collaborators and I 
started the theme "Geographical exploration of 
the problems between maps and anonymity" and 
held the two semin
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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、地理学フィー
ルドワークＢ（神田川、吉祥寺）を行った。また地理学の専門科目
である、経済地理学、地域分析学演習、卒論の指導を行った。３名
の卒論生の指導を行った。 　大学院では、博士前期課程の地域経
済論で、経済地理学の最新のテキストを輪読し、検討した。修士課
程２名、博士課程２名の研究指導を行った。

 At undergraduate level, I delivered two lectures 
(Urbanity and Nature, Economic Geography), two 
field trips (Kanda River and Kichijoji in each one 
day), and one seminar (Regional Analysis). I made 
a guidance for three theses of undergraduate 
students. At

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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水村(久埜)　真由美氏名
KUNO MIZUMURA Mayumi

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
教育学博士  (1997　東京大学）
身体運動科学（特に運動生理学およびバイオメカニクス）

https://sites.google.com/a/dancesci.com/www/
mizumura.mayumi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

身体運動
運動生理
動作解析
舞踊表現
健康科学

human movement
exercise physiology

motion analysis

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「胸椎および腰椎可動性の加齢変化」（橋本有子、水村（久埜）真由美）2010、体育学研究 55(2), 333-342

「THE EFFECS OF DANCE TRAINING ON　PHYSICAL PERFORMANCE  FOR JAPANESE SEDENTARY YOUNG FEMALES 」（M. Kuno-
Mizumura, M. Yoshida, Y. Yoshida）2010、Proceedings of 15th congress of European College of Sports science, CD-ROM.

「クラシック・バレエダンサーの大腿にみられる筋断面積および筋体積の特性」（水村真由美、熊川大介、角田直也、池川繁樹）2010、日
本バイオメカニクス学会予稿集

「芸術性が求められる跳躍の動作特性：新体操とクラシックバレエの画像解析から」（水村真由美、吉田康行、石崎朔子）2010、日本体育
学会予稿集、61、164

「Establishment of the first association for dance medicine and science in Japan, and results of questionnaires by the participants in the first 
annual meeting」(M.Kuno-Mizumura, H.Ashida, E.Hiraishi, Y.Hashimoto,D.Hindly)  2010、Proceedings of 21th congress of International 
Association for Dance medicine and science, CD-ROM.

expression in dance movement
health sciene

今年は、昨年に引き続き、１）舞踊動作の自然科学的研究　に加
え、科研費の研究課題として新規に２）幼児の調整系能力の発育発
達研究の研究、加えて民間の研究財団から助成を受けた研究テーマ
として、3）音楽から舞踊動作に与える影響を検討する研究、4）腕
の多関節動作に発育発達および舞踊経験が及ぼす影響を検討する研
究の大きく計4つの研究テーマに関連して調査を行った。本学共通
機器として、新規導入されたモーションキャプチャーシステムを用
い、クラシックバレエの基本的な複数の動作を、学生からプロダン
サーにいたるまでさまざまな技術レベルを対象にデータを取得し、
熟練差がみられる動作特性を検討した。また幼児の調整系能力の発
育発達研究については、年度初頭より幼稚園に出向き、画像解析を
行なったり、科研費テーマであり、幼児の調整系能力の調査に関し
ては、東京都および沖縄県の幼稚園に出向き、さまざまな実験を実
施した。また今年度は、2年前に院生とともに行なった調査が体育
学研究に原著論文として掲載されるとともに、自らも4件の研究発
表を国内外で行なった。

Research project in 2010 was consisted of five main 
topics. 1) Biomechanical characteristics of dance 
movements. 2) Physical fitness and motor skills  in 
preschool children. 3) The effect of music on movement 
characteristics. 4) Developmental changes in kinematic 
characteristics in smooth arm movement in dance. 5) 
Muscle fatigue induced by holding baby in standing. 
First research topic was long-term research project for 
our laboratory In 2010, we collected data using new 
motion capture system in our university.  For 2) to 
4) ,research projects were done in kindergardens both 
in Tokyo and Okinawa. For 4), this research was done 
corabolating with Combi Inc..
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教育内容 / Educational Pursuits

学部教育としては、解剖学、運動学、動作学、生理学、動作学
実験演習、表現行動論、身体文化論、健康スポーツ実習（筋力
トレーニング）を担当し、大学院では表現行動科学特論、表現
講堂科学実験演習を担当した。また研究指導は、学部生3名、博
士前期課程2名の卒業論文と修士論文の指導を行った。また博士
後期課程３名の大学院生については、引き続き学位論文に向け
ての研究指導を行った。卒業論文、修士論文のテーマは以下の
通りである。卒業論文「筋疲労に対するダイナミックストレッ
チングの効果」「クラシックバレエダンサーの大腿にみられる
筋断面積および筋体積の特徴」「ダンストレーニングがスタ
ティックストレッチング直後の筋力発揮に及ぼす影響」「下肢
アライメントと関節弛緩性が大腿部の筋厚に及ぼす影響」修士
論文「立位での体幹屈曲•伸展動作における脊柱可動性の加齢変
化」なお院生が、日本体育学会にて１演題、それぞれの研究
テーマで研究発表をし、その指導を行った　

In 2010, I　have taught anatomy, exercise physiology, 
biomechanics, kinesiology, biomechanical experiment, 
human movement science and PE class (resistance 
training) for undergraduate students. For graduate 
students, I have had two more classes.  I have 
supervised three under-graduate students, one master 
students, and three Ph.D students for their own research 
project. One graduate students made presentation at 
national conferences of Physical education and fitness in 
Aichi.

研究計画

舞踊を中心としたさまざまな身体運動による人間の身体諸機能の可塑性を検討するとともに、熟練した舞踊動作、いわゆる
芸術性の高いと評される運動の成立のメカニズムを解明したいと考えている。メタボリックシンドロームなどの健康問題が
社会的に注目されている今日、運動実践の意義は現代に生きる我々にとって大きな意味をもつ。こうした運動を行う健康科
学意義あるいは難しい運動を学習する過程での身体の可塑性について今後も研究を発展させたい。共同研究の可能性として
は、子供から高齢者に至る老若男女あらゆるヒトの健康に対して運動の有効性を検証する研究を、「健康」に関わるすべて
の団体（民間企業や地方自治体など）と共同に行う実績ももち、今後もそうした共同研究を進めたい。また運動の中でも
「踊り」を中心とした、研究対象としては、「子供」や「女性」を対象とした研究に興味をもつ方たちとの共同研究を進め
たい

メッセージ

人間の行う動きは非常に複雑で巧みです。その動きや動きを起こす身体のしくみに興味をもって地道に研究を続けられる若
い人たちと一緒に研究をしたいと思っています。私が所属するコースは、国立大学法人唯一の舞踊を専攻することのできる
コースです。またその中にあって、私は唯一自然科学系の学問領域から、舞踊やスポーツ、さまざまな運動を対象として、
研究を行っています。「舞踊を科学」してみたい人にとっては、まさに日本で唯一の教育環境といってもいいでしょう。ま
た働く女性とし、母として、女性のライフスタイルと運動や健康に関しても大きな興味をもっています。エネルギー溢れた
女性のライフスタイルをサポートする研究を一緒に行ってみませんか？老若男女を問わず、運動が人間の身体に及ぼす影響
について、健康科学や身体表現の観点から、企業とも共同研究を進めています。今後とも積極的に共同研究を行いたいと
思っています。I am interested in complicated but well-organized human movements from simple human walking to beautiful 
dancing. My laboratory is the only dance and exercise science labolatory in Japan. I would like you to join our research 
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宮内　貴久氏名
MIYAUCHI Takahisa

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（文学）　（2003年　筑波大学）
民俗学、文化人類学

miyauchi.takahisa@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 家相
 風水
 大工
 三輪神道
 建築儀礼

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

宮内貴久 2010 「生活感なき衣食住研究」『日本民俗学』第262号 

宮内貴久 2011　「風水ブーム再考」『比較日本学研究センター研究年報』第7号

 
 

 三輪神道系統の大工儀礼書の所在調査を全国的に行った。和歌山県
和歌山市の丹生家文書、秋田県秋田市立図書館蔵文書が発見され
た。丹生家文書は幕末の文書で上棟式以外にも遷座関連の文書など
複数の文書が存在し、実際に儀礼で使用されたと推定される。ま
た、秋田市立図書館蔵文書は『番匠秘書』と題されていた。三輪神
道の建築儀礼だけでなく、「地判」「四神相応地」「屋敷二十二相
図」など陰陽道書の『&#31776;&#31755;内伝』造屋編の内容が含
まれており、近世の大工が必要とされた知識の一端を明らかにする
事ができた。 呪い歌では「霜柱氷の梁に雪の桁雨の垂木に露の葺き
草」が火伏せの歌として全国的に分布している。大工儀礼書にも記
されており、先述した文書にも記されている。長野県長野市の文書
に、上棟式の祝詞に同歌が記されており、大工儀礼書に記された歌
が､実際に上棟式という儀礼の場で歌われた事が確認された。この
ことにより、同歌が口頭で伝承されただけでなく、文字によっても
伝承されていた事が明らかになった。 
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ

 大学はキャンパスで学ぶだけでなく、図書館や美術館・博物館といった学外の施設、さらにはフィールドワークにより
広く学ぶところです。 　私は機会があるごとに学生を連れて色々なところに出かけています。三年間続けて八王子市の
八王子祭りで使用される山車の調査を行っています。聞き書き調査だけでなく、祭礼当日に山車を実際に曳くなど参与観
察も行っています。お茶大に入って色々なところを訪れて学びましょう。
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三宅　亮介氏名
MIYAKE Ryosuke

所属 大学院人間文化創成科学研究科
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士（理学）/ Ph. D
化学

http://web.me.com/ryousuke1130/miyake_group/Top.html
miyake.ryosuke@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

錯体化学
超分子化学

coordination chemistry
supramolecular chemistry

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

‘Crystal Transformation and Host Molecular Motions in CO2 Adsorption Process of a Metal Benzoate-Pyrazine (MII = Rh, Cu)’, J. Am. Chem. 
Soc. 2010, 132, 3783-3792, S. Takamizawa, E. Nakata, T. Akatsuka, R. Miyake, Y. Kakizaki, H. Takeuchi, G. Maruta, S. Takeda.

‘Single Crystal Membrane for Anisotropic and Efficient Gas Permeation’, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 2862-2863, (communication), S. 
Takamizawa, Y. Takasaki, R. Miyake.

‘Switch of Channel Geometry by 1D Component Slide Responding to Slight Structural Stimuli of Adsorbed Guest’, CrystEngComm, 2010, 12, 
82-84, S. Takamizawa, T. Akatsuka, R. Miyake.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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宮澤　仁氏名
MIYAZAWA Hitoshi

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士(理学)　東京都立大学　2003年
都市地理学, 福祉地理学, 地理情報システム(GIS)

miyazawa.hitoshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

宮澤　仁 2010．郊外ニュータウンの現状と将来?多摩ニュータウンの事例から?．季刊家計経済研究 87: 32-41．（招待論文）

宮澤　仁 2011．教育，都市内集住地（1）．石川義孝編『地図でみる　日本の外国人』ナカニシヤ出版，42-43，50-51．（分担執
筆）

宮澤　仁 2010.10．地域密着型サービス事業所の事業展開における地域交流・地域連携の取り組み?長崎市の介護事業所を事例に?．日
本地理学会少子高齢化と地域問題研究グループ例会．（口頭発表）

 Gaihozu
 

 1.少子高齢時代の生活問題と環境整備に関する地理学的研究 　高齢
社会における社会保障事業と地方行財政 　都市における障害体験と
バリアフリー整備 　女性の社会参加とジェンダー化された都市空間
　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、2の研究
に関して論文1編の執筆と書籍の分担執筆を1件行った。1の研究に
関しては学会発表を1件行った。また、3 の研究に関連しては、大
学間で組織する外邦図研究グループの主要メンバーとして継続して
取り組んでいる。

 1.Geographical studies on welfare problems and 
living environmental planning 2.Regional 
analysis of a shrinking economy and society 
3.Gaihozu Digital Archive 
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教育内容 / Educational Pursuits

 ・お茶の水女子大学　地理学の専門教育：都市地理学/ 福祉地理学
/ 人文地理学分析演習/ 地理情報システム/ フィールドワーク ・放
送大学　一般科目:人文地理学（分担）

 ・Ochanomizu University:　Urban Geography, 
Welfare Geography, Analytical Human 
Geography, Geographic Information Systems, 
Field Work ・The Open University of Japan: 
Human Geography

研究計画

 1.科学研究費補助金に採択された研究プロジェクト「現代日本の人口減少問題に対する外国人定住化の貢献に関する研
究」に参加しており、社会学等の他分野の研究者と共同研究を行う。 2.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「所得水準と健康水準の関係の実態解明とそれを踏まえた医療・介護保障制度・所得保障制度のあり方に関
する研究」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�bトに
よる公開のシステムを整備する。 　何れも多方面の研究者・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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宮本　泰則氏名
MIYAMOTO Yasunori

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
理学博士（1989　筑波大学）
分子細胞生物学（特に細胞接着分子の分子細胞生物学）
http://www13.plala.or.jp/miyamotolab/
moyamoto.yasunori@ocha.ac.jjp

 研究者キーワード / Keywords

 細胞接着
 神経形成
 細胞外マトリックス
 インテグリン
 ビトロネクチン

 cell adhesion
 neurogenesis
 extracellular matrix

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kotone SANO, Yasunori MIYAMOTO, Nana KAWASAKI, Noritaka HASHII, Satsuki ITOH, Misaki MURASE, Kimie DATE, Miki 
YOKOYAMA, Chihiro SATO, Ken KITAJIMA, Haruko OGAWA　 “Survival signals of hepatic stellate cells in liver regeneration are 
regulated by glycosylation changes in rat vitronectin, especially decreased sialylation.”　 Journal of Biological Chemistry （2010）285, 
17301-170309　（査読有） 
Mianzhi TANG, J. Carlos VILLAESCUSA, Sarah X. LUO, Camilla GUITARTE, Simonia LEI, Yasunori MIYAMOTO, Makoto M. TAKETO, 
Ernest ARENAS, and Eric J. HUANG　 “Interactions of Wnt/β-Catenin Signaling and Sonic Hedgehog Regulate the Neurogenesis of 
Ventral Midbrain Dopamine Neurons” Journal of Neuroscience (2010) 30, 9280-9291　（査読有） 

 integrin
 vitronectin

 生物の体制は、細胞同士の接着及び、細胞と細胞の周りにある不溶
性成分である細胞外マトリックスとの接着により構成されている。
研究目的として、これらの接着が、細胞の増殖、分化、細胞死に及
ぼす影響を明らかにすることをめざしている。特に、神経細胞形成
に対する影響を細胞外マトリックス、ビトロネクチンや細胞間接着
に関わるβ‐カテニンの影響を解析している。2008年度の前半、神
経の組織学的な研究を行うために、サバティカルを取り、アメリカ
サンフランシスコにあるカリフォルニア大学サンフランシスコ校に
滞在し、Huang博士のもと中脳ドーパミン神経に対するβ‐カテニ
ンの役割の解析に関する研究を進めた。また、並行して、マウスの
小脳顆粒前駆細胞運命決定における細胞接着分子ビトロネクチンの
役割解析を進めている。研究成果として、中脳特異的にβ-カテニン
を欠損させることにより、β-カテニンが神経形成に複数の段階にお
いて関わっていることを明らかにした。

 Organisms are constructed with adhesion 
between cells and between cell and extracellular 
matrix. Purpose of my study is to examine the 
effect of the adhesions on cell proliferation, cell 
differentiation, and cell apoptosis. Especially I am 
analyzing the 
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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生物学を生物
学科の中で担当している。 2010 年度学部担当科目 学科必修科目
「分子細胞情報学」細胞外シグナルが標的分子までのシグナル伝達
機構に関して概説した。 「細胞生物学実習」細胞外マトリックス
分子に関する精製法、細胞接着活性測定を含め、動物細胞への遺伝
子導入及びタンパク質発現などの実習を行った。 「生物学実習?」
物質分離?を担当 「特別研究」1名の学生を担当し、卒業研究発表
会及び卒業論文の指導を行った。 大学院担当科目 「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）

 I deliver lectures about molecular cell biology, 
which is my major, for undergraduate and 
graduate students. My allotted class in 2010 of 
undergraduate program. “Molecular cell signal 
transduction” The outline of signal transductions 
from extracellular s

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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三輪　建二氏名
MIWA Kenji

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
1983.3.31　教育学修士　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
lw.cc.ocha.ac.jp/qube.li.ocha.ac.jp/hss/educi/miwa/
miwa.kenji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 社会教育主事講習
 学習する組織
 省察
 
 

 
 
 reflection

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

放送大学大学院の印刷教材である『生涯学習の理論と実践』放送大学教育振興会を，単著で2010年３月に刊行した。この教材をもと
に年２回，放送大学大学院の授業が放映されている（火曜日夜）。

社会教育主事課程をもつ全国の大学を対象にアンケート調査をした結果を，『大学における社会教育主事課程に関する調査』（社養
協，2010年７月）として刊行した。そこでは，調査の結果，社会教育実習を軸とする実践力養成の主事課程が必要であるという結論
をまとめた。

2010年７月25日（日）に，「実践を物語り・聴き合う」ことを目指した第２回お茶の水女子大学ラウンドテーブルの実施した。総勢
90名の参加者があり，今年度は特に，附属の教員の参加が20名あり，現職研修として位置付けることができた。

学校教育研究部主任研究員として附属の現職研修を担当し，お茶大ラウンドテーブルの他，福井市立至民中学校，福井大学教職大学
院，アトム共同保育園を現職研修の観点から視察し，報告書『平成22年度現職研修の記録』（2011年3月）としてまとめた。

現職の社会教育関係者を対象とする通年の講習が必要ではないかという観点から，お茶の水女子大学社会教育主事講習の準備をし，
2011年3月，文部科学省生涯学習政策局社会教育課に申請書を提出した。順調にいけば，平成23年５月末より，お茶の水女子大学社
会教育主事講習を開講の予定である。

 
 

 １．現職者・社会人向けの研修システムの開発として，2010年度
は，?お茶の水女子大学ラウンドテーブルの実施（７月25日），?附
属学校園の現職研修システムの現状分析，先進的な事例の検討（福
井市立至民中学校の訪問など）を行った。 ２．平成23年度開講を
めざして，通年・隔週・土日中心のお茶の水女子大学社会教育主事
講習の準備を行い，文部科学省生涯学習政策局社会教育課に申請書
を提出した（2011年3月）。 ３．全国の大学における社会教育主事
課程の実体調査を実施し，現状を把握すると同時に，今後の展望と
して，「社会教育実習」中心のカリキュラム開発が必要であること
を提言した。

 １．To develop the training programms for 
mature students: a) to develop the "roudtable 
programm" for school teachers, social educators 
etc. at Ochanomizu University, b) to develop the 
training programms for teachers of kindergarten, 
primary and secondary 
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教育内容 / Educational Pursuits

 ?教育実地研究（冨士原紀絵先生と共同）で，江戸川総合人生大学
等の視察を担当した。 ?本郷児童観ボランティアの指導援助を冨士
原紀絵先生，小玉亮子先生と担当した。

 ａ．supporting students for participation and 
reserach for Edogawa Integral University as a 
programm for 1 grade students. b. supprorting 
students who want voluntary activities at Hongo 
childcenter.

研究計画

 ?文部科学省生涯学習政策局の委嘱事業として平成23年度開講予定のお茶の水女子大学社会教育主事講習（40名の現職
の社会教育関係職員を対象）を通年で実施し，一定の成果をあげると同時に，この講習モデルを全国に通用するように改
善を図る。 ?お茶の水女子大学ランドテーブル（平成23年は７月24日実施予定）を，今回は附属教員および社会教育主
事講習参加の社会教育職員との共同実践研究の場として実施する。 ?引き続き韓国との研究交流（釜山大学・李教授ほ
か）につとめ、平生教育士（韓国）と社会教育関係職員（日本）の養成・研修システムの比較検討、理論的検討（省察論
やバイオグラフィー研究など）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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村田　容常氏名
MURATA Masatsune

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

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）
http://www.food.ocha.ac.jp/chozo/murata.htm
murata.masatsune@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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
 
 

 Enzymatic browning of agricultural products
 Polyphenol oxidase and PAL
 Maillard reaction and browning of food

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

炊飯麦の保温による褐変とフラバノール成分の関係 日本食品科学工学会誌, 57, 372-379 (2010). 

イシルのラジカル消去活性成分の分離 日本家政学会誌, 61, 493-499 (2010).

 
 

 （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。 （３）食環境における微生物制御:黄色ブドウ球
菌の毒素生産条件を検討している。 

 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 exami
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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、加工貯蔵して食に
供される。加工貯蔵中に食品素材は化学的、物理的、生物学的変化
を受け、その制御は食生活上重要である。食物栄養学科の学部教育
においては、食品保存・製造学（農産物の性質と加工法、貯蔵法の
原理、貯蔵法各論）、食品保存・保存学実験（豆腐、チーズの製
造、水分活性測定、イソフラボンのＨＰＬＣ分析、食中毒毒素のＥ
ＬＩＳＡ等）、食品微生物学（微生物とは、微生物学の歴史、微生
物の生理、醸造食品、細菌性食中毒等）、生活環境学（生態学、食
環境と安全、遺伝子組換え作物、農薬等）等を担当し、当該分野の
知識、概念を教えるとともに、実験指導を行っている。博士前期課
程では食品加工貯蔵学特論を、博士後期課程では食品貯蔵学を担当
し、食品の加工貯蔵中に起る様々な化学的生化学的微生物学的変化
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。

 Foods are derived from organisms, which are 
processed and preserved. During processing and 
preservation, chemical, physical, and biological 
changes happen. The understanding and 
regulation of these changes are important from 
the standpoint of food scienc

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。レタス、リンゴ、アボカド、もやし等。 （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。5単糖とリジンから生成したジピロロン類の食品中における分析。醤油色素の解析等。 

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）を主に研究しています。食品学、有機化学、酵素学、分
析化学、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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室橋　弘人氏名
MUROHASHI Hiroto

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任アソシエイトフェロー
早稲田大学　博士（文学）
心理学
http://www.es99.net/murohashi/
murohashi@es99.net

 研究者キーワード / Keywords

 心理学
 心理統計学
 多変量解析
 構造方程式モデリング
 項目反応理論

 psychology
 psychometrics
 multivariate analysis

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Murohashi, H., & Furusho, J. (2011). Item Analysis of the Japanese Version of the Generic Health-related Quality of Life Questionnaire 
for Children and Adolescents: Kid-KINDL-R and Kiddo-KINDL-R. Global COE Program "Science of Human Development for Restructuring 
the 'Gap-Widening' Society" Proceedings: Selected Papers, 45-53.

尾崎幸謙・中村健太郎・室橋弘人 (2010). 2次と3次の積率を用いたマルチレベルモデルの提案 統計数理, 58(2), 207-221.

室橋弘人 (2010). 絶対評価法を部分的に併用した一対比較データの構造方程式モデリングによる分析 日本教育心理学会第52回大会
ワークショップ『教育心理学研究に役立つ構造方程式モデリング』

室橋弘人 (2010. 縦断データの解析：潜在クラス分析 お茶の水女子大学GCOEプログラム『格差センシティブな人間発達科学の創成』
主催 第2回発達追跡研究のための多変量解析セミナー

 covariance structure analysis
 item response theory

 近年，心理統計の分野における利用が広がりつつあるMCMC 
(Markov chain Monte Carlo) 法という推定法を用いた，新しい有用
な統計モデルを開発することを目指しています．MCMC法は従来用
いられていた最尤法などに比べると，変数の多い複雑なモデルでも
容易に解くことができるという特徴があります．特に縦断的データ
を分析するための代表的なモデルの一つである成長曲線モデルへの
MCMC法の応用に着目しており，なるべく結果の解釈がし易い形で
データへの追従性を高めるようモデルを拡張することを試みていま
す． 

 I continue research on developing new effective 
psychometric models by using Markov chain 
Monte Carlo (MCMC) method. MCMC method is 
an estimation method which can solve 
complicated statistical models with many 
parameters, and is now increasingly introduc
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教育内容 / Educational Pursuits

 大学院で多変量解析を扱う「多変量解析演習」を担当していま
す。また，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」や人間発達教育研究センター主催のセミナーなどを
通じて，社会の中に存在する様々な格差をいかにして見出して改善
していくかという課題について，実際に行われている研究の報告を
中心として検討しています． 

 I teach Multivariate Analysis in graduate school. 
I also contact with you in the seminars and 
symposiums hosted by Ochanomizu University 
Global COE Program "Science of Human 
Development for Restructuring the Gap-Widening 
Society" or Research Center for H

研究計画

 自分の専門は心理学ですが，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」には社会学や教育
学が専門の先生方も多いので，そういった部分で協力して社会的格差に関する包括的な研究を推し進めていく予定です．
特に心理統計において用いられる技法は，心理学だけではなく社会科学全般において利用できるものが多いので，従来こ
ういった手法が用いられてこなかった分野のデータ解析をすることで，新しい切り口を見出すことができるのではないか
と考えています．

メッセージ

 心理学を含めた社会科学の分野では，直接目に見えるわけではないものを研究の対象としたい場合が多いです．そのた
めには，まず研究対象を見える形で捉える方法を知らなければなりません．そのために数学や統計学を用いたアプローチ
は非常に有効で，広く用いられています．文系なのに数学なんてと毛嫌いせず，便利な道具として使い倒してやろうとい
う意気込みを，ぜひ持ってください．
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室伏　きみ子氏名
MUROFUSHI Kimiko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
医学博士（東京大学）
細胞生物学、生化学

murofushi.kimiko@cc.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 環状ホスファチジン酸
 がんの浸潤・転移
 ストレス応答の分子機構
 細胞分化の分子機構
 痛みの制御

 cyclic phosphatidic acid
 cancer invasion and metastasis
 molecular mechanism of stress responses

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Gupte,R., Siddam,A., Lu,Y., Li,W., Fujiwara,Y., Panupinthu,N., Pharn,T.-C., Baker,D.L., Gotoh,M., Murakami-Murofushi,K., Kobayashi, S., 
Milles,G.B., Tigyi,G., and Miller,D.D.: Synthesis and pharmacological evaluation of the stereoisomers of 3-carba cyclic-phosphatidic acid. 
Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 7525-7528 (2010) 

Gotoh,M., Hotta,H., Murakami-Murofushi,K. : Effects of cyclic phosphatidic acid on delayed neuronal death following transient ischemia 
in rat hippocampal. Eur. J. Pharm. 649, 206-209 (2010) 

Yin,Z., Carbone,L.D., Gotoh, M., Postlethwaite,A., Bolen,A., Tigyi,G., Murakam-Murofushi,K., Watsky,M. A., : Lysophosphatidic acid-
activated Cl-current activity in human systemic sclerosis skin fibroblasts. Rheumatology 49, 2290-2297 (2010) 

Miyoshi-Imamura,T., Kakinuma,S., Kaminishi,M., Okamoto,M., Takabatake,T., Nishimura, Y., Imaoka,T., Nishimura,M., Murakami-
Murofushi,K., and ,Shimada,Y. : Unique characteristics of radiation-induced apoptosis in the postnatally developing small intestine and 
colon mice. Rad. Res. 173, 310-318(2010) 

Tsukahara,T., Tsukahara,R. Fujiwara,Y., Yue,J., Cheng,Y., Guo,H., Bolen,A., Zhang,C., Balazs,L., Re,F., Du,G., Frohman,M.A., Baker,D.L., 
Parril,A.L., Uchiyama,A., Murakami-Murofushi,K., Tigyi,G. : Phospholipase D2-dependent inhibition of the nuclear hormone receptor 
PPARy by cyclic phosphatidic acid. Mol. Cell 39, 421-432 (2010) 

 molecular mechanism of cell differentiation
 regulation of pain

 細胞の増殖・分化の調節機構やストレス応答に関する研究を続けて
いる。 その中で、現在、特に、室伏が発見した環状ホスファチジン
酸（cPA）に、がんの浸潤・転移を抑制する作用や痛みを抑制する
作用を見出し、応用研究に向けて研究を展開している。 

 We have studied the mechanisms of cell 
proliferation, cell differentiation and stress 
responses. Now, we are focused on the studies to 
apply cyclic phosphatidic acid to the medical use 
for the regulation of cancer invasion and 
metastasis, and for the sup
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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、講義と演習を
行っている。また、自分自身の研究成果に基づいて、夫々の学生の
希望も取り入れ、新たな研究テーマを設定し、研究指導を行ってい
る。 学生たちが、研究方法や先人の努力についても詳しく学び、
それらを基礎に、しっかりした知的基盤と高い問題解決能力を身に
着けて欲しいと願っている。 細胞生物学 生命の科学 細胞生化学特
論＆演習 細胞情報特論＆演習 情報分子機能学＆演習 

 I have some lectures and seminars on the 
structure and function of the cell. And I supervise 
the dissertation for the undergraduate and 
graduate students on the new research projects 
based on my own investigations. The goal of my 
education is to bring up

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。 

375



最上　善広氏名
MOGAMI Yoshihiro

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1983　東京大学）
動物生理学，宇宙生物学
http://bios.cc.ocha.ac.jp/data/Mogami/MOG.html
mogami.yoshihiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Kage A., Asato E., Chiba Y., Wada Y., Katsu-Kimura Y., Kubota A., Sawai S., Niihori M., Baba S.A. and Mogami Y. (2011) Gravity-
Dependent Changes in Bioconvection of Tetrahymena and Chlamydomonas during Parabolic Flight: Increases in Wave Number Induced 
by Pre- and Post-Parabola Hypergravity. Zool. Sci., 28, 206-214.

 biomechanics
 allometry

 重力は地球上での生命活動を規定する要因ではあるものの，生物の
大きさやデザインさらにはそのマクロな行動を制限する拘束的な作
用力としてのみ捉えられてきた．この既成概念をうち破り，個々の
構成要素のレベルでは極微弱な応答（重力応答）が，要素間の協同
作用と，その産物である動的不安定性を通じて，集団としての「思
いもよらない特性」が発現されるという，新しい概念の検証を試み
ている．微生物の生物対流現象の研究の一環として行ったクラミド
モナスのパターン遷移現象の解析から，パターンの発現が要素（細
胞）間の協同作用に基づくものであることを明らかにした．さらに
宇宙ステーションでの候補テーマとして採択されている実験につい
て，装置や運用手順の改訂を行った。

 Gravity has been considered as a kind of 
restrictive force providing such as the 
mechanical limits of growth and morphology of 
the organisms. I would like to reveal the 
possibility for gravity to develop new functions 
of the biological systems via collec
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教育内容 / Educational Pursuits

 成22年度は学部生に対し，専攻科目として，生物物理学，動物生
理学，バイオメカニクス，動物生理学実習，動物生理学臨海実習，
生物学実習Iを開講し，リベラル・アーツ科目の基礎生命科学（実
習），生命を担当した．昨年度に作成した生物物理学や実験の
ウェッブ・テキストを改訂し，講義や実習に用いた．大学院生に対
しては，細胞生理学特論，宇宙生物科学，細胞生理学特論演習，生
物学演習（前期課程），生命応答ダイナミクス，同演習（後期課
程）を開講した．また，特別研究として，大学院前期2名，の研究
指導を行った．

 Educational activity for undergraduate students: 
Lecture: Biophysics, Animal Physiology, 
Biomechanics. Revision of the textbooks for 
Biophysics and Experiments opened last year on 
the web. Experiment: Animal Physiology, Basic 
Biology I, General Biology a

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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望月（小野寺）　由起氏名
MOCHIZUKI Yuki

所属 学生支援センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（学術）
教育社会学

mochizuki.yuki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

キャリア形成
キャリア教育
受験の影響（対個人、家庭、社会）
家庭の教育戦略
高大連携

Formation of career consciousness
Career education

Influence of examination (to individual, family, and society)

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

横浜国立大学教育人間科学部ＡＯ入試受験予定者の特性分析－高校階層に着目して―（「大学入試研究ジャーナル」第18巻,37-42頁
(2008)）

高等教育大衆化時代における大学生のキャリア意識―入学難易度によるキャリア成熟の差異に着目して―（「高等教育研究」第11号
（2008）） 65-84頁(2008"

高校生の進学アスピレーションに対する特別選抜入試拡大の影響―高校階層に着目して―（「キャリア教育研究」第26巻2号,49-56頁
(2008)）

職業観の育成を意識した大学入試広報に関する一事例－卒業生や就職内定者による講演の成果－（「キャリアデザイン研究」第5号,131-137
頁(2008)）

高等教育進学大衆化時代における大学進学意識―横浜国立大学におけるキャリア教育の一歩目として―（「大学教育誌」第30巻2号,152-
158頁(2008) "

Educational strategy of family
Cooperation of high school and university
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

「キャリア」の概念を広く捉え、主に青年期における、その形成プロセスやそれへの働きかけの影響・効果について、実証
的にかつ実践をふまえた研究を進めていきたいと考えています。中でも、「受験」という機会の影響については、家庭の教
育戦略という観点からも着目しています。問題関心を共有している方との共同研究も進めています。

メッセージ

世間の「常識」、自分の「常識」について、改めて問い直す機会や意識を持ってほしいと思います。大学に進学すること自
体が一般化している現代だからこそ、その意味について、自分のキャリアに位置づけて考えてみてください。
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元岡　展久氏名
MOTOOKA Nobuhisa

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（工学）
建築設計学
http://www.eng.ocha.ac.jp/architecture/motookastudio/index.html
motooka.nobuhisa@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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 Fra
 Education of Architecture
 Modern Individual House Design

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

建築作品『お茶の水女子大学新寮「小石川SCC」』基本計画、基本設計（元岡展久、河野泰治アトリエ　共同）

建築作品『お茶の水女子大学正門周辺環境整備』基本計画、基本設計（元岡展久、進藤圭介建築研究所　共同）

高橋節子, 元岡展久『子どものための建築空間 : 進歩主義教育のための園舎の場合』, 日本建築学会大会学術講演梗概集. F-2, 建築歴
史・意匠 2010, 649-650, 2010-07-20

 Architectural Design Theory
 Wood Structure Design in Architecture

 「建築設計」に関する理論，手法，教育について研究をおこなって
いる。 建築家が設計する際に描く様々な図面を分析し，これらと実
際に建てられた建築物や，出版された理論等と比較することで，設
計過程において空間を「描く」行為の意味を分析している。 また、
新しい木質の構法による空間のデザインについての研究も行ってい
る。こうした「建築設計」についての研究成果を，教育に反映させ
ると同時に，実際の建築物の設計においても実践している。

 Theories of design, techniques of construction 
on architecture in are my current research 
themes. By comparing architectural theories and 
educational systems with concrete building 
works, I analyze the significance of “drawing” in 
the creation process of

380



教育内容 / Educational Pursuits

 学部教育：建築分野の学問は多岐にわたる。したがって建築に関
する教育は，自らの研究分野のみならず，幅広い分野での講義なら
びに実習が必要となる。 2009年度より充実された2級建築士受験
資格対応のカリキュラムが順調に進められている。「設計製図基
礎」「建築一般構造」などの建築学関連授業では，幅広い領域をカ
バーするよう構造，計画，環境，意匠の体系にそった講義、演習を
おこなった。「住居学概論」では，図面製図，住まい方調査などの
実習を取り入れた授業をおこなった。また，人間・環境科学実験実
習では，大手ゼネコンの技術研究所の協力のもとに，構造材料実験
の内容を整備した。 卒業論文指導：4名の学生の卒業論文指導をお
こなった。 修士論文指導：1名の学生の修士論文指導をおこなっ
た。 

 UNDERGRADUATE EDUCATION For architectural 
education includes a large field of studies, 
lectures and practices of a wide domain are 
necessary. In the class of “Introduction to 
Housing”, basic architectural and urban problems 
are lectured, including house 

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、環境に配慮した木造住宅の設計 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 今後は、持続可能性をもった環
境配慮型の住宅の研究を進めていきたい。

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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森　寛敏氏名
MORI Hirotoshi

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任助教
博士（工学）
理論化学・計算化学・量子化学

http://web.me.com/qc_forest/SimulationScienceLab/Home.html
mori.hirotoshi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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
生体分子
金属含有ナノ・バイオ系

Molecular Simulation
Relativistic Molecular Orbital Calculation

Molecular Dynamics

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

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).

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)

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).

Fitzsimmons A., Mori H., Miyoshi E., Klobukowski M., Model Core Potential Studies of Molecules Containing Rare Gas Atoms, J. Phys. Chem. A, 
114, 8786-8792 (2010).

レアメタル・希少金属リサイクル技術の最先端ーナノ・有機・メタラジーが広げるリサイクル技術、監修（独）物質・材料研究機構　元素
戦略センター長　原田 幸明、第６章　『計算科学』　６-１計算科学によるレアメタル抽出錯体設計の課題、森 寛敏 (2011) （フロンティア
出版）.

Functional & Bio-molecules
Metals

量子力学に基づき精密に化学現象を予測できる「相対論的分子軌道
法」を開発，更に，分子揺らぎを考慮できる「分子動力学法」を駆
使することで，金属を含む機能材料や生体分子の機能解析を行って
います。金属が生む化学機能に，理論的に迫ります

By developing relativistic quantum chemical methods 
and using molecular dynamics technique, we’re 
designing functional materials and studying functions 
of bio-molecules containing metal elements.  We’re 
tackling the complicated (but interesting & important) 
metal-chemistry from theoretical point of view.
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教育内容 / Educational Pursuits

以下の講義を担当した。（学部）計算化学，量子化学，専門化
学実験 I（大学院）理論化学特論，理学総論  また，理学部化学
科学部生（２名）の卒業論文指導および，大学院人間文化創成
科学研究科理学専攻修士学生（１名）の研究指導に携わった．

研究計画

効率の良い相対論的量子化学計算法の開発とその応用による選択的アクチニド分離捕捉剤の理論設計 開殻系第一原理分子動
力学法の開発とその応用によるレアメタル溶媒和化学／理論創薬の展開

メッセージ
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森　史氏名
MORI Fumito

所属 お茶大アカデミック・プロダクション
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任リサーチフェロー
博士（理学 ）／ Ph D
非線形動力学

http://ap-www.cf.ocha.ac.jp/mori/
mori.fumito@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

統計力学
同期現象
複雑ネットワーク
振動子モデル
非線形動力学

statistical mechanics
synchronization

complex networks

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

oscillator model
nonlinear dynamics

ノイズを受けた位相振動子の結合系を考え、周期の揺らぎを解析的
および数値的に調べた。１周期の始点と終点をチェックポイント位
相と呼ぶことにする。周期の変動係数(CV)を、チェックポイント位
相の関数として求めた。この理論は数値計算の結果とよく一致し
た。結合系におけるCVがチェックポイント位相に依存する一方で、
１個の振動子系ではCVはチェックポイント位相に依存しない。ここ
で導いた公式は結合に関する重要な情報を含み、周期揺らぎと同期
との関係を明らかにする。

Variability of oscillation periods is investigated for 
noisy coupled phase oscillators. We call the beginning 
and end points of one oscillation cycle the check-point 
phase. The coefficient of variation (CV) of periods as a 
function of the check-point phase is derived. Our theory 
agrees with the numerical simulation. It is found that 
the CV depends on the check-point phase for coupled 
oscillator systems, whereas it is independent of the 
check-point phase for single oscillator systems. The 
formula we derived provides a lot of information about 
coupling and clarifies the relation between period 
variability and synchronization.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

周期の揺らぎがチェックポイントに依存するということは、これまで見落とされがちだった。我々が導出した理論から、生
物リズムの周期揺らぎのチェックポイント依存性を実験的に調べることで、生物リズムを生み出している機構が明らかにな
るかもしれない。

メッセージ

リズムを示す現象は身近なところにありふれていますが、まだまだ分からないことがたくさんあります。
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森　義仁氏名
MORI Yoshihito

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
薬学博士（1988北海道大学）
非平衡系化学

mori.yoshihitoi@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

非平衡
非線形
時間発展
分岐
応答

nonequilibrium
nonlinear

time evolution

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

S. Nakata, K. Kashima, H. Kitahata, Y. Mori,  “Phase Wave Between Two Oscillators in the Photosensitive Belousov-Zhabotinsky Reaction 
Depending on the Difference in the Illumination Time”,  Journal of Physical Chemistry A, 2010, 114, 9124‒9129.

Naoya Sato, Hiroshi H. Hasegawa, Rika Kimura, Yoshihito Mori, and Noriaki Okazaki,  Analysis of the Bromate－Sulfite－Ferrocyanide pH 
Oscillator Using the Particle Filter: Toward the Automated Modeling of Complex Chemical Systems,  Journal of Physical Chemistry A2010 114 
(37), 10090-10096.

bifurcation
response

非平衡における非線形化学現象、特に、時間発展現象中心に、分岐
および応答の視点から研究を行っている。一例として、空気を冷却
するときに、固体表面に発生する結露の成長における重力の効果の
研究がある。微小重力下で結露の成長を観察することにより、重力
効果を調べることができる。

Nonlinear phenomea under nonequilibirum, putting a 
point on time evolutions, have been studied from 
viewpoint of bifurcation and response. For an example, 
it's a study of gravity effect on dew formation on a solid 
surface with cooling air. Observation of dew formation 
under microgravity gives some information for the 
gravity effect.
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教育内容 / Educational Pursuits

化学現象を理解するための多岐にわたる原理を包括的に理解す
ることができるような機会を作ることを目標としている。実際
には分析化学の授業を担当する。分析化学は、その基礎には物
理化学が、その応用に構造や状態の解析があり、実社会の問題
とも密な関係をもつ、広い分野をであるので、その授業が、包
括的に考える訓練となるように努める。

The purpose is to prepare opportunities for students to 
comprehensively understand a variety of priciples to 
explain chemical phenomea. I've arranged the classes for 
analytical chemisrty. I've tried to make the classes tobe 
good trainings for comprehensive thinking because that 
analytical chemistry is a widely spreding area.  The basic 
knowledge of analytical chemisrty is physical chemistry, 
the applications are analysis of structure and state of 
matter and it's closely related to many social issues.

研究計画

非平衡系化学現象の研究においては理論的および実験的研究の相補的に進められることが望まれている。いくつかの課題に
おいて、理論家との共同研究を行うように努める。また、課題は広範囲に存在しいて、どのような課題を選択することにお
いては、非平衡系の問題が多く発生する、産業界との意見交換を行うことにより、研究分野自身の発展とその研究の出口を
達成したい。

メッセージ

すぐに立つ知識や技能を有する人材を社会が必要としているこも事実であるが、自然現象を原理からじっくりと理解する時
間を十分に持つことができるのもの１０代、２０代であると思う。将来、だれもが複雑な問題に出会ったときに、その解決
法の一つとして、原理を基礎に考えることがあり、それはだれでも取得できる技術である。
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森田　寛氏名
MORITA Yutaka

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
医学博士(東京大学1984)
内科学、アレルギー学、呼吸器病学
http://www.ocha.ac.jp/healthho/index.html
morita.yutaka@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 気管支喘息
 気道炎症
 
 
 

 bronchial asthma
 airway inflammation
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

森田　寛．気管支拡張薬、他．浦部晶夫、島田和幸、川合眞一、編集．今日の治療薬．2011年版．東京：南江堂；2010. pp311-8, 
pp672-84, pp699. 

 
 

 ・気管支喘息の本態である気道炎症の発症機序を好塩基球、マスト
細胞に焦点を当てて解明する。 ・気管支喘息の治療法を研究する。

 ・to elucidate the role of mast cells and 
basophils in the pathogenesis of airway 
inflammation in bronchial 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」、「臨床医
学各論論?」を講義した。 ・人間文化創成科学研究科ライフサイエ
ンス専攻の学生に「健康医学特論」を、遺伝カウンセリングコース
の学生に「解剖学」を講義した。

 ・I lectured on pathology, and clinical medicine 
in Nutrition and Food Science, Faculty of Life and 
Enviromental Sciences. ・I lectured on common 
diseases, and anatomy in Life Sciences, Graduate 
School of Humanities and Sciences.

研究計画

メッセージ
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森光　康次郎氏名
MORIMITSU Yasujiro

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（農学）　（1992　名古屋大学）
食品機能化学、食品分析化学、食品有機化学
http://www.food.ocha.ac.jp/foodchem/foodchem.htm
morimitsu.yasujiro@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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
 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 Studies on Oxidative Stress
 

 野菜を中心とした食品機能性成分を化学的に明らかにするととも
に、その生理作用機構などを生化学的アプローチにて解析を行っ
た。2009年度はアブラナ科野菜を中心に研究を進めた。特にダイコ
ンの加工品への応用やベビーリーフ、ニンニクに関する研究につい
て成果を蓄積できた。共同研究では香辛成分に関する研究（ミャン
マーなど）を継続して行った。 研究題目は以下の通りである。 1. 
食品機能性成分とその生理機能に関する研究 2. アブラナ科野菜に関
する加工及び機能性研究 3. ミャンマー産食用植物の化学成分と機能
性研究 4. 新野菜に関する共同研究 (その他、共同研究等による研究
題目は秘密保持のため公開を全て省略する)

 Chemistry and Biochemistry of the bioactive 
compounds in food stuffs have been steadly 
investigated. In 2009, studies on the crusifer 
vegetables, baby leaves and Allium vegetables 
were achieved well. Our research titles in 2009 
were as follows: 1. Chemis
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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「食品分析化学実験」
という基盤科目から「食品機能論」や「卒業研究」などの専門科目
までを網羅し担当した。また、大学院教育では、「食品機能学特
論」と「食品分析化学特論」（前期課程）、「食品生理機能学」、
「食品生理機能学演習」（後期課程）を通し、一貫して食品の 成
分と機能性に関する専門知識、最先端の研究内容 などを教え、食
と健康科学の社会的必要性とその専門性が要求されている現状を伝
えた。

 From the fundermental subject “Fundermental 
Organic Chemistry” to the special subjects 
“Investigation for Undergraduates” were taught to 
undergraduates. Through the subjects “Chemistry 
and Functionality for Food Factiors (master 
course)” and “Ideas of Fo

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

 食べものの機能性研究は、身近な話題だけあって面白い科学研究の世界です(^^)。正しい「食と健康」の在り方を考えて
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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森山　新氏名
MORIYAMA Shin

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学博士（日本語教育学）
応用言語学（日本語教育学、第二言語習得、認知言語学）
http://jsl.li.ocha.ac.jp/morishin1003/
moriyama.shin@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 日本語教育学
 認知言語学
 第二言語習得
 応用言語学
 

 Japanese Language Linguistics
 Cognitive Linguistics
 Second Language Acquisition

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

グローバル文化学、書籍共著、法律文化社

格助詞ヲ、ニ、デの意味構造とその習得に関する認知言語学的研究 ?韓国語・中国語を母語とする日本語学習者を中心として?、論文
単著、日語学習与研究5

認知言語学的観点からの日本語格助詞の習得と教育?ろう・難聴者のための日本語教育に向けて?、論文単著、ろう・難聴教育研究会会
報25:38-47

認知言語学と第二言語としての日本語教授法、「認知言語学の拓く日本語・日本語教育の研究と展望」、論文単著、国際シンポジウム
論文集

学習辞典編纂のための形容詞の意味ネットワーク記述・試論?「小さい」を中心に?、論文共著、日本認知言語学会論文集10:344-354

 Applied Linguistics
 

 認知言語学的観点から、第二言語習得や第二言語教授法について模
索した。また、認知言語学の観点からの日本語学習辞典の主幹とし
て執筆した（2011年刊行予定）。さらに比較日本学教育研究セン
ターの研究プロジェクトとしてグローバル時代に求められる総合的
日本語教育のあり方などを模索した。

 1)I continued researches from cognitive 
linguistics perspective on second language 
azquisition and teaching. 2)And I supervised a 
Japanese language dictionary for learners from 
cognitive linguistics perspective. 3)I continued 
researches on the holistic e

392



教育内容 / Educational Pursuits

 グローバル教育センター長として留学生の受入、日本人学生の海
外派遣を推進し、グローバル教育に貢献した。 本学の学生25名と
韓国に行き、同徳女子大学の学生とともに第7回日韓大学生国際交
流セミナーを実施した。 比較日本学教育研究センター員として、
韓国、中国、台湾、英国、チェコ、フランス、アメリカ、ドイツ、
日本の９大学合同の国際日本学コンソーシアムを開催した。 また
グローバル文化学環の教員として、世界７カ国の大学と多文化多言
語サイバーコンソーシアムを結成、TV会議を用いた遠隔共同授業
を行った。 指導学生は、６名の交換留学生、２名の日研生、６名
の院生・研究生を新たに受入、既に受入れている留学生と合わせ
29名を指導している。日本人の指導学生は学部生6名、院生16名で
ある。

 As the director of the Global Education Center, I 
promoted the global education by accepting 
international students and sending Japanese 
students. I, furthermore, have been to Korea with 
our 25 students and held “The 7th International 
Exchange Seminar fo

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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矢島　知子氏名
YAJIMA Tomoko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士（工学）（1997　東京工業大学）
有機化学

yajima.tomoko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Molecular Origin for Helical Winding of Fibrils Formed by Perfluorinated Gelators; Hisako Sato, Tomoko Yajima and Akihiko Yamagishi; 
Chem. Comm., 2011, 47, 3736-3730 

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.,2010, 
2461-2464

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), 161-163

Highly cis- and trans-selective alkyl radical addition to α-methylene-γ-phenyl-γ- butyrolactams Tomoko Yajima, Masako Hamano, 
Hajime Nagano Tetrahedron Lett., 2009, 50, 1301-1302 

 Amino Acid
 

 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

 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I、および２，３年生を対象とする基本化学実験ＩＶおよび専門
化学実験ＩＩの有機化学分野の実験を担当した。また、１年生の化
学特別ゼミ、４年生の化学演習の指導を行った。特別研究として４
年生２名と修士４名の指導を行った。 　また、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

 １）立体選択的ラジカル付加反応の開発 これまで報告例の少ない触媒的ラジカル付加反応の立体制御に関する研究を引
き続き行う。これらの手法による新しい合成法を開発する。 ２）ラジカルペルフルオロアルキル化に関する研究 当研究
室で開発した光ラジカルペルフルオロアルキル化反応を基に更なる合成法の開発および、ユニークな性質を持った含フッ
素化合物の設計、合成を行う。

メッセージ

 私たちは「ラジカル・フッ素・アミノ酸」をキーワードに、合成法の開発から応用までを目指して研究を行っていま
す。化学はこれからも有用な物質を世に送り続けて行くでしょう。皆さんも一緒に新しい「何か」を見つけましょう。
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安田　次郎氏名
YASUDA Tsuguo

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（文学）（2002 東京大学）
日本史学、とくに中世の寺院史や社会史
http://www.li.ocha.ac.jp/hum/yasuda.htm
yasuda.tsuguo@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 寺院
 神社
 都市
 庶民
 

 temple
 shrine
 town

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

「興福寺の歴史?ー中世以降の受難と復興ー」（『古寺巡礼　奈良５　興福寺』所収、淡交社）

 common people
 

 ここ数年来の、時代史や通史の叙述のための調査・研究を引き続き
おこなった。また、おもに南都をフィールドとして一昨年度から開
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。

 



教育内容 / Educational Pursuits

 「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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安成　英樹氏名
YASUNARI Hideki

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
文学修士(1990 東京大学)
西洋史学、フランス近世国制史

yasunari.hideki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 西洋史学
 フランス近世史
 国制史
 フランス宮廷
 官僚制

 
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『絶対王政期フランスの宮廷構造研究』（平成19?21年度科学研究費補助金基盤研究C研究成果報告書）

 
 

 　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、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、村の日常生活、軍隊の実態と農村社会との関わりなどについて
詳細に論じた。学部の演習では、18世紀後半、革命前夜のフラン
スの政治社会について、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、P.グベールの研究所をテクストにしてフランス近世社会
の貴族階層についての考究を行った。また、学部４年生のなかで西
洋史分野で卒論を書く学生(14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�ｵますが、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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山田　眞二氏名
YAMADA Shinji

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
工学博士(1986　北海道大学）
有機化学、合成有機化学、構造有機化学
http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/yamadaHP/index.htm
yamada.shinji@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 カチオンーπ相互作用
 立体選択的反応
 有機光反応
 分子配列制御
 固相光反応

 cation-pi interaction 
 stereoselective synthesis 
 organic photochemistry

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

S. Yamada, M. Abe, “Selective deprotection and amidation of 2-pyridyl esters via N-methylation”, Tetrahedron, 2010, 66, 8667-8671.

W. Chen, S. A. Elfeky, Y. Nonne, L. Male, K. Ahmed, C. Amiable, P. Axe, S. Yamada, T. D. James, S. D. Bull, J. S. Fossey “A pyridinium 
cation&#8211;pi interaction sensor for the fluorescent detection of alkyl halides”, ChemComm. 2011, 47, 253-255.

S. Yamada, Y, J. S. Fossey, “Nitrogen Cation&#8211;pi Interactions in Asymmetric Organocatalytic Synthesis” Org. Biomol. Chem., in 
press.

 controlling molecular orientation
 solid-state photochemistry

 カチオンーπ相互作用に基づく有機触媒反応の研究 　カチオンー
π相互作用は生体内において、極めて重要な役割を果たしているこ
とが明らかにされ、超分子化学、ホストーゲスト化学の分野におい
て利用されている。一方、有機合成化学分野ではほとんど利用され
ていなかったが、近年、著者らはカチオンーπ相互作用の有機合成
分野における有用性を明らかにしてきた。本研究では、含窒素有機
触媒反応において、中間体カチオンの構造を検討し、種々の有機触
媒反応の過程においてカチオン?π相互作用が立体選択性発現に重
要な役割を果たしていることを明らかにした。 

 Cation-pi interactions have been widely 
exploited and utilised in the structural biology 
arena, their fundamental importance in 
supramolecular chemistry and the pivotal role 
they play in host guest chemistry has rapidly 
expanded. In terms of organic synt
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教育内容 / Educational Pursuits

 学部 「有機化学III」、「有機化学IV」の講義では、有機化学の教
科書「ブルース有機化学下巻」の芳香族化合物、カルボニル化合
物、アミン等の合成、構造、反応、さらにWooward-Hoffman則に
ついて講義した。「基本化学実験IV」では、基礎的な合成操作、分
離精製、構造決定の方法について、実習と講義を行った。さらに
「専門化学実験II」では様々な有機化合物の合成に関する実習およ
びＮＭＲの講義を行った。 大学院 「物理有機化学」では、有機化
合物の光反応に関する基礎から立体選択的反応まで、最近のトピッ
クスも含めて講義した。 

 [Organic chemistry III], [Organic chemistry IV]. 
In these classes, the synthesis, reaction and 
structure of organic compounds that have an 
oxygen containing functional group and amines 
and so on were lectured. [Expeliment of organic 
chemistry] Basic meth

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２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相互作用の有機合成化学への利用 
２）固相における有機分子の配列制御と固相反応 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）新しい構造や性質を持った分子の創製 ２）生理活性化合物の創製 ３）新規機能性物質の
創成 

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？

401



山野　春子氏名
YAMANO Haruko

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
医学博士(1982 東京医科歯科大学)
病態生化学

yamano.haruko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

 vascular endothelial growth factor(VEGF) 
 VEGF receptor(VEGFR) family

 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。 学科改組に
伴う異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た。日常の食生活で摂取している食品
のなかで、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
の増大や転移の主要な要因となり、がん治療の大きな障害となって
いるため、これを抑制することはがん治療において重要と考える。
そこで、ラット肝臓の血管内皮培養細胞を用いた系により、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、その作用機構を解明することを目指している。

 　My research topic is the suppressive effect of 
bioactive food components on angiogenesis. 
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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」、「食品製造・
保存学実験」（いずれも食物栄養学科3年生39名）の実験準備およ
び指導補助を行い、提出レポートの添削を分担した。後期は「分析
化学実験」の指導補助ならびに「食品微生物学実験」（いずれも食
物栄養学科2年生39名）の指導を行った。 また、管理栄養士国家試
験の模擬試験実施計画（同学科4年生全員と3年生希望者が受験）
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、「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2名、2年生3
名）に対して、「食品加工貯蔵学演習」における文献紹介、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。また、卒･修論要旨集を作成し、卒論発表会、修論審査会
の準備を行い、当日は出席し質疑応答を行った。

 I instructed undergraduate in Food Processing 
and Preservation Laboratory, Food Chemistry 
Laboratory, Food Microbiology Laboratory, 
Anaritical Chemistry Laboratory as research 
associate. I instructed graduate in Seminar in 
Food Processing and Preservatio

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及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はじ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。 
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山本　直樹氏名
YAMAMOTO Naoki

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
理学博士（1976　東京都立大学）
植物生理学,植物分子細胞生物学

yamamoto.naoki@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Maki, H, M Sato, K Ogawa, R Kaida, N Yamamoto, T Kaneko. Cloning and Expression Profile of an ERF Gene isolated from Cold-stressed 
Poplar Cells (Populus nigra). Cytologia 76: 11-18 (2011).

北田裕香・鈴木明日香・山本直樹．クリプトクロムによる組織・器官特異的な青色光調節．日本植物学会第74回大会(2010).

 Cryptochrome
 Gene Regulation

 植物細胞が分化全能性を示すことは古くより知られており、その細
胞分化は光をはじめさまざまな環境要因の影響を受けている。私
は、この光環境が細胞分化に及ぼす影響を分子細胞生物学的に明ら
かにすることを研究の最終目的において研究をすすめている。ゲノ
ム研究により植物細胞の核には約３万個の遺伝子があることがわ
かった現在、細胞分化の調節を３万個の遺伝子をもつ細胞核におけ
る遺伝子調節と言い換えることができる。遺伝子調節はタンパク質
によりなされるのであるから、光などの環境変化に応じて、細胞質
から核へ、逆に核から細胞質へ、転写因子をはじめさまざまなタン
パク質が輸送されるはずであり、事実、それが確認されている。こ
のような中にあって私の研究は、(1)植物細胞のタンパク質の核輸送
の分子機構の解明と(2)青色光受容体クリプトクロムの核内外のシャ
トルリング機構、の二つのテーマの下で行われている。

 The totipotency of plant cells has been 
elucidated, and the differentiation of plant cells is 
also regulated by the environmental conditions 
such as light. As about 30,000 genes has been 
shown in a plant nucleus by genome research 
projects, the different
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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考えることが
できる。すなわち、(1)コア科目　文理融合リベラルアーツでは、
　生命と環境１　「生命の科学」を、(2)理学部生物学科の専門教
育では「植物生理学?」、「同実習」、｢遺伝子工学」等を担当して
いる。また，(3)大学院教育では、「植物分子細胞生物学」及び
「同演習」を担当している。 私は「生命の科学」の半分を担当し
ており、生活の中の話題として組換え植物を取り上げ、教養教育と
してDNA、遺伝子、ゲノムの理解へ導くことを目標においている。
 生物学科の専門教育では、植物の胚発生から死までの個体発生の
さまざまな段階でおこる現象を取り上げ、遺伝子、遺伝子調節、細
胞分化などの切り口で分子細胞生物学的な理解へ導くことを目標に
おいている。大学院教育においては、この方針を高度化したものと
位置づけ、研究者養成を目標においている。

 (1) “Science of Life” as liberal arts. In this class, 
GM plants are taken up as a main topic in human 
life. Thinking of GM plants is leaded to 
understanding of genome, gene, and DNA in 
basic biology. (2) “Plant Physiology (obligatory 
subject)” and “Plant

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。

メッセージ
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山本　秀行氏名
YAMAMOTO Hideyuki

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
文学修士(1972 東京大学)
西洋史学、ドイツ現代史、ヨーロッパ近代社会史

rekishi@cc.ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

論文　単著「ナチ人種主義再考」『お茶の水史学』54(2010)　111-162ページ

「人口問題」と「他者」という二つの視点からドイツ近現代史の見
直しをすすめている。
本年度は、人口問題とナチスの人種政策とのかかわりについて、ヒ
ムラーの演説を中心に検討し、その成果を「ナチ人種主義再考」と
して『お茶の水史学』に発表した。
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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。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」というテーマのも
と、比較先史学コースの教員による授業のコーディネーターを
つとめた。
演習では、ナチスの絶滅政策に関連して、Marc Mazower, Hitler’
s Empire, London, 2008と Peter Longerich, The Unwritten 
Order, Stroud , 2005を講読した。講義では、人口問題とナチズ
ムの戦争との関連を考えた。
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、西洋
中世史や日本近代史の学生などもふくむ院生の論文指導にあ
たった。

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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山谷 真名氏名
YAMAYA Mana

所属 ジェンダー研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任アソシエイトフェロー
修士
労働経済学、ジェンダー論

yamaya.mana@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

女性
キャリア
ワーク・ライフ・バランス
就業選択
性別役割分業意識

women
career

work life balance

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

(2011)「共働き有配偶女性が子どもを持つことを躊躇する要因　～有配偶正社員女性のグループ面接による質的研究～」生活社会科学研究
　第17号.

work-pattern
gender role attitude

子どものいない大卒・正社員・有配偶女性に対するグループ面接の
結果から、子どもを持つことを躊躇している要因を明らかにした。
比較のため、子どもがいて就業継続している大卒・正社員・有配偶
女性も分析対象に加えた。データは、筆者もメンバーであるお茶の
水女子大学文部科学省委託事業「ジェンダー・格差センシティブな
働き方と生活の調和」研究プロジェクト（代表　永瀬伸子、2008～
2012）が2008～2009年に実施したグループ面接で得たものであ
る。家庭内の条件がすべて整っていても、子育てしながら働きにく
い職場であれば、出産を躊躇しており、職場の条件が整っていて
も、夫の配慮がなかったり、妻自身が女性が家事をするべきだとい
う意識を持っていたり、子どもを自分の手で育てなければいけない
と考えていると、出産を躊躇してしまうことが明らかになった。

Many of them often had to work overtime, and many 
thought that it would be difficult to return home on 
time for children. For some, the spouse cannot be 
counted on to share household duties. Other women 
felt that housework and child-raising is an important 
work of women and were hesitant to have children 
when they want to continue work. When women had to 
choose between work and family responsibility, more 
women are delaying the decision to have children to 
continue work.
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

文部科学省委託事業「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」研究プロジェクト（代表　永瀬伸子、2008～
2012）において、女性のキャリア形成と家族形成とこどものウェルビーイングの両立条件を研究している。

メッセージ
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由良　敬氏名
YURA Kei

所属 人間文化創成科学研究科先端融合系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
博士（理学）/PhD
計算生物学／Computational Biology・構造バイオインフォマティクス／Structural Bioinformatics・生物
http://cib.cf.ocha.ac.jp/yuralab/index.html
yura.kei@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Hijikata, A., Yura, K., Noguti, T., Go, M. (2011) Revisiting gap locations in amino acid sequence alignments and a proposal for a method 
to improve them by introducing solvent accessibility. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, in press.

由良　敬（分担執筆） (2010) 「タンパク質の立体構造入門：基礎から構造バイオインフォマティクスへ」（藤博幸　編集）第１章 タ
ンパク質構造の基礎、講談社 pp. 1-17.

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.

 Protein Structure Science
 Molecular Evolution

 当該研究者はコンピュータが持つ計算力と無限の想像力を用いて、
以下のテーマの研究（Computational Biology）を展開しています；
真核生物の転写後ＲＮＡ修飾機構（スプライシング、ＲＮＡエディ
ティング）、Deinococcus属がもつ放射線抵抗性機構の解明、高精
度ホモロジーモデリング法とモデル構造データベースの開発、電子
顕微鏡単粒子解析像からの原子分解能超分子構造導出法開発、生体
高分子間相互作用部位と相互作用構造推定法の開発、ＤＮＡ修復関
連タンパク質のデータベース開発、タンパク質の構造からタンパク
質の機能を推定する方法の開発など

 This researcher is approaching the following 
topics based on the computation power and his 
imagination power;Mechanisms of RNA 
modification in Eukaryotes (splicing and RNA 
editing), Elucidation of radiation resistance 
mechanisms of Deinococcus genus, Com
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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ムすべてを読み
取ることができるようになりました。これらの分子生物データを解
析・解釈することで、生命現象の理解が大きく進歩するはずです。
当該教員が担当する「生命情報学」はこれら大量データを解析する
ために、物理学、化学や情報科学を生命科学に導入して生まれてき
た学問です。当該教員は、生命情報学の歴史、生命情報学が扱う
データの概要、生命情報の解析方法、および生命を情報からとらえ
たときにどのようなことがわかるのかを学部と大学院で教育してい
ます。担当授業においては、いずれも予備知識は必要としていませ
ん。必要な物理学、化学、情報科学は、授業内でできるだけ説明す
るようにします。 　これらの授業で基礎を身につけた学生のう
ち、さらに興味がある学生は当該教員の指導の元で特別研究（卒業
研究・博士論文研究）ができます。当該教員の研究室は理学部共同
設置ですので、どの学科に所属している学生であっても卒業研究が
できます。 

 Genome sequences of major species were read in 
the past ten years and we are facing with a vast 
amount of nucleotide sequence data. The data 
may contain whole information to understand 
biological phenomena, but we cannot decipher 
the sequences. This staf

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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吉田　惠子氏名
YOSHIDA Keiko

所属 学生支援センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
修士（家政学）
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

yoshida.keiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / 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

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

学会発表 吉田恵子　2010 「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」 日本学生相談学
会第28回大会　岩手大学

学会発表 吉田恵子　2010 「身体を動かす予防的介入型ワークショップの試み（１）?ヨガ体験の短期的心理的効果ー」 日本心理臨床
学会第29回大会　東北大学

吉田惠子「学生相談室による自己理解・進路選択に役立つ心理教育プログラム」高等教育と学生支援ーお茶の水女子大学教育機構紀
要ー第1巻、2010

 work shop
 Myers-Briggs Type Indicator

 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
た心理教育的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。 　新たに学生の居場所作りの一環としてア
ロマを用いた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、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。自己表現力や対人ｽｷﾙ
を高めるｲﾝﾌﾟﾛﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの充実をはかり、健康増進的支援として、今後もﾖｶﾞ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。さらに自分らしさや元気さを引き出してくれる「インプロ」や心と身体のバラン
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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米田　俊彦氏名
YONEDA Toshihiko

所属 人間文化創成科学研究科人間科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

教授
教育学博士（1989　東京大学）
日本教育史（教育制度・政策史）

yoneda.toshihiko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 戦後教育史
 
 
 
 

 History of Postwar in Japan
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『新制高等学校定時制課程発足にかかわる長野県の学校沿革史の記述?青年学校と新制高校定時制課程との連続性をめぐって?』（「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」報告書、2010年12月、全115ページ）

書評「水野真知子著『高等女学校の研究（上・下）』（日本教育学会『教育学研究』第77巻第3号、2010年９月、pp.292-295）

 
 

 　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、報告書にまとめました。　今後は神奈川県の戦後教育史を幅広
く手がける予定です。

 I am investigating part-time high schools in rural 
district established in Nagano Prefecture. After 
this I want to study the history of postwar of 
Kanagawa Prefecture. 
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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、教育制度論などの授業
を担当しています。専攻科目のほかに教職課程の授業も行っていま
す。担当した卒業論文の題目は「公立学校という枠組みの中でのコ
ミュニティ・スクールのあり方」「幼稚園教員養成の歴史」「母親
に対するまなざしの変容?「教育ママ」関連記事の分析から?」「養
護教諭が行う性教育」（2009年）、「学習意欲を育てる授業」
「日本統治下台湾における教育経験」「戦後初期小学校社会科教科
書に関する研究」「手塚岸衛の学級自治会に関する一考察」、修士
論文の題目は「戦前日本における幼稚園・保育所の普及と地域差の
実態?石川県を事例として?」（2009年）、アカデミック・エリー
トの形成と思想に関する一考察」「1930年代東京府における伊勢
参宮旅行」「1960?70年代における戦後版良妻賢母教育の展開」
（2010年）でした。

 I am teaching subjects about the history of 
education or the system of education in the 
faculty and the graduate school. I teach subjects 
of teacher-training course, too. I led students who 
wrote graduation theses “The community School 
as Public School”,

研究計画

 　神奈川県の戦後教育史について、幅広く研究を進めるほか、財団法人野間教育研究所における学校沿革史研究も、近
く成果をまとめる予定です。

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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米田　みたか氏名
YONEDA Mitaka

所属 外国語教育センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

講師
博士（教育学）

yoneda.mitaka@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 英語教育
 
 
 
 

 English Language Education
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits
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教育内容 / Educational Pursuits

研究計画

メッセージ
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頼住　光子氏名
YORIZUMI Mitsuko

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
博士（文学）（1994　東京大学）
日本倫理思想史、仏教思想、比較思想、宗教哲学

yorizumi.mitsuko@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 日本の仏教思想
 道元
 親鸞
 日本倫理思想史
 宗教哲学

 Japanese Buddhist Thought
 Dogen
 Shinran

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『日本の仏教思想』（単著） （北樹出版、2010年11月5日　pp.1-217） 

｢親鸞の「他力」思想??「自己」と「他力」の反転をめぐって｣ （竹内整一他編『「おのずから」と「みずから」のあわい　公共する
世界を日本思想にさぐる』東京大学出版会　2010年6月22日　pp.227-255　依頼原稿) 

「近代日本における宗教と教育?公教育における宗教教育の歴史」 （宗教教育研究会編『宗教を考える教育?なぜ宗教教育が必要か?』
第1章、教文館、2010年8月24日　pp.11-36　研究会会員として執筆） 

辞典編集、項目執筆 峰島旭雄監修、西城宗隆・保坂俊司・頼住光子編集『浄土教の事典?法然・親鸞・一遍の世界』 （東京堂出版、
2010年3月1日　pp.1-383） 

“Tradition of Japanese Zen Meditation” (“ 6th Bi-Annual International Conference on Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice 
" K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, Mumbai, India, September 3~5, 2010, Language: English ） 

 History of Japanese Eｔhical Thoughtｓ
 Religious Philosophy

 頼住光子の2010年度の研究内容は、以下の４領域からなり、その
研究成果の一部については、学術雑誌、学術講演、研究会口頭発表
等において発表された。 ?日本仏教の思想的研究　道元や親鸞など
の、仏教思想家の著作を厳密にテキストクリティークし、その思想
構造を探求し、日本仏教の独自性と普遍的意義とを追及する。 ?日
本近代思想に関する研究　和辻哲郎など日本近代思想についての再
検討。とくに｢超越｣「自己」｢非還元主義｣などをてがかりとして、
日本近代思想のもつ意義を解明。 ?比較思想学、比較宗教学による
研究　日本の思想や宗教を考える上で、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。 

 Mitsuko Yorizumi’s study in 2010 consists of 
following four spheres. ?A Study of the thought 
of Japanese Buddhism　A Study of Dogen and 
Shinran and so on. ?A Study of Japanese Modern 
Philosophy　 A Study of Teturo Watuji and 
Ryosen Tsunashima and so on. ?A
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教育内容 / Educational Pursuits

 ?学部、大学院（博士課程、修士課程）における講義とゼミを行
い、日本倫理思想史、宗教哲学、比較思想学について、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、日本倫理思想史、宗教哲学、比較思想学について、論文
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、メールなどを使って、懇切丁寧な指導を行
い、内容的なアドヴァイスや、論文としての体裁を整えるための添
削を行った。 ?大学院副専攻の運営に尽力するなど、各種関連事業
に携わった。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（日本学コンソーシアム、日本文化部会）
を企画開催し、その場で発表する学生の指導を行った。 ?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。 

 Mitsuko Yorizumi’s education in 2010 consists 
of following four spheres. ?Seminar and Lecture 
of Japanese Philosophy and Buddhism for 
Undergraduates and graduates. ?Guidance of 
theses and papers for Undergraduates and 
Graduates. ?Guidance of Undergraduat

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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李　美靜氏名
LEE MEICHIN

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

リサーチフェロー
博士（人文科学）
第二言語習得・バイリンガル教育

meichinlee@hotmail.com

 研究者キーワード / Keywords

 バイリンガル教育
 バイリンガリズム
 国際結婚家庭
 日中二言語習得
 語彙力テスト

 bilingual education
 bilingualism
 international marriages

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Meichin LEE (2010) A Longitudinal Research of the Environmental Factors Affecting Chinese and Japanese Language Acquisition, 
Proceeding: Science of Human Development for Restructuring the “Gap Widening Society” Ochanomizu University Globe COE Program, 
vol.9, pp.17-25.

Meichin LEE (2011) Bilingual Language Acquisition in Children of International Marriages, Proceeding: Science of Human Development 
for Restructuring the “Gap Widening Society” Ochanomizu University Globe COE Program, vol.13, pp.19-25.

李美靜(2011)言語発達の研究方法論再考：第二言語習得の研究方法について考察するー国際結婚家庭における日中バイリンガルの研究
を例にしてー　お茶の水女子大学グローバルCOEプログラム「格差センシティブな人間発達科学の創成」『PROCEEDINGS 15 
Disciplinary Linkage Project (基礎問題プロジェクト)』pp.82-85.

 Chinese and Japanese language acquisition
 vocabulary test

 従来の第二言語習得研究では聴解能力(hearing)を指標とした短期的
実験が多数あるが，本研究は，これまでほとんど明らかにされてこ
なかった，台湾在住の国際結婚家庭の子どもの日本語及び中国語の
二言語を併用する子どもの二言語習得のメカニズムをとらえる目的
で日本から移住した子どもたちの母語保持・中国語習得の過程につ
いて様々な側面から検討することを目的とした。日中の二言語習得
過程に影響する要因を年齢的な側面，環境要因，心理的要因の側面
から検討し，「第二言語の獲得に敏感期はあるのか」「在外児童・
生徒の言語獲得の実態と，母語保持と第二言語習得のパターンに影
響する要因は何か」という問を明らかにすること。

 A Study of Chinese and Japanese Language 
Acquisition of the Overseas Students The 
purpose of this research is to reveal the 
mechanism of two language acquisition of the 
children who use two languages of Chinese and 
Japanese together, and to examine the f
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教育内容 / Educational Pursuits

 グローバルCOE人間発達科学論?  

研究計画

メッセージ

421



和田　英信氏名
WADA Hidenobu

所属 人間文化創成科学研究科文化科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

准教授
文学修士（1987）
中国古典文学

wada.hidenobu@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 中国文学
 
 
 
 

 Chinese Literature
 
 

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

王安石五言絶句訳注稿（二）（『中唐文学会報』17）

 
 

 　昨年に引き続き、他の研究期間の研究者と共同で、『文選』詩篇
の訳注作りに従事。 　また同じく共同で、中国上海辞書出版社『唐
詩鑑賞辞典』の翻訳作業を進めている。
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教育内容 / Educational Pursuits

 　学部では中国語と中国古典文学史の授業を行い、大学院では、
『文選』の詩のうち「遊覧」の部に収める作品を読解した。 　他
大学の教員ならびに院生と、行ってきた王安石の五言絶句の訳注作
成作業を完成させ、研究誌に発表した。

 

研究計画

メッセージ
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渡部　亜矢子氏名
WATANABE Ayako

所属 人間文化創成科学研究科自然・応用科学系
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

助教
博士(理学) (2004 お茶の水女子大学)
計算物理、原子・分子

watanabe.ayako@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

原子・分子
イオン・原子衝突問題
可視化

atom-molecular
ion-atom collision problem

visualization

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits
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教育内容 / Educational Pursuits

情報基盤センターで運用している全学向け教育用計算機の保守
を担当。

研究計画

イオン・原子衝突問題は、その応用分野として核融合研究、放射線医療などがあり、種々の系でのデータが求められてい
る。Ni, Fe などの重原子、C などは、その系の複雑さゆえ衝突断面積等のデータが少ないため、これらを含む多くの系のデー
タベース作成を目指す。 　また、衝突時における各粒子の振る舞いについては、詳細な解析がされていないことから、可視
化手法を用いることにより、衝突時間依存性などを動的過程に着目した研究を行う。

メッセージ

お茶大は少人数クラスがモットーの大学です。先生方との距離がとっても近い、アットホームな環境があります。自分の興
味がもてるものを見つけ、それを探求することに、みんなが手を貸してくれますよ。 また、お手本とすべきたくさんの卒業
生（もちろん女性の先輩）がいます。将来の姿を思い描くときに、きっと参考になります。 とっても貴重な４年間をお茶大
でいっしょに過ごしましょう。
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王　傑氏名
WANG Jie

所属 人間発達教育研究センター
職名
学位

専門分野
URL
E-mail

特任講師
1994.7　文学学士/Bachelor of Arts 
教育社会学/Sociology of education

wang.jie@ocha.ac.jp

 研究者キーワード / Keywords

 進路選択
 家庭的背景
 学生援助
 キャリア指導
 

 path selection
 family background
 student assistance

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

Determinants of Information Gaps on College Tuition and the Scholarship System, 　　　 　　PROCEEDINGS 13　 SELECTED PAPERS, 
Ochanomizu University. 2011.3.

“Social Background and Policies of Promotion of Career Guidance in Chinese and 　Japanese Higher Education ”,中日教育研究協会編
『中日教育論壇』、2011年3月。 

「高校3年生の進路希望とその規定要因の変化」、『JELS第14集　AエリアWave3調査報告』、2011年3月。 

「中国?普通国公立大学の場合」小林雅之編著『授業料と奨学金の８カ国比較』第8章、259-287頁　東信堂 近刊。 

 career guidance
 

 1）高等教育から職業へのトランジション 2)大学教育費と奨学金に
対する中高生の認知度分析 3)経済的知識の所有が中高生の進路選択
に与える影響の測定

 1.Transition from higher education to 
occupation 2.Analysis on high school students' 
acknowledgment level to college educational 
expenses and scholarships 2.Information gaps 
and high school students' path selection
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教育内容 / Educational Pursuits

 1）教育社会学概論 2）グローバルCOE人間発達科学論? 3）グロー
バルCOE人間発達科学論?（科目運営と分担） 4）人間と発達（分
担） 

 1．Introduction　to Sociology of Education 2. 
Human Developmental Sciences ? 3．Human 
Developmental Sciences ? 4．Human and 
Development 

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」について、AエリアとCエリアにおける三波調査のデータを
定点観測と追跡的調査の視点から分析する。 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を分析する。
 3）中国の研究者を招へいし、「学力格差と教育政策」をテーマとする国際シンポジウムの開催を企画する。 4）上海市
の児童生徒と保護者を対象とする質問紙調査を実施する。 5)中国Ｚ市の中高生を対象に、経済的情報ギャップに関する
調査を実施する。

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。災害に負けず、情報収集、状況
を見極める力を身につけましょう。
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