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研究者キーワード / Keywords
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entrance examination
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主要業績
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

研究内容 / Research Pursuits
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。
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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.

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 mediaʼs
impact on womenʼs life course is very significant, so I
have been studying mediaʼs 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。
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