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社会とのパートナーシップに向けて

お茶の水女子大学は21世紀を生きる優れた女
性リーダーを育てることを目標に、人間文化と創
成科学の教育・研究拠点として、日々躍進してい
ます。
今を生きるひとびとにとって、そして私たちの子
孫にとって、真に豊かな生活と社会が持続するこ
とを願い、社会と大学との新しい連携を進めてま
いります。

お茶の水女子大学長 郷 通子

社会とのパートナーシップに向けて
２１世紀は女性が輝くとき．
お茶の水女子大学は
日々躍進しています．
お茶の水女子大学には
理系、文系の基礎的な
研究を進める教員たち、
さらに、先端融合系の
最先端科学を拓く教員たち
が集い、国内外の研究者との
競争～共創～協創を経て，知を協奏させています．
お茶の水女子大学では，２１世紀型リベラルアーツ
による学部教育と最先端科学の開拓をめざす大学院
教育を連携させ，「知」を創生し自在に使いこなせる技
を身につけた女性人材を育成して、大学の第一と第二
の使命である教育と研究、さらに、大学の第三の使命
である社会貢献に力を尽くして参ります．
ここに，お茶の水女子大の教員たちが，
日頃の研鑽の成果を，社会とのパートナーシップを
打ち立てるという観点から紹介いたします．

国際研究機構長 内田伸子
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平成18年度 お茶の水女子大学の戦略的取り組み
本学のミッション：女性リーダーの育成
そのための 『２１世紀型お茶の水女子大学モデル』の構築
18年度の目標：学部と大学院教育の全学的な運営

Ⅰ．大学院改組と重点化
「人間文化創成科学研究科の創設」
「量子、生命、情報からなる先端融合部門の設置」

Ⅱ．文理融合リベラルアーツ教育を推進
「PCの貸与決定」

お茶の水女子大学が進むべき途
男女共同参画

リーダー育成
オピニオンリーダーとしての
訓練・心構など

21世紀型お茶の水女子大学モデル

女性特有の「ワーク・
ライフ･バランス」の実現

･文理融合型リベラルアーツ
･女性リーダー育成
･先駆的女性研究者育成
･途上国女子教育支援
など

加速されるグローバル化
への対応（情報化社会の
急速な進展への対応）

複数の領域・テーマに
柔軟に対応できる能力

学 際 性

国 際 性

女性リーダー育成の「モデル」を世界発信
Ⅲ．学長の戦略的人事
「先端融合部門」とリベラルアーツ教育に
新規採用４名の教員を重点配置

Ⅳ．事務組織改革
・大学としての意思決定ラインの一本化
・チーム制の導入（年功序列によらない人材の登用）
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教育研究活動支援のための取り組み
Ⅰ．学長裁量による若手研究者支援
リサーチフェロー１２名採用
研究費の助成

Ⅱ．女性研究者育成 （外部資金等による新たな取り組み）
①「女性研究者に適合した雇用環境モデル」
（科学技術振興調整費に採択） ・・・定時帰宅日の設定
②「女性リーダー育成プログラム」
③「主婦を研究の世界に呼び戻そう」
④「兆戦する研究力と組織力を備えた
若手育成」
・・・（科学技術振興調整費に採択）

（参考）
日本経済新聞（H18.10.10）
H19.3.14
讀賣新聞（H18.10.31）
日本経済新聞（H19.3.14） リサーチフェロー研究発表会
日刊工業新聞（H19.4.20）

教育研究環境の整備
学長裁量経費により施設の整備を行った。また、これらの環境整備のために同窓生
を中心に寄附を募り、現時点で1億8千万円あまりの収入を得ました。

Ⅰ．図書館の改修を決定
4月のオープン以来、ラーニング・
コモンズは連日、満席状態が続き、
学内でももっとも学生が集まる人
気スポットの一つとなっている。

Ⅱ．歴史的建造物「徽音堂」（講堂）の改修
平成18年10月27日改修記念式典を挙行。
60歳以上の卒業生を招待した結果、寄附
の申し出が増加している。

日本最初の校歌「みがかずば」（昭憲皇太后
御歌）の歌碑の除幕式（左）。

Ⅲ．大学本部の大学本館への44年ぶりの移転 （平成18年4月）
Ⅳ．職員宿舎を改修し、ヴァッサー大学の男子学生の宿舎の確保 （平成18年5月）
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研究活動活性化のための取り組み
Ⅰ．お茶大初の『Annual Report 』 2005～
教員全員が執筆して、アカウンタビリティ（説明責任）への意識が高まった。

Ⅱ．「総合学術情報基盤プロジェクト」
教育研究情報を学外へ積極的に発信。
国立情報学研究所からグッドプラクティスとして評価をされた。

Ⅲ．お茶大ガゼット（学報）の発行
4年ぶりに再開
「日々躍進するお茶大」からの広報

女性のライフコースに対応した教育機能の充実
Ⅰ．「チャイルド ケア アンド エデュケーション寄附講座」
現役の保育士を含む平成１８年度の履修者

８１名

Ⅱ．育児休業を取らない教員への子育て支援策
平成１８年度利用者

男性１名女性２名
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計３名

経営安定化のための取り組み
Ⅰ（１）．外部資金及び運営交付金の受入額

Ⅰ（２）．特別教育研究経費
国立大学法人中、５位（伸び率）

の推移（H17～H19)

科学新聞
（H19.5.25）

39.7億円
39.3億円
14.1億円

38.9億円
10.9億円
9.4億円

同２位（アクティビティ）
科学新聞
（H19.5.25）

平成17年度

平成18年度
外部資金受入金額

平成19年度

運営費交付金収入

同７位（H16’-H19’までの配分割合に応じた
伸率） (H19.5.21 )財務省 財政制度等審議会
財務制度分科会 財政構造改革部会資料（抜粋）

Ⅱ.総人件費改革 ： 約1.7％人件費の削減
「企画経営統括本部」による入試対策
一般入試倍率上昇 前期日程4.13倍となり、
オープンキャンパスに参加した高校生の数
は入学定員に対する比では全国４位
参考：朝日新聞（H19.7.2）“ランキング”
「オープンキャンパスの盛況度」
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研究拠点・教育拠点の構築による特色化・個性化
Ⅰ．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」
格差センシティブな人間発達科学の創成」（平成19～23年度）

Ⅱ．21世紀ＣＯＥプログラム
「誕生から死までの人間発達科学」（平成14～18年度）
「誕生から死までの人間発達科学」
「ジェンダー研究のフロンティア」（平成15～19年度）
「ジェンダー研究のフロンティア」

Ⅲ．「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
「＜対話と深化＞の次世代女性リーダーの育成」（平成17～18年度）
「＜対話と深化＞の次世代女性リーダーの育成」
｢生命情報学を使いこなせる女性人材の育成｣
（平成17～18年度）
生命情報学を使いこなせる女性人材の育成｣
「ユニバーサル・マインドを持つ女性人材の育成」
「ユニバーサル・マインドを持つ女性人材の育成」（平成18～19年度）

生命情報 インターンシップ
タカラバイオ(株)ドラゴンジェノミクスセンター

対話と深化 日伊女性国際会議

ユニバーサルマインド 発達／環境の領域横断的履修プログラム
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社 会 連 携
Ⅰ.教員養成ＧＰ（平成17年度、18年度）
「科学コミュニケーション能力をもつ教員養成」プログラム

Ⅱ.ＳＰＰ（サイエンスパート
ナーシッププログラム）
シッププログラム）
ＳＰＰ（サイエンスパートナー
Ⅲ.ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）
（スーパーサイエンスハイスクール）
ＳＳＨ
Ⅴ.大学入試センターの委員等
Ⅵ.北区、文京区、足立区、千葉県館山市
との連携

湾岸生物教育研究センターに於いて
画像左SPP

右SSH

Ⅳ.「湾岸生物教育研究センター」
ウニを用いた生物実習
大学jrサイエンス講座

理科実験の出前授業

小中学生対象

（東京都北区王子小学校）
「顕微鏡で理科の楽しさを」
朝日小学生新聞（H19.1.19）
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先端・新領域

量子情報
生命情報
創薬科学
ソフトマター
ユビキタス
シミュレーション

量子情報の非平衡統計力学的アプローチ
キーワード： 量子通信 エンタングルメント ディコヒーレンス 量子チャンネル
人間文化創成科学研究科 先端融合系 量子情報物理学 番雅司、北島佐知子
E-mail: ban.masashi@ocha.ac.jp URL: http://sofia.phys.ocha.ac.jp/qinfo/ TEL: 5978-5326

量子力学と情報科学を融合した量子情報科学の物理学的基礎を非平衡統計力学的手法
を用いて研究しています。エンタングルメントのディコヒーレンスと制御理論の定式化、
量子テレポーテーションや量子デンスコーディングの情報伝送特などを明らかにしました。
また、量子情報は未来の情報通信技術としても期待されています。
連続変数量子テレポーテーションの入出力関係：

離散変数量子デンスコーディングの通信路容量：

誤り確率最小量子測定を記述する確率作用素測度：

シュレディンガー方程式の経路積分による表示
キーワード： 発展方程式 ベクトル値測度 経路積分 シュレディンガー方程式 関数空間
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 数学
古谷 希世子
E-mail: furuya.kiyoko@ocha.ac.jp

TEL:5978-5306

方程式の解が存在する応用範囲の広い関数空間の構成を目指しています。
物理学で使われるシュレディンガー方程式などの経路積分による積分表示を
新しい概念で定義する事により数学の立場から研究しています。

シュレディンガー方程式の経路積分による表示
シュレデディンガー方程式は絶対収束しないので
厳格に数学的な意味で積分表示を定義出来ない

新しく集中
攻撃される
受信先

ファインマンの経路積分を『量子測度』（一般化され 測度）を用いて
数学的に意味のある積分表示として定義する
物理的に重要ではあるが 今迄数学者は取りあげなかった
ポテンシャルを持つ方程式を研究する
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分類的クラスタリングによる化学構造と細胞形態情報の解析
キーワード： バイオインフォマティクス 分類的クラスタリング 化学式・化学構造
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 バイオインフォマティクス 瀬々 潤
E-mail: sese.jun@ocha.ac.jp URL: http://sel.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5563

分類的クラスタリングでは，既存知識を加味しつつグループの発見を行うため，解釈容易なグ
ループが生成でき，次の実験へのステップを短くできる．本研究では現在，分類的クラスタリング
に，知識として一部の化学式，化学構造を利用可能なように拡張．今後，適用可能範囲を拡大
させる．また，フローサイトメータの観測結果等，実際のデータへの適用を行う。
様々な化合物の反応速度等観測結果

共通する化学構造
が見つからない
共通構造の発見
次の実験に繋がらない

次の実験に進める
通常のクラスタリングによるグループ化
分類的クラスタリングによるグループ化
（各グループに共通する構造が無い場合がある） （共通構造が取れる様にグループ化）

青色光受容体クリプトクロムの植物機能の増強
キーワード： 青色光受容体,クリプトクロム，タンパク質核輸送機構,光形態形成
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 生命情報 山本直樹
E-mail: yamamoto.naoki@ocha.ac.jp TEL:5978-5375

① クリプトクロムは細胞核で働くことを示すことができた
② クリプトクロムの機能を核輸送シグナルと核外輸送シグナルによって
制御できる
新しく集中

遺伝子の改変
クリプトクロムの遺伝子
核輸送シグナルを
付加
核外輸送シグナルを
付加
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組換え植物
攻撃される
受信先

(細胞内分布) (表現型)

健康情報分析学：生活習慣病に関する大規模データ解析と
臨床研究に関するアドバイスとコンサルテーション
キーワード： 研究デザイン・プロトコロール作成 健診データ解析 臨床エビデンス
人間文化創成科学研究科 自然応用科学系
自然応用科学系 生活習慣病医科学 曽根博仁
E-mail: sone.hirohito@ocha.ac.jp URL: http://www.food.ocha.ac.jp/eiyoseiri/index.html

わが国には多くの臨床、健康関連データの蓄積がありますが、多くは十分活用されて
いません。糖尿病、メタボリックシンドローム、肥満、脂質異常症、高血圧
などについて、
いません。糖尿病、メタボリックシンドローム、肥満、脂質異常症、高血圧などについて、
臨床専門指導医、臨床疫学、健康情報分析の専門家としての立場で、助言、指導、共同
研究を行います。
新しく集中
臨床データを持っており発表したいが、臨床統計解析に自信がない、または解析してい
攻撃される
る時間がない医療・保健従事者
る時間がない医療・保健従事者 （学位取得または共同研究を希望する方）
受信先
→ データ解析・論文化と学位取得の指導を行います（社会人大学院生受入あり）

健診データを的確に分析して、健康管理や施策決定に役立てたい一般企業や市町村
健診データを的確に分析して、健康管理や施策決定に役立てたい一般企業や市町村
→ 共同研究による解析結果のフィードバックや介入施策の立案のお手伝い
生活習慣病をターゲットとした特定保健用食品や健康運動器具などの開発において、臨
床研究を計画している、またはコンサルティングを希望する一般企業
床研究を計画している、またはコンサルティングを希望する一般企業
→ 研究デザインとプロトコール作成、データ解析と解釈、学会・論文発表のお手伝い
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核内受容体のケミカルバイオロジー
キーワード： 核内受容体 リガンド分子設計 創薬 アンドロゲンアンタゴニスト
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系 専門分野 創薬化学
棚谷 綾
E-mail: tanatani.aya@ocha.ac.jp URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/tanataniHP/index.html TEL:5978-2716
核内受容体は、ステロイドホルモンや脂溶性ビタミン等の脂溶性低分子化合物が結合して初めて特異的遺伝子発現の制御を行うリガンド依存
的転写因子であり、分化、発生、代謝などの重要な生命現象を厳密に調節している。核内受容体の機能は、癌、骨粗鬆症、糖尿病、動脈硬化
など様々な疾患の発症と治療に密接に関わっており、薬剤開発の重要な分子標的と考えられてる。本研究では、核内受容体のリガンド依存的
構造転換に基づいた「核内受容体活性制御仮説」を提唱し、本仮説の検証と新たな核内受容体リガンド分子設計を行っている。本年度は、以
下の研究を行っている。１）新規アンドロゲンアンタゴニストの創製本研究者が報告したアンドロゲンアンタゴニストISOPの構造を展開して、新規
骨格を有するアンタゴニストPYROPを得た。本化合物はある種の変異アンドロゲン受容体にも有効である。２）新規プロゲステロンアンタゴニス
トの創製サリドマイドの構造をテンプレートとするリガンド創製研究により、非ステロイド骨格をもつ新規プロゲステロン誘導体を創製した。

分子の構造と機能制御：創薬化学への応用
キーワード： 立体構造 分子間相互作用 核内受容体 医薬化学
人間文化創成科学研究科 先端融合系 超分子化学 棚谷 綾
E-mail: tanatani.aya@ocha.ac.jp URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/tanataniHP/index.html TEL:5978-2716

分子の立体構造や動的挙動の制御は機能性分子開発に重要な要素です。
アミド化合物を中心に、ユニークな立体化学的性質を持つ芳香族分子を創
製し、材料化学や創薬化学への展開を行っています。

新しく集中
攻撃される
受信先
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生理活性ピペリジン誘導体
キーワード： 生理活性物質 ピペリジン誘導体

パロキセチン 抗うつ薬 アルカロイド

人間文化創成科学研究科 自然応用科学系 合成有機化学 山田眞二
E-mail: yamada.shinji@ocha.ac.jp
URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/yamadaHP/index.htm TEL:5978-5349

ピペリジン誘導体は生理活性を示すものが多く、光学活性体の簡便な合成には興味が
持たれています。我々はピリジン類から簡便に光学活性体を得る新手法を開発しました。
本手法により、抗うつ薬として使用されているパロキセチン前駆体が合成できます。
新反応による生理活性ピペリジン類の合成

O

Nu O
N

O

ClCO2R
Nu

N

CHO

O

N
R
COR

R

HO2C

Nu
N

新しく集中
H
攻撃される
受信先
MeO

N
COR

N
H

N
キニーネ
（抗マラリア薬）

メロキネン前駆体

新反応
F
S

O
N

S

ClCO2R
Nu

N

R

N

F

Nu

S

Nu O

H
N
HO H

S

CO2Me

O

N
COR

N
R
COR

OH

O

N
H

N
H

(-)-パロキセチン前駆体

O

(-)-パロキセチン
（抗うつ薬）

不斉有機アシル化触媒
キーワード： 光学活性アルコール 有機触媒
不斉アシル化 速度論分割 非対称化
人間文化創成科学研究科 自然応用科学系 合成有機化学 山田眞二
E-mail: yamada.shinji@ocha.ac.jp
URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/yamadaHP/index.htm TEL:5978-5349

生理活性物質などの合成中間体として重要な光学活性アルコールを作る
触媒を開発しました。ラセミ体アルコール、メソジオールの不斉アシル化により、
僅かな量の触媒で光学活性体を高い選択性で得る事ができます。
新規触媒

速度論分割

N
OCOPri

OH

特徴

新しく集中
O 攻撃される
S
N受信先
S

・ 有機触媒
・ 合成簡便
・ 低分子量
・ 高選択性
・ 高回転数

N
10 g (58 mmol)
ラセミ体

(i-PrO)2O

6.4g (41 mmol)

9.1 g (38 mmol)
OH

触媒

4.9 g (20 mmol)

0.01-0.05 mol%

99% ee

2-10 mg

非対称化
OH

光学活性体

触媒
(i-PrCO)2O

OH
メ ソ ジオール

OH
R

OCOPri
87% 97% ee
光学活性体
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OCOPri

S

OCOPri
13%

含フッ素アミノ酸の合成と応用
キーワード： 含フッ素化合物 アミノ酸 ペプチド 有機合成
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 有機化学 矢島知子
E-mail: yajima.tomoko@ocha.ac.jp
URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/naganoyajima/top.html TEL:5978-5715
タンパク工学やプロテオミクスの観点からも含フッ素アミノ酸は大きな期待がもたれる化合物です。
我々は含フッ素化合物の合成法の開発を行っており、種々の化合物の合成を目指しています。
その中で、含フッ素アミノ酸、及びそのペプチドの簡便な合成法を開発しており、応用研究を行っています。
Rf
H 2N

hυ, CH2Cl2
Na2S2O3 aq.

CO2H

Rf

R fI
COX*

Fluorine-containing
Amino Acids

base
I

Rf

* COX*

Radical addition
Substituent reaction

Functional Peptides
新しく集中
or Proteins
攻撃される
受信先

Diels-Alder reaction
Radical addition
Michael addition
etc.

COX*

Fluorine-containing
Building Block

Bioactive Substrates

タンパク質の立体構造に立脚した薬の設計－創薬化学
キーワード：タンパク質 核酸 立体構造 X線結晶構造解析 酵素活性機構
人間文化創成科学研究科 理学系 専門分野 構造分子科学
今野 美智子
E-mail:konno.michiko@ocha.ac.jp URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/index.html TEL:5978-5718

アミノアシル-tRNA合成酵素と核酸tRNAの結合機構の研究
サイクロフィリンにおけるポリペプチドのトランスーシス異性化反応機構の研究
タンパク質のフォールドの研究
I．翻訳に関係し、核酸ｔRNAと相互作用するタンパク質、アミノアシ
ル-tRNA合成酵素について、特に、メチオニル-tRNA合成酵素を中
心に立体構造の観点から、アミノアシル化反応機構、ｔRNAとの相
互作用について研究を行ってきた。メチオニル-tRNA合成酵素は、
唯一アミノアシル化反応の活性部位と共通の領域でeditingが起こ
り、その機構の解明に重要である。
II．免疫抑制剤サイクロスポリンAと結合するタンパク質サイクロフィ
リンについて、プロリンを含むポリペプチドのトランスからシスへの
異性化反応においてプロリンの回転が起こる時にプロトンの供与が
プロリンのN原子上になされる。その際、コンフォメーション変化が
起こる過程の共通性を調べる。また、大腸菌由来サイクロフィリンA
のSer,His,Aspへの変異体は、ポリペプチドのプロトンのN末側で切
断するペプチターゼ活性がある。異性化とペプチターゼ活性の共通
性を解明する。
III．サイクロフィリンをモデルとしてタンパク質のフォールディング過
程におけるターンとベンドの重要性について探求している。
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新しく集中
攻撃される
受信先

P.holikoshii由来アルギニル-tRNA酵素とｔRANの複合体

新薬開発研究
キーワード： 薬用植物 生物多様性保全 健康 医療・福祉 開発支援
生活環境研究センター 生薬学・薬用植物学 佐竹元吉
E-mail: satake.motoyoshi@ocha.ac.jp

TEL:5978-5806

熱帯地域の風土病であるリューシマニア症の特効薬を熱帯の薬用植物から見出す
研究を、ペルー・ミャンマー・パキスタンの大学や研究所と共同で行っています。
治療薬の開発により、途上国に住む貧しい人々の多くの命を救うことができます。
ミャンマーのケシ栽培地での野生植物重楼の成分検索
O

Paris sp.
13.7 g (118.7g)
O

HOH2C
O

O
HO

O
HO

酢酸エチル層
469.2 mg

ブタノール層
15.5 g

水 層
5.8 g

HO
O

HO
HO

HO

HO

Silica gel CC
クロロホルム —メタノール

Compd. 2
PB-A

PB-B
2.3272 g

PB-C
3.2857 g

PB-D
404.3 mg

PB-E
347.6 mg

Compd. 1
Compd. 2

0.4

新しく集中
攻撃される
受信先

0.35
0.3
0.25
OD

HO

ヘキサン層
69.1 mg

O

O
O

HO

O

0.2

Compd. 1

0.15

Compd. 2
0.1
0.05
0
0.01

Anphotercin B
0.1

1

10

μg/ml

抗リーシュマニア活性試験（L. major）
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100

Chiric sanango (Brunfelsia grandiflora Don)
leaves extract preparation

数理物理学とソフトマター
キーワード：数理物理学、高分子物理学、結び目、可解格子模型、ループ代数
人間文化創成科学研究科 物理学 出口哲生
E-mail: deguchi@phys.ocha.ac.jp TEL:03-5978-5322
URL: http://sofia.phys.ocha.ac.jp/deguchilab/home.html
統計力学および物性基礎論の分野において、相互作用するスピン系や
量子多体系の厳密解を研究する。そして、関連する数理物理の知識を
応用して数値シミュレーション等を行い、ソフトマター物理学を研究する。
新しく集中
攻撃される
受信先

数理物理のテーマ
可積分量子系における無限次元の対称性：
（１）量子ＸＸＺ鎖のループ代数
（２）２次元イジング模型のオンサーガー代数
ソフトマター物理学のテーマ
環状ＤＮＡにおけるトポロジー効果
環状高分子溶液物性のトポロジー効果
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日用品コンピューティング
キーワード：ユーザインタフェース ユビキタスコンピューティング
人間文化創成科学研究科 先端融合系 専門分野 計算機科学 椎尾一郎
E-mail: siio.itiro@ocha.ac.jp URL: http://www.siio.jp/ TEL:5978-5394

身近な生活空間における日用品としてのコンピュータや情報家電を対象として，
ヒューマンインタフェースとアプリケーションの提案と実装を行っています。
未来のキッチン
新しく集中
攻撃される
受信先

情報機器のインタフェース

同期する日用品による遠隔コミュニケーション

コンピュータ組み込み実験住宅

言語情報処理研究と生活空間への応用
キーワード： 言語情報処理 Webインテリジェンス マルチモーダルインタフェース
情報検索 生活空間への応用
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 情報科学 小林一郎
E-mail: kobayashi.ichiro@ocha.ac.jp URL: http://koba.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5708
世の中に存在する情報のほとんどは言葉で書かれています。他のメディア
で得られた情報を言葉で説明したり、言葉を使っていろいろなものを操作したり、
情報を検索したりする様々な研究に取り組んでいます。
特定の空間における
人の行動を言葉で説明する研究

ユーザの行動履歴（スケジュールを含む）
とPC内のデータの相関関係に基づき 言葉で様々な機器を操作する研究
新しく集中
データを検索する手法の研究
攻撃される
受信先

人が右から
入ってきま
した。

メールを送り
たい。

右のイスに
座りました。

左に移動し
ました。

左のイスに
座りました。
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ユビキタスネットワーク上の大規模情報活用
キーワード： ユビキタスネットワーク 情報爆発 SAN MANET データマイニング
人間文化創成科学研究科 自然・応用系 専門分野 情報科学 小口正人
E-mail: oguchi.masato@ocha.ac.jp URL: http://ogl.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5379

至る所に存在する情報機器が繋がったユビキタスネットワーク時代が到来します。
ネットワーク上では未曾有の量のデータによる情報爆発が起きつつあります。
これらのデータを利用し、高度な情報活用を行うための研究に取り組んでいます。
Server
Server Side
Side

Client
Client Side
Side
大規模
大規模
データマイニング
データマイニング

Ubiquitous
Network Computing

High Performance
Network Computing

クラスタコンピューティング
クラスタコンピューティング

新しく集中
Storage Area
攻撃される
Network
受信先

MANETにおける認証
MANETにおける認証
IP-SAN
IP-SAN

モバイルDB
モバイルDB
VPN複数経路アクセス
VPN複数経路アクセス
Next Generation
Wireless Network

Mobile Ad hoc
Network

仮想マシン
仮想マシン

P2P接続ストリーミング
P2P接続ストリーミング

Widely Distributed
Network Computing

システム管理
システム管理

マルチホップ通信暗号化
マルチホップ通信暗号化

TCP輻輳ウィンドウ解析
TCP輻輳ウィンドウ解析

情報科学を応用した生活支援技術
キーワード： ユビキタスコンピューティング 生活支援 バーチャルリアリティ 安全・安心
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系 専門分野 福祉工学・生活工学 太田裕治
E-mail: ohta.yuji@ocha.ac.jp URL: URL:http://www.eng.ocha.ac.jp/biomedeng/index.html, TEL:5978-5739

ヴァーチャルリアリティ（VR）技術を用いた避難訓練システム
養護学校の生徒を対象に，避難訓練の学習を支援す
るVR訓練システム（ビデオゲーム，地震版ならびに火
災版）を開発しました．神奈川県の学校にてその効果
を検証し，有効性を確認しました．

ユビキタス実験住宅における
生活・健康支援技術の実証研究
平成19年度建設予定であるユビキタス実験住宅におい
て，現在までに開発を進めてきた様々な生活支援技術・
医療福祉技術をインストールし，生活者を対象にその効
果や安全面などに関する実証実験を行います．
当研究室では日常生活を対象とした，様々な支援機器や
システムを開発して参りました．新規の開発にも対応致し
ますので，どうぞお気軽にお声をお掛け下さい．
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マイクロドメイン糖脂質の立体配座と分子間相互作用の解析

計算化学からのアプローチ
キーワード： 糖鎖の幾何学構造、ポテンシャルエネルギー、計算化学的手法
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系 専門分野 計算化学
鷹野景子
E-mail: takano.keiko@ocha.ac.jp URL: http://www.ocha.ac.jp/tousa/files/Page453.htm TEL:5978-5338
細胞膜においてマイクロドメインを形成する新規糖脂質、ホスファチジルグルコースに注目している。ドメイン形成には糖鎖の立体構造が鍵を
握っている可能性があるが、実験的にその構造を決定することは困難である。そこで、本研究では、糖鎖の構造を計算化学的手法により解析し、
糖脂質分子固有の幾何学構造の特徴を明らかにすることを目的とした。結合まわりの回転によって得られる種々のコンホメーションに対するポ
テンシャルエネルギーの変化を系統的かつ網羅的に調べた。得られた安定な構造の一例を図に示す。安定なコンホメーションの特徴を調べた
ところ、ピラノース環が膜平面に対して斜め上方に向き、水酸基の向きが、隣接分子との相互作用に有利な方向となるコンホメーションの比率
が高いことがわかった。今後は、２量体モデル系を用いて、分子間相互作用について解析していく予定である。

新規糖脂質による
マイクロドメインの形成

ホスファチジルグルコース
(PtdGlc)

結果： 得られた安定な構造の一例

立体構造が鍵？

ピラノース環が斜め
上方に配向

ポテンシャルエネルギー曲面

隣接分子との相互
作用に、ピラノース
環の水酸基の向き
が重要

α2
α1

α2
α1

シミュレーション・創薬・生命情報のための情報可視化
キーワード：シミュレーション 薬物実験情報 蛋白質 不正アクセス防止 情報可視化

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 情報科学

伊藤貴之

E-mail: ito.takayuki@ocha.ac.jp URL: http://ito.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5700

計算機が扱う情報や現象は、複雑化の一途をたどっています。そのような情報を適切
に理解するために、コンピュータグラフィックス(CG)によって視覚的に情報を表現する
技術を研究しています。また以下のような応用事例を発表しています。
心筋細胞シミュレーション結果の可視化

薬物の分子構造と
実験結果の相関性の可視化

計算機ネットワークへの
不正アクセス分布の可視化

流体シミュレーション
結果の可視化

新しく集中
攻撃される
受信先

蛋白質の表面形状の
分析結果の可視化
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コンピュータ上での映像・音楽の新しい技術
キーワード： ユビキタス マルチメディア 写真分類 自動編曲 映像検索

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 情報科学

伊藤貴之

E-mail: ito.takayuki@ocha.ac.jp URL: http://ito.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5700

計算機に保存される映像や音楽の量は、いま大変な勢いで増えています。
これらをさらに有効に、楽しく活用するために、写真や音楽などの
分類、検索、追跡、編曲などの研究に取り組んでいます。
数千枚の写真を効果的に
分類表示する研究

写真の印象に合わせて
音楽を自動編曲する研究
黒の多い画像から
しっとりした
バラードを連想する

与えられた写真の類似部分を
検索する研究
新しく集中
新しく集中
攻撃される
攻撃される
受信先
受信先

この写真の
類似部分を

赤の多い画像から
華やかな
ポップスを連想する

青の多い画像から
夏っぽい
ボサノバを連想する

この大写真から
自動的に切り取ると
この部分が
手に入る

関数型言語による高信頼性プログラミング
キーワード： 関数型言語 型システム プログラム理論 部分継続
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 情報科学 浅井健一

信頼性

E-mail: asai.kenichi@ocha.ac.jp TEL:5978-5388

プログラミングというのは「適当に」やればどうに
かなるものではありません。
- よりプログラムを書きやすくするには?
- より高速に実行するには?
- 正しく動いていることを証明するには?
このような「プログラムの理論」について、関数
型言語に軸足をおいて研究しています。最近で
は特に、例外処理を一般化した「部分継続」の基
礎理論とその応用に重点をおいて研究をしてい
ます。
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コンピュータについての授業を承ります
キーワード：利用者界面 コンピュータアーキテクチャ コンピュータセキュリティ
人間文化創成科学研究科 理学専攻 情報科学 粕川 正充
E-mail: kasukawa@is.ocha.ac.jp TEL:5978-5396

十数年間に渡り、筑波大学、多摩大学などで
コンピュータとはどのようなものか、どのように
メンテナンスを行うべきかを指導してきました。
Start

・ 経験を生かして、学生や
社会人向けに各種の指導
や、ガイドを行います。お
気軽にご相談下さい。
・ コンピュータの組み立て、
保守、ネットワークの原理
やWebの構築の指導まで
お引き受け致します。

１
資料・プリントなどを受け取る

授業の
受け方

小レポートが出ている

３
席に戻る

疑問が出た

６
質問票に質問を
記入する

４
授業を受けつつ、
資料に目を通す

２
小レポートを提出する

小レポートと関係がある

授業終り

５
メモを取ったり印を
付けたりする

７
質問票を提出する（必ず）
End

応用数学コンサルティング
キーワード： 偏微分方程式 画像解析 トモグラフィ 暗号理論 符号理論
人間文化創成科学研究科 自然・応用系 専門分野 応用数学 氏名 金子 晃
E-mail: kanenko@is.ocha.ac.jp URL: http://www.is.ocha.ac.jp/~kanenko/ TEL:5978-5389

長年にわたり数学の教育に携わってきました. 今あなたは問題解決で,お困りではありませ
んか?もしかすると, ボトルネックは数学の知識かもしれません. お気軽にご相談ください.
日本数学会, 日本応用数理学会, 電子情報通信学会, AMS, SMF, KMS, SIAM, IEEE 会員
主な著書:
定数係数線型偏微分方程式, 岩波, 1976
超函数入門上下, 東京大学出版会, 198082
教養の数学・計算機, 東京大学出版会,
1991
偏微分方程式入門, 東京大学出版会,1998
数理系のための基礎と応用微分積分 I ,II
サイエンス社, 2000-01
線形代数講義,サイエンス社, 2004
応用代数講義,サイエンス社, 2005

新しく集中
攻撃される
受信先

冗長ビットをピクセルの
下位ビットに組み込み
自動修復や透かしの
組み込み・マスク除去
に応用 (SCIS での院
生の発表より)
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代数幾何符号の
冗長ビットの可視化

環境・生活

ライフサイエンス
空気・水・環境問題
衣・食・住

コレステリルグルコシドを介する新たな細胞内ストレス応答の分子機構
キーワード：コレステリルグルコシド ストレス応答 ラフト 脂質性メディエーター
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系 専門分野 細胞生化学
小林哲幸
E-mail:kobayashi.tetsuyuki@ocha.ac.jp URL: http://www.ocha.ac.jp/tousa/files/Page534.htm TEL:5978-2604

糖脂質の一種であるコレステリルグルコシドは、ストレス応答の初期に細胞内で生合成され、Hsp誘導のため
の脂質性メディエーターとして機能することを見出した。また、Hsp誘導剤として、消化器潰瘍をはじめとする疾
患の治療・予防に利用可能であることが示された。今後は、合成機能分子としてのステリルグルコシドに着目し、
細胞の熱ストレス応答における本分子の役割を解明するために、相分離領域としてのラフトの形成と膜タンパ
ク質集積に及ぼす影響について人工膜モデル系で解析する。

グルコシルトランスフェラーゼ

熱
ストレス
活性酸素
化学物質
浸透圧 etc.

HSP: 熱ショックタンパク質

新しく集中
HSE: 熱ショックエレメント
攻撃される
HSF: 熱ショック転写因子
受信先

ステリルグルコシド
2+

Ca 依存性プロテインキナーゼ？
Hsp70

凝集

HSF1

Hsp70 mRNA

変性
細胞内タンパク質

hsp 遺伝子

HSE

人工プロテオグリカンの細胞膜機能
キーワード：人工分子、シュードプロテオグリカン、感染阻害、細胞機能調節、
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系 専門分野 生物化学
小川温子
糖鎖科学研究教育センター E-mail: ogawa.haruko@ocha.ac.jp URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/
chemHP/ogawaHP/index.htm TEL:5978-5343
シュードPGは天然のPGを模倣して創製した人工分子である。適切な標識を導入して結合物質探索、あるいは脂
質誘導体として細胞膜に取り込ませ細胞機能調節に活用する。多糖鎖の構造、鎖長、および含量を変化させて
細胞の増殖性、移動性、安定性、感染阻害を調節する薬剤として利用する。
リガンド分子との相互作用

プロテオグリカン（ＰＧ）モノマーの構造
コアタンパク質

細胞外

グリコサミノグリカン
鎖(GAG多糖鎖)

新しく集中
攻撃される
受信先

中性直鎖ポリ
マー

グリコサ
ミノグリ
カン鎖

結合物質
成長因子など

細胞

細胞膜機能への影響
細胞内

シュードPG
細胞接着、凝集、移動、形態形成
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感染阻害・細胞増殖・
接着・移動性調節など

抗糖鎖抗体による癌細胞の増殖抑制
キーワード：癌細胞増殖制御 アネキシン GAG結合性プローブ 膜脂質結合性プローブ
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 生物化学
相川京子
E-mail: aikawa.kyoko@ocha.ac.jp URL: http://www.sci.ocha.ac.jp/chemHP/aikawaHP/KyokoHP.htm TEL:5978-5345
(1) 抗糖鎖モノクローナル抗体HMMC-1は癌細胞SNG-Sの増殖を抑制する作用があり、その機構を解明する。現在までにHMMC-1がSNGSの細胞周期の遅延を引き起こすことが示されているが、フローサイトメトリーでさらに検証する。またHMMC-1は細胞膜上の糖タンパク質
（Mac2BP）と糖鎖を介して結合し、細胞膜機能を変化させることが推定され、これにより活性化／抑制されるsignaling pathwayを解析する。
（２）アネキシンを利用したバイオアッセイ系および膜機能を調節する 分子プローブの作成 遺伝子工学的な手法でGAG結合性プローブや
膜脂質結合性プローブを作成し、フローサイトメトリーで評価する。

モノクローナル抗体 HMMC-1は正常子
宮組織には反応せず、癌細胞表面のフ
コシル I 型糖鎖を特異的に認識して結
合する。

HMMC-1
フコシル I 型糖鎖
SNG-S
新しく集中
攻撃される
受信先

HMMC-1による免疫組織化学

DAPI

A, B: ヒト正常子宮組織
C, D: ヒト子宮癌組織

SNG-S細胞をHMMC-1
添加培地で培養

細胞増殖マーカKi67
ネガティブな細胞（＝G0期
の細胞）が増加した。

HMMC-1は子宮内膜癌由来細胞SNG-Sの細胞表面のフコシ
ル I 型糖鎖に結合し、細胞をG0期に誘導し、増殖を抑制する。
今 後 ・糖鎖を介した増殖抑制のシグナリング機構の解明
・合成フコシル化糖鎖による細胞増殖の調節

植物の有用物質生産
キーワード： 植物 藻類 二次代謝 生合成 遺伝子 酵素
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 植物生理学 加藤 美砂子
E-mail: kato.misako@ocha.ac.jp TEL:5978-5293

植物は二次代謝によってさまざま物質を合成する限りない可能性を秘めています。
植物特有の代謝系に関与する酵素およびその遺伝子の研究を進めています。
高等植物だけでなく藻類も研究対象としています。
研究例

A

B

新しく集中
攻撃される
受信先

チャやコーヒーのカフェイン等の二次
代謝産物の生合成

藻類に含まれる有用テルペノイド化
合物の生合成
海産藻類の耐塩性に
関与する適合溶質の
生合成
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神経細胞を始めとした損傷修復にはたらく細胞
外マトリックス分子ビトロネクチン
キーワード：神経細胞修復、損傷治癒 神経突起伸長 細胞生存 細胞外マトリックス
人間文化創成科学研究科 自然・応用系 分子細胞生物学 宮本泰則
E-mail: miyamoto@cc.ocha.ac.jp URL:http://bios.cc.ocha.ac.jp/ TEL: 5978-5363
神経傷害時、組織損傷時、及び炎症部位において一過性に発現が誘導される細胞
外マトリックス分子のひとつであるビトロネクチンは、細胞の機能維持や生存維持に
はたらき損傷防御効果をもつ医薬品開発が期待される。
ビトロネクチンは、通常は血液に含まれ、傷害や炎症時に成体防御機能を発揮している。近年、
新しく集中
それだけでなく神経（主に小脳、視神経）においてその形成時及び傷害じにおいて顕著な発現
攻撃される
が誘導され、細胞の生存維持に働いている。また、損傷治癒において重要な働きを担う線維芽
受信先
細胞においてもその発現が引き起こされ、線維芽細胞の増殖、生存、運動に大きく関わってい
ることも明らかにされてきている。
現在特に下記のテーマに関して研究を進めている
１．マウス小脳の顆粒前駆細胞の運命に対するビトロネクチンの役割
２．マウス皮膚線維芽細胞の増殖、生存、運動に対するビトロネクチンの
役割
３．ビトロネクチンの一過性に発現が誘導される機構の解析
マウス皮膚より遊走する線維芽細胞

花色の生物学
キーワード： 花色
アントシアニン フラボノイド ベタシアニン
人間文化創成科学研究科 ライフサイエンス専攻 植物生理学 作田正明
E-mail: sakuta.masaaki@ocha.ac.jp

TEL:5978-5712

花の色の発色の仕組みを遺伝子レベルから解析しています。
花色の遺伝子発現の機構の解析や、花色遺伝子の
分子進化について研究を行っています。
花色の合成系
様々な花の色をかもし出す
アントシアニンとベタシアニン
Anthocyanin

Tyrosine

Phenylalanine

遺伝子組換えにより作成した
酵素による花色の合成
新しく集中
攻撃される
受信先

Caryophyllales

Betacyanin

<exception>

{

Flavone

Carnation

Ｘ

ＤＦＲ

{

Betanidin

{

Flavonol

Ｘ

ＡＮＳ
Pink

Ｘ

Anthocyanidin
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Dp

Cy

Per Spi

Phy Cont
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水環境の安全化：技術開発と評価法の検討
キーワード： 水処理 衛生的安全性 光利用型処理 資源循環型処理
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 環境衛生工学 大瀧雅寛
E-mail: otaki@cc.ocha.ac.jp URL: http://www.eng.ocha.ac.jp/enveng/index.html TEL:5978-5748

水をめぐる問題は，身近な生活環境の問題に直結しています．安全な水循環システム
の構築のための技術開発と適切な評価方法の検討を行っています．
光合成細菌を用いた水の脱
色処理の検討

UV装置の適切な管理方法の
検討

コンポスト型トイレの安全性
新しく集中
攻撃される
受信先

０ｈ

４４ｈ

９８ｈ

脱色機能の解明と，生物産生
の新脱色機能材料の開発を
行っています．

これから益々導入が期待される
UV装置の正確な照射量測定方
法の開発を行っています．

水を使わずおが屑を使ったトイ
レの衛生学的安全性について
検討しています．

水の基礎的物性と安心・安全
キーワード： 水の動的構造 ラマン分光 構造相転移 水素結合 科学リテラシー
人間文化創成科学研究科 自然・応用化学系 化学物理 冨永靖德
E-mail: tominaga.yasunori@ocha.ac.jp URL: http://www.phys.ocha.ac.jp/tominagalab/home.html TEL:5978-5318

水素結合性の液体・固体の振動分光
騙されないで生きるための武器としての科学的な考え方
水の不思議な性質を分子レベルで明らかにするための課題に取り組んでいます

じょ

水と氷を入れたジョッキの底に温度計を入れてしばらく放置した後，さて，この温度計
新しく集中
は何度を示すでしょう？ と質問をすると，多くの答えは，０℃，う〜む２℃くらいかな，
攻撃される
になります．正解は４℃です．水は４℃で密度が最大になります．これは，水の不思議
受信先
な性質のほんの一例です．他の多くの水の不思議な性質は地球上での生命の生存に
も，また，日常生活でも，大きな役割を果たしています．
液体の水の性質を支えている「水素結合」の特徴は，ラマン分光や赤外分光のスペ
クトルに現れます．そこで，水素結合を温度，圧力で制御して，水素結合がほとんど切
れた「超臨界水」の振動分光スペクトルを解析し，これを，通常の水のスペクトルと比
較することにより，水の不思議な性質を水素結合との関連で解明しようとしています．
水の不思議な性質を分子レベルで解明することによって，物理学，化学，化学物理
の分野に学術的な貢献をするとともに，世の中に流布している，水にまつわる，「ニセ
科学」や，オカルトもどき，あるいは，明らかな誇大広告や，風説に対して，科学的に正
しい情報を提供することをめざしています．
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サンゴ礁保全
キーワード： サンゴ、生物環境
人間文化創成科学研究科 ライフサイエンス専攻 生命科学系
専門分野 進化発生学
服田昌之
E-mail: mhatta@cc.ocha.ac.jp URL: http://marine.bio.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5579

サンゴ種苗生産・増殖
水圏生物環境評価・設計

新しく集中
サンゴを卵から育成する種苗生産によって、サンゴの増殖を行う技術。
攻撃される
受信先

水圏生物環境の評価と基本設計。
地域環境保全活動の枠組み設計。

ミドリイシサンゴ採卵＠一斉産卵

地球温暖化と国土保全ｰオセアニアからの提言
キーワード： オセアニア 地球温暖化 国土保全 社会＝文化システム
人間文化創成科学研究科 人間科学系 文化人類学 棚橋 訓
E-mail: tanahashi.satoshi@ocha.ac.jp URL: http://devgen.igs.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5251

地球温暖化・海面上昇・都市化などが引き起こすオセアニアの島環境の破壊。
学際的なフィールドワークによる景観形成史と社会＝文化システムの解明から、
オセアニア島嶼環境の複合的危機の根を探り、国土保全の政策提言を試みています。
直面する危機への取り組み：学際的研究
新しく集中
攻撃される
受信先

クック諸島アイツタキ島

オセアニアの島嶼環境が直面する深刻
な複合的危機 （州島研究会提供）
クック諸島ラロトンガ島
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自然地理学、海洋工学、海洋生態学、考古
学、自然人類学、ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞなどのさまざ
まな分野の専門家との学際的な共同による
実態調査 （州島研究会提供）

環境破壊と人間
キーワード： 地球温暖化
温室効果 二酸化炭素 京都議定書
文教育学部 人文科学科 地理学講座 自然地理学 田宮兵衞（使用期限：2008.3.31)
E-mail: tamiya.hyoe@ocha.ac.jp

TEL5978-5196

国際連合気候変動枠組み条約の具体化の第一歩である京都議定書
の約束期間2008-2012は来年から始まります。
日本は５％削減を達成できるでしょうか？
科学的事実：地上気温の上昇/二酸化炭素濃度の増加
新しく集中
攻撃される
京都議定書という約束の実態：抜け道
受信先

環境破壊克服への取り組みの歴史（酸性雨・オゾンホール）をふり返ることにより、
地球環境に対して、人類が取りうる態度を明らかにする。
気候観測の歴史と把握の限界
古気候データが示す事実
気候モデルの有効性と限界
温暖化の影響は具体的に如何なる形で現れるか
南北格差（先進工業国vs.発展途上国）と地球温暖化問題
地球温暖化防止に対する人類の取り組みの将来像

ヒートアイランド
キーワード： 都市化 地表面熱収支 人工熱 熱汚染
文教育学部 人文科学科 地理学講座 自然地理学 田宮兵衛（使用期限：2008.3.31)
E-mail: tamiya.hyoe@ocha.ac.jp

TEL:03-5978-5196

ヒートアイランドは現在問題となっている地球温暖化とは
次元がまったく異なる現象である。
ヒートアイランドとは、人工的に改変された地表面における接地境界層の特性が
周辺の自然地表面が示す特性との違いの一つである。
新しく集中

観測方法とその限界
攻撃される
受信先
都市の観測記録が示す昇温の実態
その説明可能性
地表面熱収支の変化＝純放射の配分先の変化
地表面の水分現象による潜熱への配分の減少
地表面粗度増加による大気との熱交換量の変化
熱容量の大きな地表面被覆による地中への伝熱量の変化
人口廃熱
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風力エネルギー：風車まわりの流れ
キーワード： 風力エネルギー CFD 垂直軸風車 水平軸風車 環境問題
人間文化創成科学研究科 先端融合系 専門分野 流体工学
河村哲也
E-mail: kawamura.tetsuya@ocha.ac.jp URL: http://www.ns.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5394

化石燃料の大量消費が数々の環境問題を引き起こし、代替エネルギーが必要です。
風力エネルギーは環境にやさしいエネルギー源として欧米では本格利用されています。
風車まわりの流れをシミュレーションすることにより効率のよい風車の開発を目指します。
改良S字形風車

プロペラ風車

鉛直軸直線翼風車
新しく集中
攻撃される
受信先

（従来のS字形風車の受風
面をねじったもの）
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環境負荷の少ない衣生活をめざした洗浄と染色
キーワード： 洗浄 吸着 粘土鉱物 天然色素 染色
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 洗浄科学・被服科学

駒城素子

E-mail: komaki.motoko@ocha.ac.jp / TEL:5978-5725

節水・省資源・省エネルギーにつながる洗浄方式
天然色素を利用する染色
吸着と脱着

１）衝撃圧縮力を利用した洗浄
２）流体二酸化炭素のドライクリーニングへの利用

新しく集中
攻撃される
受信先

３）ポリ（α-ヒドロキシアクリル酸ナトリウム）による油脂汚れの洗浄
４）粘土スラリーによる油脂汚れの吸収（黒崎白土工業（株）との共同）
５）インジゴデニムの酵素処理におけるスメクタイトの汚染防止効果（黒崎白土工業（株）との連携）
６）ラック色素、植物色素、土壌物質の染色への利用

高分子の機能と材料：環境と生活への応用
キーワード： 消臭繊維 高分子ゲル 分離膜 超極細繊維の吸湿性
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 高分子機能材料学 仲西 正
E-mail: nakanishi.tadashi@ocha.ac.jp URL: http://www.eng.ocha.ac.jp/matsci/ TEL:5978-5745

環境にかかわる材料，特に，機能を持つ高分子材料について諸性質を実験的に調べ，
機能がどのようなメカニズムを通して発現するかを考察し，生活において有用な材料の
設計指針を提示します．

高分子ゲル

消臭機能繊維

感覚的消臭

物理的消臭

化学的消臭

大きさの変わる
やわらかい材料

超極細繊維の
吸湿性

分離機能膜

膜
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１）消臭機能繊維の調製
と評価
２）高分子ハイドロゲルの
膨潤挙動
３）負荷電ポリビニルアル
コール膜の塩の選択
透過性
４）インバースガスクロマト
グラフ法を用いた繊維
の吸湿性評価

調理による物理化学的特性の変化と予測
キーワード： 加熱による硬化 最適加熱時間 予測 調理性 植物性食品
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 調理科学
香西みどり
E-mail: kasai.midori@ocha.ac.jp URL: http://www.food.ocha.ac.jp// TEL:5978-5761

野菜の硬さや食塩濃度が加熱とともにどのように変化するかを数量的に予測し最適加熱
時間を決めたり、ご飯の味やテクスチャーに関して加熱条件との関係を調べたり、はっしょ
う豆をキャンパス内に栽培して、調理による成分変化や調理性を調べたりしています。
はっしょう豆はムクナ属の
和名で、昔は栽培されて
いましたが、現在は食され
ていません。煮豆や餡にし
て豆の調理性を調べ伝統
的食品の復活をはかって
います。

同じ体積でも温度上昇が速い順に平板＞細長い円柱、直方体＞平たい円柱、直方体＞立方体＞球とな
り、この順に速く軟らかくなります。野菜は50-80℃で、特に60-70℃で硬化が起こり、温度上昇が緩やか
な加熱条件ほど硬化が顕著に起こります。最適加熱時間は硬さの予測と官能検査による最適な硬さを
新しく集中
組み合わせて決められます。硬化と軟化が同時に起こることを考慮した硬さの予測式はオリジナル。
攻撃される
各種形状ジャガイモ試料の中心温
度と硬さの変化のシミュレーション
100

信先
これらはジャガイモのシミュレーションで
すが、ニンジンやダイコンやカボチャで
も同様にできます。

体積20ｃｍ3
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大塚 譲 研究室
キーワード： 機能性食品 DNAマイクロアレイ 食の安全 機能性食品素材 遺伝子組換え
人間文化創成科学研究科 自然･応用系 専門分野 ニュートリゲノミクス 大塚 譲
E-mail: otsuka.yuzuru@ocha.ac.jp URL: http://pea.ieshl.ocha.ac.jp/otsuka/ TEL:5978-5813

遺伝子の発現への影響を基に機能性食品素材を探します
食品・物質の機能と安全性をDNAマイクロアレイを用いて調べます
蚕を用いた遺伝子組み換えにより有用酵素を生産します

新しく集中
攻撃される
受信先

食品素材
Add

DNAマイクロアレイ分析

RNA extraction

HepG2 cell

EcoR I
Polyhedrin promoter

Xba I

Nco INde I

Xho I

ATG

HDEL EcoR I

His-tag

２倍以上

発現解析

GST

2分の1以下

control

各種食品素材
35

蚕を用いた遺伝子組
換えタンパク質生産

生活習慣病予防における食品成分の評価
キーワード： 培養細胞
動物モデル 細胞分化 代謝制御解析 DNAチップ
人間文化創成科学研究科 自然･応用化学系 食品・栄養科学コース 藤原葉子
E-mail: fujiwara.yoko@ocha.ac.jp TEL:5978-5752

動脈硬化、糖尿病、高血圧、肥満などの生活習慣病の発症メカニズムと
食品成分との関係をin vivo, in vitroの両面から評価しています。
生活習慣の一つである「食」によって、QOL (quality of life)の向上を目指しています。
DNAマイクロ
アレイや遺伝
子発現プロ
ファイルによる
細胞内でのメ
カニズム解析

種々の培養細
胞を使った一般
的な分析

疾患モデル動物
などによる評価

食用植物の成分化学と生理機能解析研究
キーワード：食品成分化学 食品機能化学 香辛野菜 機能性含硫成分 酸化ストレス制御

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 食品栄養科学 森光 康次郎
E-mail: morimitsu.yasujiro@ocha.ac.jp TEL:5978-5757
URL: http://www.food.ocha.ac.jp/foodchem/foodchem.htm
★食用植物の成分研究、特に有機硫黄化合物を含んだ野菜類の機能性に関する基盤研究と、生産・消費拡
大を目指した優良栽培品種の探索や加工法に関する基礎／応用研究にも勤しんでおります。（すでに多くの
共同研究を実施しております故、無責任なサプリ開発には全く興味を持っておりません。）
生理機能探索（in vitro)

食用植物

成分化学（単離・機器分析）

作用機構解析
in vivo試験

・第二相解毒酵素誘導
・血小板凝集阻害作用
・抗炎症作用 …など

Vegetables & Fruts

Herbs
地域特産・種苗・育種
関係との共同研究

Spices

GSTA1 Expression

スクリーニング

Control

例）機能性含硫成分

優良系統品種選抜
と加工特性解析

O
O
S
S

N
NC
CS
S
nn

イソチオシアネート類
（ワサビ・ダイコンなど）
優良栽培品種や加工特性などへの応用

R

n

R

ポリスルフィド類
（ニンニク・タマネギ）

食品機能性成分

36

S

MSHI

Sulfora

No oil

食品の機能性成分と健康
キーワード： 食品機能性成分 腫瘍抑制 血管新生
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 病態生化学
E-mail: yamano.haruko@ocha.ac.jp

山野 春子

TEL:5978-5729

 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
解明。
 血管新生抑制に関与する食品機能性成分を動物の血管内皮培養細
胞を用いた探索と作用機構の解明

 その他の生活習慣病予防に効果のある食品機能性成分の
研究。
 生活科学概論（光生館）で、日常生活における健康と病気の
予防について記述。

住環境と建築芸術表現の研究：建築デザインへの応用
キーワード： デザイン 建築計画 環境デザイン 構法開発 都市計画
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 建築設計意匠 元岡展久
E-mail: motooka.nobuhisa@ocha.ac.jp TEL:5978-5585
URL: http://www.ocha.ac.jp/architecture/motookastudio/index.html
元岡研究室では，過去から現代にいたる様々な作品を対象に，住環境と建築デザインの関連を調査し，新しい建築デザイ
ンの可能性を探っています。こうした研究の成果を，建築やインテリアの設計へとつなげ，建築デザインへと実践するこ
とに取り組んでいます。住宅，各種建築物，都市空間のデザインを通じて，社会への貢献を目指しています。

建築・住宅のデザイン
近代の都市住宅，建築に
ついての研究成果から具
体的な住宅設計を実践。
住宅デザイン開発。
集合住宅デザイン提案。

木造建築の構法
開発と実践。
リサイクル材，
国産材を利用し
たサスティナブ
ルな住宅建設技
術の試み。

構法開発とデザイン
建築施設計画 ・コンセプト立案
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居住空間における流れ：室内空調・ビル風
キーワード： 空気の流れ 室内環境 ビル風 室内音響 数値流体力学
人間文化創成科学研究科 先端融合系 専門分野 流体力学
河村哲也
E-mail: kawamura.tetsuya@ocha.ac.jp URL: http://www.ns.is.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5394

空気や水など流体の数値シミュレーションはいろいろなところで利用されます。
居住空間における流れの解析はその典型例のひとつです。空気の流れだけで
はなく、熱や煙、臭気、汚染物質の拡散、室内音響等の研究も行っています。
空調（暖房）によるキッチン内の空気の流れ

お茶大の校舎群（本館、理学部）によるビル風
新しく集中
攻撃される
受信先

健康・福祉のための生活支援技術
キーワード： 生活支援
福祉工学 リハビリテーション 健康管理 画像処理
人間文化創成科学研究科自然・応用科学系 専門分野 福祉工学・生活工学 太田裕治
E-mail: ohta.yuji@ocha.ac.jp URL: URL:http://www.eng.ocha.ac.jp/biomedeng/index.html
TEL:5978-5739

少子高齢社会を迎えた日本では，誰にでも使いやすく安全・快適な生活支援技術が求
められています．先端工学技術の福祉・健康分野への応用として，在宅リハビリテー
ション，福祉工学，無侵襲生体計測などの研究開発を行っています．

在宅リハビリテーション
機器の開発

転倒予防プログラム

ビデオ画像を利用した
新しく集中
攻撃される
心拍数計測
受信先
コンピュータ

車いすのフットレストを上下させる
ことで，足首の拘縮を防止します．
在宅で簡単に利用できる安価な
機器を目指します．

高齢者の転倒は大きな問題です．足裏
にかかる力を無線で測る靴を開発しまし
た．歩行中の体の重心の移動を計算す
ることで，ふらつきを評価します．また，そ
れに応じた運動療法を考えます．
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ビデオ
カメラ

顔の動画像をコンピュータで処
理することで心拍数・呼吸数を
自動で測ります．簡便な方法な
ので毎日測ることができ，健康
管理に役立てるシステムです．

人間・社会

健康・メンタルヘルス
家族・コミュニティ
保育・子育て支援
教育・学校支援

食育の推進：情報発信、共同研究、教材開発
キーワード： 食育
子ども 家族 コミュニケーション 協働
教育事業部 SHOKUIKUステーション 家族社会学

松島悦子

E-mail: matsushima.etsuko@ocha.ac.jp TEL:5978-2689

文部科学省特別教育研究「子どもの発達･成長を見通した食育の実践と
教育プログラムの構築」の採択を受けた、SHOKUIKUプロジェクトを進めています。
食に関する様々な研究と実践を通して、社会に食育を広めていきます。
附属学校および、学外の自治体、教育機関、企業など様々な組織と連携を図ります。
新しく集中

①食育の情報発信

②食育の共同研究

・セミナー、講演会
・シンポジウム

攻撃される
③食育の教材開発
受信先

・食と健康に関する

例： 絵本、ドリル

様々な基礎研究

紙芝居

・図書・雑誌執筆

・食育の効果測定

音楽CD

「食育とオープンキッチンの
効用」 『子育て日和』2007

・教育プログラムの構築

ビデオ

など

食材（紙粘土）

など

ロゴ、キャラクター

など

お茶大を世界の食と健康の情報発信基地に！
キーワード：国際栄養学、地域栄養学、学校給食、栄養改善、国際協力
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 国際栄養学 山本茂、中森正代
E-mail: yamamoto.shigeru@ocha.ac.jp, nakamori.masayo@ocha.ac.jp
URL: http://www.food.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5448,5449

世界一の長寿をもたらした日本の食と健康体験を世界に発信していきましょう。
また、私たちは日本の体験を基として、アジア、アフリカ、欧米の各地で栄養改善対
策を試みています。
留学生教育、
国際栄養ネットワーク構築

西安医大
（チベット）

子供の感染症予防
のための栄養学

ボデイイメージ
の国際比較

ロシア

FAO, WHO

学校給食

ベトナム国立
栄養研究所
国連大学

コロンビア大, テキサス大,
アリゾナ大＋NIH

フィリピン栄養士会

タイマヒドン大
カンボジア病院
ガーナ大野口英世
医学研究所
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食品成分表、栄養
計算ソフトの開発

行動科学に基づく栄養教育プログラムの開発
キーワード： 栄養教育 行動科学 行動変容 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 栄養教育学 赤松利恵
E-mail: akamatsu.rie@ocha.ac.jp URL: http://www.food.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5680
健康教育では、単に知識を伝えるだけでなく、行動変容を促すことが求められています。
行動変容に導くためには、行動科学の理論的背景が欠かせません。行動科学に基づく
健康教育（主に栄養教育）のプログラムや教材開発につながる研究をしています。

新しく集中
攻撃される
受信先

成人を対象にした生活習慣改善
プログラムの教材例

グローバル社会におけるメンタルヘルス維持のための
予防的プログラム開発
キーワード： 多文化間カウンセリング 異文化間コンフリクト
葛藤解決
予防的支援 留学生支援
人間文化創成科学研究科 比較社会文化学系 多文化間心理学 加賀美常美代
E-mail: kagami.tomiyo@ocha.ac.jp TEL:5978-5194
異文化接触で生じた対人葛藤の原因と解決行動を解明するとともに、
心理学的知見を応用し現場のトラブル解決、教育、交流、相談支援活動に
取り組んでいます。

日本における外
国人とその家族、
国際結婚をしてい
る人々ためのトラ
ブル解決とその予
防的支援

多文化間の葛藤解決
プログラム、マニュアル
の開発

文化的価値観・教
育価値観の開発・
測定・応用

国内外の企業及び教育
機関の異文化理解
プログラム開発への応用
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海外生活におけ
新しく集中
る家族のメンタル
攻撃される
受信先
ヘルス維持のた
めの教育と生活
相談

海外で子育てをする家族の
ための予防的プログラム、
コンサルテーション

東アジアの薬用植物研究
キーワード： 薬用植物 国際協力 健康・福祉 生物多様性保全
生活環境研究センター 薬学 佐竹元吉
E-mail: satake.motoyoshi@ocha.ac.jp

TEL:5978-5806

中国、香港、韓国、シンガポールなどの国々と協力し、薬用植物の質、安全性
の向上を目的としたガイドラインの作成を行いました。
Paeonia lactiflora Pallas

シャクヤク
新しく集中
攻撃される
受信先

Aconitum japonicum Thumb.

トリカブト

Ms. Margaret Chan (現WHO
事務局長）と佐竹

麻薬代替植物研究
キーワード： 生活 健康・福祉
植物
自然共生 開発支援
生活環境研究センター 生薬学・薬用植物学 佐竹元吉
E-mail: satake.motoyoshi@ocha.ac.jp

TEL:5978-5806

ミャンマー連邦の山間地域では、違法麻薬栽培が少数民族の経済的基盤となって
いました。麻薬を撲滅すると同時に、それに代わる植物を栽培し、市場に流通させる
ことで、少数民族の定着化や健康増進、経済振興を目指しています。
山岳少数民族の婦人
新しく集中
攻撃される
受信先

大量栽培が始まったベニバナ
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浴用剤と生薬
キーワード：健康 生薬 自然共生 生活
生活環境研究センター 生薬学・薬用植物学 佐竹元吉
E-mail: satake.motoyoshi@ocha.ac.jp

TEL:5978-5806

数種類の生薬エキスを温湯に入れ、それぞれが血流に与える影響を実験しました。
その結果、いくつかの生薬には活血・血行促進、末梢血管拡張の効果が認められ
ました。これらの生薬を活用すれば入浴効果が高まると思われます。

新しく集中
攻撃される
受信先

血流に与える影響
を調べる実験

中高年の健康スポーツ指導
キーワード： 健康
スポーツ 中高年 テニス
人間文化創成科学研究科 比較社会文化学系 専門分野 体育学

杉山 進

E-mail: sugiyama@ocha.ac.jp URL: http://www.ocha.ac.jp/~aaa.bbb/ TEL:5978-5273

テニスなどのスポーツを通じて参加者の心身の健康に向けた支援
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動脈硬化と食事因子に関する書籍の出版
キーワード：ポリフェノール、抗酸化、脂質、健康、動脈硬化

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 臨床栄養学

近藤和雄

E-mail: kondo.kazuo@ocha.ac.jp URL: http://pea.ieshl.ocha.ac.jp/kondo/default.htm TEL:5978-5812

動脈硬化と食事因子について、医学的・科学的根拠を基に分かりやすく説明した書籍を出版し、
食生活の重要性を再認識する一助になればと考えています。

食品成分による動脈硬化予防作用に関する研究
キーワード：ポリフェノール、カロテノイド、抗酸化、メタボリックシンドローム、動脈硬化

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 臨床栄養学

近藤和雄

E-mail: kondo.kazuo@ocha.ac.jp URL: http://pea.ieshl.ocha.ac.jp/kondo/default.htm TEL:5978-5812

動脈硬化の進展には様々な危険因子が関わっていることが分かってきました。当研究室では特に
ＬＤＬの酸化、食後の血中脂質濃度の上昇を、ポリフェノールをはじめとする食品因子が抑制する
ことを明らかにしてきました。さらに単球の接着、プラークの破綻を抑制する可能性も示しています。
ポリフェノール

正常血管

単球

マグネシウム

レムナント
プラーク

Capture

LDL

Rolling

YY

動脈硬化

Migrating

VCAM-1 ICAM-1

リピッドコア
活性酸素

小粒子
LDL

MMPｓ
Cytokines
ROS

ポリフェノール
カロテノイド
ビタミン

Tissue factor

酸化LDL
泡沫細胞
Scavenger receptor
マクロファージ
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ポリフェノール

脂質成分によるメタボリックシンドローム予防作用に関する研究
キーワード： 中鎖脂肪酸、植物ステロール、α-リノレン酸、メタボリックシンドローム、動脈硬化

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 臨床栄養学

近藤和雄

E-mail: kondo.kazuo@ocha.ac.jp URL: http://pea.ieshl.ocha.ac.jp/kondo/default.htm TEL:5978-5812

動脈硬化の予防には、脂質の量だけでなく脂肪酸の種類や脂質成分も考慮する必要のあることが
分かってきました。様々な機能性をもつ油の開発により、毎日の食生活にうまく取り入れることで、
肥満をはじめとしたメタボリックシンドロームの予防に役立つことが期待されます。
植物ステロールによるコレステロール
低下作用

中鎖脂肪酸による体脂肪減少作用
中鎖脂肪酸
門脈

エネルギーとして素早く燃焼

α-リノレン酸による血圧低下作用
α-リノレン酸摂取

ブラジキニン

↑

プロスタサイクリン
一酸化窒素（NO）

↑
↑

COOH

血管拡張

血圧低下

共同研究：日清オイリオ株式会社

生活習慣病医科学： 生活習慣病の予防・治療に関する講演や
啓蒙活動の立案とアドバイス
キーワード： 食事・運動教室、エビデンスに基づく健康指導、特定保健指導
人間文化創成科学研究科 自然応用科学系
自然応用科学系 生活習慣病医科学 曽根博仁
E-mail: sone.hirohito@ocha.ac.jp URL: http://www.food.ocha.ac.jp/eiyoseiri/index.html

一般企業や市町村の生活習慣病対策キャンペーンや健康教室への講演や協力、現状
把握や解決策立案のための調査などに関する共同研究とアドバイスを行います。
医学：生活習慣病専門医（内科、糖尿病、内分泌学会認定
医学：生活習慣病専門医（内科、糖尿病、内分泌学会認定
専門・指導医 元筑波大医学群講師、附属病院外来医長）
運動学：日本体育協会認定スポーツドクター（元筑波大院
運動学：日本体育協会認定スポーツドクター（元筑波大院
スポーツ医学専攻健康スポーツ医学講師）

新しく集中
攻撃される
受信先

栄養学：本学食物栄養学科（管理栄養士養成課程）担当
栄養学：本学食物栄養学科（管理栄養士養成課程）担当
産業医学：日本医師会認定産業医
産業医学：日本医師会認定産業医
臨床疫学：多くの生活習慣病大規模臨床研究を運営
臨床疫学：多くの生活習慣病大規模臨床研究を運営
の経歴を生かし、科学的エビデンスに基づく、食事、運動、
の経歴を生かし、科学的エビデンスに基づく、食事、運動、
仕事のバランスのとれた、医療従事者、企業、市町村、患
仕事のバランスのとれた、医療従事者、企業、市町村、患
者会、などを対象にした啓蒙活動の立案とアドバイス、研
修会や講演会講師や、健康教室、指導などを行います。
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(2007 年 5月29日
読売新聞)
（2007年5月1日
毎日新聞)

(他原著・総説・
講演等多数)

酸化ストレス低減化に関する研究
キーワード： 活性酸素 抗酸化物質 抗酸化酵素 過酸化物 酸化ストレス
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 栄養科学 鈴木 恵美子
E-mail: suzuki.emiko@ocha.ac.jp URL: http://www.food.ocha.ac.jp/ TEL:5978-5770
私たちの生活環境中にはたばこの煙など酸化ストレスを与える要因が多くあります。
脳血管障害や心疾患等の発症リスクは体内の酸化損傷により高められますので、
健康の維持・増進には体内での酸化を抑制することが望まれます。そこで、酸化スト
レス負荷時等での体内抗酸化機能の変動・制御機構について研究しています。
生体・細胞

生活環境中のストレッサー

抗酸化物質
抗酸化ビタミンなど

H2O2
細胞培養試験

農薬
たばこの煙

投与

動物試験

過酸化水素

体内抗酸化機能の変動

負荷

生体機構の解明へ

ggcctttgtcaagtcatccc ctcttctcct caggaactgc tcaaacctgt gccccaaaga
tgagggccca ggaggacctc gagggccgga cacagcatga aaccaccagg gac
ccctcga ccccgctacc cacagagcct

ヒトの健康の維持・増進

遺伝学教育の支援
キーワード：遺伝学

教育

ショウジョウバエ

遺伝子

人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系
E-mail: matsuura.etsuko@ocha.ac.jp

ミトコンドリア

生命科学

松浦悦子

TEL:5978-5377

◆遺伝学は，生命科学のあらゆる分野の基盤となる学問分野です。遺伝子
を通してみることにより，生物を統一的に理解することができるようにな
りました。私たちの生活のなかにあるさまざまな「遺伝」についても，正
しい知識をもって接することができ，ヒトも生物社会の一員であるという
理解が広まるよう，教育に取り組んでいきます。
◆ショウジョウバエは，遺伝学の基礎的な実験から最先端の研究まで，幅
広く用いられているモデル生物です。現在，ショウジョウバエの利点を生
かして，下記のような研究を進めています。
◇ミトコンドリアゲノムの伝達機構
◇ミトコンドリアゲノムと老化の関連
◇ミトコンドリアの転写因子の機能
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ヒトの遺伝学の普及・遺伝カウンセリング
キーワード： ヒトの遺伝学 遺伝子 遺伝医学 遺伝カウンセリング
人間文化創成科学研究科 特設遺伝カウンセリングコース 千代豪昭
E-mail: chiyo.hideaki@ocha.ac.jp
TEL:5978-5587
URL: http://www.dc.ocha.ac.jp/lifescience/GC/profile/chiyo.html

21世紀はゲノム科学の時代と言われています。
医療の現場でも遺伝子診断を始め各種の先端医療が提供されるようになりました。
しかし、新しい遺伝学の知識は国民の間に普及しているとはいえません。
医療現場で活躍するだけではなく、国民の遺伝リテラシー教育を
支援できる専門職としての遺伝カウンセラーの養成と
教育に関する研究を行なっています。
共同研究テーマ
□ わが国の遺伝思想の文化的背景
□ 遺伝医療における遺伝カウンセリングの役割
□ 家族・社会支援を目的とした遺伝カウンセリング
□ 遺伝子産業と遺伝カウンセラーの役割
□ ヒトの遺伝学教育（初等・中等・高等教育）
□ 国民の遺伝リテラシーを目的とした各種公開講座
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女性の人権と女性・子どもへの暴力研究
キーワード： ジェンダー・人権・暴力・家族・法
人間文化創成科学研究科 人間科学系
人間科学系 専門分野 ジェンダー法学

戒能民江

E-mail: kaino.tamie@ocha.ac.jp URL: http://www.ocha.ac.jpkaino.tamie/ TEL:5978-5789

安全な場であり、親密な関係を通して人間性を育んでいく空間であるはずの家族の間
で暴力が増えています。人権を守る立場から、家族における暴力がなぜ起きるか、防止
するためには何必要か、地域においてどのような社会的支援が可能なのか、法律学の立
場から研究に取組んでいます。

児童虐待処理件数の推移 34,472

37,373
↓ ↓

（厚労省，２００７）

17,725
↓
11,631
↓
1,101
↓

子どもの健やかな発達のための環境づくり
キーワード： パーソナリティの発達
人間文化創成科学研究科 先端融合系

住環境

メディア環境

発達心理学

E-mail: sugawara@cc.ocha.ac.jp

家族関係

菅原ますみ

TEL: 5978-5270

乳児期から青年期までの子どもの心の健康や健やかな発達にとって、
家庭環境は大きな意味を持っています。家族のコミュニケーションを活性化させる
ことのできる住環境やメディア環境の研究に取り組んでいます。

新しく集中
攻撃される
受信先

セキスイハイム、NHK、ベネッセなどと子どもの発達に沿った
縦断的調査を中心とした共同研究を実施中です
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住環境と子どもの発達・子育てに関する研究
キーワード： 住環境
子育て 発達
教育事業部
環境心理学 松本聡子
E-mail: matsumoto.satoko@ocha.ac.jp
TEL:5978-5823
子どもたちが暮らしている住宅や近隣の環境と、子どもたちの発達や家族との
関わりについて研究を進めています。

セキスイハイム、ベネッセと共同研究を実施しています。
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子どもの発達に応じたおもちゃの開発への助言
キーワード： 子どもの発達に応じたおもちゃ 開発アドバイス 遊び方の提案
いずみナーサリー 施設長 冨永 典子
E-mail: izumi@cc.ocha.ac.jp TEL:5978-5337
URL: http://www.ocha.ac.jp/izumi/

いずみナーサリーでは、通園している乳幼児期のお子さんの遊びの中で実感したことから、
子どもの発達に合ったおもちゃの開発に関する助言や、親子のコミュニケーションが
豊かになるための遊び方の提案を、現場からの生きた声として発信しています。
新しく集中

いずみナーサリーでは発足時より、㈱トミー(現：㈱タカラトミー）のおもちゃに保育士が現場
攻撃される
受信先
からの意見を発信しています。

「商品の企画段階」から、モニターを通じて協力しています。
また、保育士の視点から「こどもの遊ぶポイント」「遊びを通じ
た精神的な発育」などの具体的なアドバイスを送り、開発に
役立てて頂いております。

商品に具体的な「遊び方」をアドバイスした
小冊子を封入。その監修を担当しています。

子どもの心の発達支援：教育ソフト開発
キーワード： 言語・ 想像力の発達 映像認知 コミュニケーション力 安全教育

人間文化創成科学研究科 人間発達科学系 発達心理学 内田伸子
E-mail: uchida.nobuko@ocha.ac.jp TEL:5978-5259

幼児の安全教育幼児は危険を検出で
きる

子どもは親や友だちと会話し遊びながら世界づくりを進めていきます。
子どもの心の発達についての発達心理学の知見を応用する技術として、
絵本やおもちゃ、ビデオなどのマルチメディアの開発研究に取り組んでいます。
コミュニケーション力を発達
させる研究方法の開発
パペットは子どもの友だち

パペットを友とし
母子で楽しく会話

遊びを通しての学びの研究
使用効果の測定を踏まえた改善

なるべくシンプルなデザイ
ンで子ども自身が色や形
を想像する
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幼児の安全教育
子どもはどのように危
険を回避するか

親子で過ごす楽しい
時間を！
ベネッセ,
ベネッセ,セガトイズ，講談社等
と共同開発

保育・教育実践メディア
キーワード： 保育・教育実践 メディア開発
人間文化創成科学研究科 人間発達科学系
幼児教育・発達心理学 刑部育子
E-mail: gyobu.ikuko@ocha.ac.jp TEL:5978-5527
導電性布を用いたインタラクティブ布絵本の開発

保育実践調査用観察ツールの開発

(C) Akiko Saito

新しく集中
攻撃される
受信先

参加共有型デザイン手法の開発
お茶の水女子大学は日本における幼児教育の中心的役割を果たしてきました。日本で最も伝統のある
附属幼稚園が同じ敷地内にあり、国立大学法人として初めての保育所であるいずみナーサリーを設置
しました。 2006年には参加共有型デザインプロセスを応用し「いずみナーサリーMessage Book」を保育
者とともに制作しました。保育・教育実践フィールドでの研究を活かし、方法論・メディア開発を他大学と
共同研究しています。
※最近では（株）トンボ鉛筆の子ども用に開発された文具、KODOMONO商品への助言を行いました。

少子化と父親の子育て参加
キーワード： 少子化 ワークライフバランス 父親の子育て参加 育児休業制度 育児支援
人間文化創成科学研究科 人間科学系 専門分野 家族社会学

石井クンツ昌子

E-mail: ishii.kuntz.masako@ocha.ac.jp
URL: http://www.soc.ocha.ac.jp/Site/Teacher_Ishii.html TEL:5978-5794

日本では少子化対策として政府をはじめ、民間企業でも労働者の仕事と生活の両立
に注目してきています。しかしワークライフバランスに関してはまだ一般に浸透してき
ているとはいえません。父親をはじめ働く親たちがどのようにしたら仕事と家庭生活を
調和できるのかに注目する社会学的研究に取り組んでいます。
新しく集中
攻撃される
受信先

父親は何故育児を
しないのか、できないのか？

日本の家族の現状を探り
将来を展望する
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働く女性はどの
ように仕事と家
庭を両立してい
るの？

生涯発達と生活の場にそくしたメンタルヘルスケア・研修
キーワード：生涯発達 子育て支援 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ
人間文化創成科学研究科人間発達系 発達臨床心理学 青木紀久代
E-mail: aoki.kikuyo@ocha.ac.jp URL: http://www.develop.ocha.ac.jp/aoki.html TEL:5978-5772

保育（子育てひろば含）・学校（幼稚園から高校まで）・学童クラブ・児童福祉施設・企業など、
さまざまなライフステージと生活の場に応じたメンタルヘルスケア・システムを構築する実践
研究を行っています。子育てに関わる全ての専門家へのカウンセリング研修なども行います。
さまざまな場所で

小豆島

子育て支援を実践しています
子育て支援
フィリピン

調査に基づき、
個別のケアや
個別のケア
心の授業を
心の授業
プロデュースします

幼・保～高校
メンタルヘルス
調査

社会参加支援プログラム
キーワード： 社会参加 学習支援ボランティア 子育て支援 コミュニティスクール
人間文化創成科学研究科 人間科学系 専門分野 生涯学習論 三輪建二
E-mail: miwa.kenji@ocha.ac.jp URL: http://www.li.ocha.ac.jp/hss/edusci/miwa/
TEL:5978-5253

市民の生涯学習は今や個人の自己充足の段階を超え、社会参加を通して学んだ成
果を地域や学校に活かすことが求められています。江戸川総合人生大学の子ども
コースでは、子育て支援を学び、小学校や幼稚園で学習支援をする区民が育っていま
す。
子どもコース（２年間）のカリキュラム
講義（１年次） → フィールドワーク → 課題論文（２年次）
子育ての現状 すくすくスクール
自分が取り組むこと
子どもの発達 学習支援ボランティア
今の子ども
子どもコースの参加者
・江戸川区民（主婦、退職者、教育関係者など）

子どもコース学科長としてカリキュラム
作成、講師を担当
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シティズンシップ（市民性）教育の開発と支援
キーワード： シティズンシップ（市民性） 公共性 開かれた学校づくり
人間文化創成科学研究科 人間科学系 専門分野 教育思想
小玉重夫
E-mail: skodama@cc.ocha.ac.jp URL:http://www.li.ocha.ac.jp/hss/edusci/kodama/
グローバル化の進展、官主導から市民主導へのシフトのなかで、社会の構造が大き
く転換し、この新しい社会を担う能動的市民を育成するシティズンシップ教育が強く求
められています。学校現場と協働しながら、その開発と支援に関わっています。
政治教育プログラム
（模擬投票など）

カリキュラム開発
（総合学習、市民科など）

政策支援

新しく集中
（教育改革、学校運営）
攻撃される
受信先

新しいシティズンシップ教育の展開をめざす
（これまでに取材を受けた新聞記事）
『日本教育新聞』第5512号,2004.5.21.14頁「市民性養う学校改革を」
『朝日新聞』2005.9.11. 15頁（教育面） 「中・高広がる模擬投票」
『日本経済新聞』2006.12.6. 1頁「ニッポンの教育 第１部 機能不全の実相③」
『信濃毎日新聞』2007.6.12. 「「公共性」自らつくるもの」

小・中・高等学校のカリキュラム研究支援
キーワード：教育方法・授業研究 カリキュラム開発 総合学習
人間文化創成科学研究科 人間科学系 教育課程・教育方法 冨士原紀絵
E-mail: fujiwara.kie@ocha.ac.jp TEL&FAX:5978-5472

校種（小・中学校、高等学校）、教科・領域を越えた課題を中心に、社会の変化や
教育課程の改革にともなう新たなカリキュラムの開発や、子どもの学習指導の改善に
取り組む学校・教師の支援をしています。
これまでの研究支援例
新しく集中
学習指導の研究
攻撃される
○新しい評価方法の研究（小学校）
受信先
○メールを使った学校教育放送の活用
（ＮＨＫと小学校と共同）
○教育における新聞活用（ＮＩＥ）による
学習効果の研究（主に高等学校）
○「対話」に基づく学習活動の再構築
（小学校）
○読解リテラシー、科学リテラシーを育
む学習指導法の研究（小学校）

新しいカリキュラムの開発
○「総合的な学習の時間」のカリキュラム
開発 （小・中・高等学校）
○選択教科のカリキュラム運営（中学校）
○学校における体験活動の実施
（小・中学校）
○情報教育、国際理解教育、環境教育、
市民教育等、現代的な教育課題のカリ
キュラム開発
（教育委員会、小・中・高等学校）

55

コミュニティ学習支援専門職大学院構想
キーワード： 専門職 コミュニティ学習支援 省察（リフレクション）専門職大学院
人間文化創成科学研究科 人間科学系 専門分野 生涯学習論 三輪建二
E-mail: miwa.kenji@ocha.ac.jp URL: http://www.li.ocha.ac.jp/hss/edusci/miwa/
TEL:5978-5253

教育、医療・看護・福祉分野において、これまでの専門的知識の提供だけでは終わら
ない市民の学習支援のあり方が問われています。Ｄ・ショーンの省察的実践者という
概念をふまえながら、「コミュニティ学習支援専門職」の力量形成を支援する専門職大
学院の構想を練り、実験的な試みを行っています。
コミュニティ学習支援専門職
医療、看護、福祉、教育（学校教育・社会教育）
プログラムの基本
職場での実践とその省察
ラウンドテーブルによる実践の報告
実践の省察に関する文献研究
実践と研究のサイクル
実践の省察による修士論文
コラボの大学
お茶の水女子大学、福井大学、宇都宮大学
日本社会教育学会プロジェクト研究

職場での実践

文献研究

実践報告

学校での新しい校内研究の進め方
キーワード： 教室環境 協働の学び コミュニケーション 授業研究会の工夫
教育みらい開発部門
浅川陽子
子ども発達教育研究センター
E-mail: asakawa.yoko@ocha.ac.jp TEL:5978-5778

教師は、職人的で省察的な専門家としての力を実践の中で磨いていきます。
私は、子どもが楽しく学習したくなる教室環境づくりや、
教師が互いに学びあう授業研究のあり方を研究しています。

子どもが育つ学校づくり

子どもの表現が
行き交う工夫

新しく集中
先生が育つ学校づくり
攻撃される
受信先

子どもの学習成果
は、教室の財産
教師が成長する
きっかけとなる
授業研究
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学級風土に着目したｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ・教員研修
キーワード： ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ 学級風土ｱｾｽﾒﾝﾄ 学級経営 生徒指導
人間文化創成科学研究科人間発達系 学校臨床心理学・ｺﾐｭﾆﾃｨ心理学 伊藤亜矢子
E-mail:ito.ayako@ocha.ac.jp URL: http://ｗｗｗ.develop.ocha.ac.jp/itoa.html TEL:5978-5777

不登校・いじめ・学級崩壊・特別支援教育・低学力・・・学校での課題はますます増えています。
教師とｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの協働や、学校に生かす臨床心理学をめざして研究をしています。
学級の個性「学級風土」をｱｾｽﾒﾝﾄし、指導の成果や課題を確認できます。
グラフで
学級の風土や、
生徒の気持ち
が分かります

データを基に
指導や支援を
検討できます
下記ような研修会も可能です
学級風土コンサルテーション
いじめを防ぐ学級づくり
不登校支援システムづくり
スクールカウンセラーの役割
スクールカウンセラー
と教師の連携
気になる子の事例研究

小中学生用の
学級風土
アンケートです
(教師用（研修用）
もあります)

発達障害児の心理教育的支援
キーワード： ＬＤ・ＡＤＨＤ等の発達障害、アセスメント、教員支援、発達支援
人間文化創成科学研究科 人間発達科学系 発達臨床心理学
篁 倫子
E-mail: takamura.tomoko@ocha.ac.jp

TEL:5978- 5784

発達障害の子どもは正しい理解と適切な支援を必要とします。
親も教育関係者も子どもと向き合うために支援を必要としています。
まずは、正しい理解と適切な支援に向けたアセスメントツールの開発を行っています。
ＬＤのアセスメント
ツールです。
現在、中学生用も
開発中です
都道府県主催の教
員研修の講師として
教員支援をサポート
しています
アドバイザーとして子どもの
ニーズにあった教材の開発を
サポートしています
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１８年度教員研修
北海道特殊教育センター、茨城県教
員研修センター，神奈川県警，群
馬県総合教育センター，川崎市総
合教育センター，千葉県総合教育
センター，兵庫県特殊教育セン
ター，全国青少年相談研修
日本発達障害ネットワーク
「軽度発達障害向けの教材・
教具の実証研究（文部科学
省委嘱）」

現代社会における新たな教養教育の開拓
キーワード：教養教育、社会人教育、 New liberal Art、互学互教、社学連携、
知の市場(Voluntary Open Network Multiversity)、化学生物総合管理再教育講座
社会技術革新学会、化学生物総合管理学会
ライフワールド・ウオッチセンター 増田 優
E-mail: masuda.masaru@ocha.ac.jp

化学物質総合経営学・社会技術革新学

URL: http://www.lwwc.ocha.ac.jp/saikyouiku/

TEL:5978-5092

実社会で実践し多様な経験を有する社会人が「互学互教」の理念のもとに、実社会の広範な活動と
知の世界の多彩な活動が産学連携を超えて相互に高めあう「社学連携」を目指して、多くの人々が自
由に出入りし闊達に論じあう「知の市場」(Voluntary Open Network Multiversity)を構築ことにより、
現代社会をより良く理解するための総合的、かつ、実践的な自己研鑽の機会を提供する。

市民の連携の輪の形成
１．多様な職業の20-50歳

社会人教育の実践

プロの連携の輪の構築

１．60科目(1科目90分授

１．多数の実践機関・専門

代の現役世代が参画

業15回)近い実社会に根

２．毎年延べ1300名近い

ざした多彩な講義を開講

受講者が全国から参集

２．受講者の高い満足と参画

機関の連携・協力
２．450名近いプロフェッショ
ナルな講師陣の輪の構築

Science For Societyー社会に応える知識体系の再構築と教材の開発ーScience for Policy

外国語教育のためのタスクの評価・開発
キーワード： 第二言語教育 日本語教育
英語教育
人間文化創成科学研究科 言語文化学系 専門分野 第二言語習得論 佐々木嘉則
E-mail: sasaki.yoshinori@ocha.ac.jp URL: http://jsl2.li.ocha.ac.jp/kyookanHP/yoshi/
TEL:5978-5214

タスクを通じて外国語を学ぶことは、現実場面に近い条件でコミュニケーションを
練習する上でも有効です。では、どのようなタスクを、どのような学習者に対し、どういう
状況で用いれば最も効果があがるのでしょうか？その分析のために好適な枠組みが、
心理言語学研究に基づいて提案されています（Loschky & Bley-Vroman, 1993） 。

タスク分析の４つの軸
●産出か、理解か
●反応の自由度は大か、小か
●目的は自動化か、仮説構築か
●ターゲットとなる表現はタスク
遂行に不可欠あるいは有効か

このテーマに関する
ワークショップの実施実績
●海外（香港・韓国）
●国内（現職教師研修等）
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中国語力測定テストの開発とその応用
キーワード： 二言語習得 中国語 日本語 国際結婚家庭 バイリンガル
人間文化創成科学研究科 人間発達科学 李 美靜
E-mail: ri.bise@ocha.ac.jp TEL:5978-5934
国際化にともない、二つの異なる言語を使用する人が急速に増えています。
中国語言語力テストの開発研究と中国語と日本語の二言語習得に
影響する要因を解明する研究に取り組んでいます。
また、以下のような研究結果を
発表しています。
● 子どもの言語習得に関する研究
● 国内に在住する中国語と日本語の
バイリンガルの子どもの二言語習得に
関する影響要因の研究
客観的かつ容易に言語力を把握できる
中国語言語力テストの作成を研究して
います。

● 海外児童・生徒の二言語教育の調査：
国際結婚家庭の子どもの二言語習得に
影響する要因の研究

コミュニケーション力の開発：身体表現・舞踊の体感
キーワード：舞踊教育・ダンスセラピー・コミュニティダンス
・自己表現・コミュニケーション
人間文化創成科学研究科 文化科学系
舞踊学・舞踊教育学 柴眞理子
E-mail: shiba.mariko@ocha.ac.jp TEL:5978-5265
舞踊の根源である無意識的・意識的身体表現を基盤に、人間の個性や創造性が生きた
「身体と身体の動き」による豊かな表現がどのようなコミュニケーションを生み出し、また
そのようなコミュニケーションは人間形成とどのような関係にあるのかを研究しています。
これらの研究成果を踏まえて、以下のような講演会・ワークショップ等を行っています。
新しく集中

★まるごとの身体によるコミュニケーションの体感と仲間つくり
攻撃される
（親子或いは保護者を対象,
受信先
教員及び社会教育指導者の研修, 企業研修等）

★表現運動・ダンスをめぐる理論的基礎と指導内容・指導方法（教員対象）
★ダンスセラピーの理論と実践（音楽療法士,臨床心理士,ダンスセラピー関係者、等対象）
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市民のための地図・GISセミナー
キーワード： 地図・GIS

生活問題

市民

コミュニケーション

人間文化創成科学研究科 人間科学系 人文地理学・GIS

まちづくり
宮澤 仁

E-mail: miyazawa.hitoshi@ocha.ac.jp URL: http://www.li.ocha.ac.jp/hum/chiriog/chiri.htm
地図を通じて、私たちの生活とその条件を分析し、
安心・安全・福祉のための暮らしと地域環境を考えます。
地図・GISは市民のまちづくり・地域学習の現場で有効に活用できます。

市民がつくる地域の地図
まちづくりのために
▼バリアフリー
チェック

▲モバイルGISを
用いた地域調査

問題の発見から原因探求、改善まで

▲実践例の紹介
（例：福祉マップ）

市民講座
めぐろシティカレッジ
放送大学
など

地域格差、不平等、リスク
を考えるための地図・
を考えるための地図・GIS

国際教育協力プロジェクトの設計・実施・評価
キーワード：国際協力 政府開発援助（ODA) 教育開発 受託研修 事業評価
人間文化創成科学研究科 人間科学系 専門分野 教育開発論
浜野 隆
E-mail: hamano.takashi@ocha.ac.jp
URL: http://info.pr.ocha.ac.jp/staff/detail.asp?staff=39513345 TEL: 5978-5248

アジア・アフリカ等、発展途上国における教育の現状、国際機関の役割、日本の
協力のあり方、開発援助の評価等に関する研究を行っています。その知見は、
途上国からの研修受け入れや青年海外協力隊派遣支援等に応用されています

アフリカ幼児教育研修

青年海外協力隊支援
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新しく集中
攻撃される
受信先ベトナム教育支援

国際協力の輪の発展：女子教育と市民参加
キーワード： 国際教育協力 女子教育 ボランティア 市民参加
開発途上国女子教育協力センター
高橋 真央
E-mail: takahashi.mao@ocha.ac.jp URL: http://www.ocha.ac.jp/ktjkkc/ TEL:5978-5546

どのような女性も自分の意志で行動して生活していける世界となれるように、途上国における
女性の立場の改善や教育の向上に関する研究に取り組んでいます。 また、日本社会の中で、
国際協力の輪（和）がどのように広がっていくのかについても研究を進めています。
フィールドワークを中心
とした教育協力から見る
途上国の女子教育の現状
と課題分析

国内の大学、援助機関、
研究機関等と連携して
の女子教育支援事業

日本の市民社会の中で
国際協力活動がどのよう
に行なわれているか
ODA事業

途上
国

NGO
個人
バングラディシュの小学校にて

アフガニスタン女性教員研修

市民参加による日本の国際協力

ASEAN諸国の人材育成
キーワード：国際協力 開発支援 生活・福祉 教育 自然共生
生活環境研究センター 生薬学・薬用植物学 佐竹元吉
E-mail: satake.motoyoshi@ocha.ac.jp

TEL:5978-5806

東南アジア諸国の発展には、国の将来を担う人材の育成が重要です。
医薬品に関連した様々な研修に、数多くの優れた研修員を受け入れ、
ASEAN諸国の発展に協力しています。
新しく集中
攻撃される
受信先

１．伝統薬に関する研修
２．麻薬対策専門家の研修
３．薬事行政官研修
４．医薬品製造管理に関する研修
５．フィリピン薬局方作成に関する研修
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国際
社会

グローバル化する国際関係の構造変動を読み解く
キーワード： 国際政治 暴力と平和 グローバル化 国家 地球市民社会
人間文化創成科学研究科 人間科学系 専門分野 国際政治 小林誠
E-mail: kobayashi.makoto@ocha.ac.jp

TEL: 5978-5254

冷戦の終焉以降、グローバリゼーションが急速に進み、国際関係の
基本構造が大きく揺らいでいます。理論的な観点から、また事例研究
の観点から、こうした変動を考察しています。関心のある個別の論点
は以下のようなものです。
●新たな暴力の形態（非正規戦、テロリズム、介入など）
●主権国家・領域国家の変容
●外交による国際関係の管理の変化
●人道的介入と普遍的規範の形成
●地球的政治体の形成
●現代世界における日本の位置
●世界の中央部と中心部の関係の変化
●地球市民社会の構成条件（NGO、多様なアイデンティティ、
重層的な民主主義など）

メディアと心の関わりの研究と応用
キーワード： メディアの影響 メディアの教育利用 メディアリテラシー 情報モラル
人間文化創成科学研究科 先端融合系 専門分野 メディア心理学
坂元 章
E-mail: sakamoto.akira@ocha.ac.jp URL: http://www.hss.ocha.ac.jp/psych/socpsy/sakamoto/ TEL:5978-5257

テレビ、テレビゲーム、インターネット、ケータイなどの電子メディアについて、
(1)それが伝えている情報や、それが人間に与える効果・影響を評価したり、
(2)それを学習ツールとして活用する方法を開発したり、
(3)それを安全かつ適切に使うための取り組みについて研究しています。
メディアを評価する

メディアが伝える情報の内容や、
その効果・影響を、統計分析を
使って数量的に評価しています

メディアで学ぶ

オンラインゲームを使った国際
交流学習など、メディアで何か
学べるかを考えています
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メディアを学ぶ

メディアを安全に使うための教材
の開発など、多数の取り組みに
貢献しています

子ども向け「こころの科学」教育：
科学的思考力を育む学習支援ツールの開発
キーワード： こころの科学 科学的思考力 科学教育 体験型学習
人間文化創成科学研究科 人間科学系 認知科学 石口彰 ・ 池田まさみ
E-mail: ikeda@cc.ocha.ac.jp TEL:5978‐5830

子どもの科学的思考力の“解発”と“育成”は教育の最重要課題である。 本研究では、
心理学で扱う知覚・認知現象を科学教材に取り入れた新教育プログラムを提案する。
子ども自身の感覚・体験に直結した教材づくり、アプリケーションの開発を行っている。
こころの不思議を解き明かす
素材の多様性

新しく集中
攻撃される
受信先

学習環境・学習レベル
に応じた教材・ツール

体験・測定・思考の
ステップ学習

★特許出願中

疑似科学と放射線
キーワード：放射線 疑似科学 生活環境 放射線コンシューマプロダクト 安心と安全
人間文化創成科学研究科 ライフサイエンス 専門分野 放射化学
古田 悦子
E-mail: furuta.etsuko@ocha.ac.jp URL: http://www.ocha.ac.jp/radioisotope/furuta.html
TEL:5978-5818

健康に良いとされる商品が生活環境中にあふれています。
科学的表現がなされているため、人々に受け入れやすいのですが
疑似科学といえそうな、効果が怪しく放射線を放出するものが多いです。

Ni-MH水素吸蔵合金(La)

脱臭材(Th)

マイナスイオン壁紙(Th)

ここに示した例は、いずれも放射線を放出しています
があまり知られていません。例えば、健康になるつもり
のマイナスイオン壁紙からは、肺がんの元となるradon
が放出されています。
私たちの環境について正しく理解し、安心して暮らせ
るよう、放射線の出張講義をしています。

遠赤外効果靴中敷
キャンプ･登山用
ガスランタンマントル(Th)
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先端科学技術を橋渡し； 産業へ、教育へ。
キーワード：CSR（企業社会貢献活動）アシスト、教員研修アシスト
発生学、センサー開発、科学技術コミュニケーション、先端技術・製品評価、
サイエンス＆エデュケーションセンター(SEC) URL: http://www.cf.ocha.ac.jp/SEC/
センター長・教授 千葉和義 E-mail: kchiba@cc.ocha.ac.jp, Tel/Fax:5978-5730
講師
仲矢史雄
E-mail: nakaya@cc.ocha.ac.jp , Tel/Fax: 5978-5523
講師 宮本康司
E-mail: miyamoto.koji@ocha.ac.jp , Tel/Fax: 5978-5523
先端科学技術は複雑化、細分化の一途をたどっています。SECでは、そのような科学技術情報を、だれもが適切に理解し、社会全
体が有効に活用できるよう科学教育・コミュニケーションの実践的取り組みを行っています。
我々は、１） 学校教員・教育委員会からの科学教育研修の受託（SPP等）、２）CSR（企業社会貢献活動）のアシスト、
３）大学における先端科学研究の仲介相談、 ４）先端技術・製品の第3者評価の受託
５）センター所属教員の専門分野（発生生物学、不妊治療研究等）における共同研究開発
などを幅広く、実施しています。また、以下に、事例を紹介します。
不妊治療の
基礎研究、等

先端技術・製品の
評価受託します。

実験が成功し
喜ぶ受講教員

発電所内
ビオトープ紹介

酸素センサーの自作
SPP等の実験教室支援活動

先端研究受託アシスト

発電タービン実機
によるエネルギー教育

教員研修アシスト

電力会社とのコラボレーション
による科学教育活動コーディネート

CSR（企業社会貢献事業）アシスト

化学物質の総合管理能力の向上
キーワード： 化学物質総合管理、REACH、 SAICM、アジェンダ21第19章、評価指標、
管理能力向上、包括的法律体系、Regulatory Science、リスク、社会人教育
化学生物総合管理学会
ライフワールド・ウオッチセンター 増田 優
化学物質総合経営学・社会技術革新学
E-mail: masuda.masaru@ocha.ac.jp URL: http://www.lwwc.ocha.ac.jp TEL:5978-5092
1992年の国連環境開発会議におけるアジェンダ21第19章の集大成以来、2002年の持続可能な発
展に関する世界首脳会議を経て、2006年に国際化学物質管理会議で国際化学物質総合管理戦略
（SAICM）が採択され、具体的な課題とその実施主体者そして達成の期限などが明らかになった。
欧州における2007年6月の新化学物質管理規則（REACH）の施行をはじめ、国際競争力に影響す
る重要課題として世界各国は化学物質の総合管理能力の向上(Capacity Building)に邁進している。

企業の管理能力の向上

人材育成と教育の展開

社会的な基盤の強化

１．化学物質総合管理能力

１．専門人材の育成と教養

１．競争力ある包括的な法
律体系・制度体系の整備
と専門評価管理機関への
一元化

の評価指標の開発と評価
２．管理能力向上のため
の改善活動の支援

教育の実践

http://www.lwwc.ocha
.ac.jp/saikyouiku/
２．教材の開発
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２．科学的基盤の充実と情
報の公開

ウニ類の生殖シーズンの人為的調節
キーワード： 発生・生殖
ウニ 水産資源 海洋生物研究 理科教育
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系、湾岸生物教育研究センター
専門分野 発生生物学
清本正人
E-mail: kiyomoto@cc.ocha.ac.jp URL: http://marine.bio.ocha.ac.jp/ TEL:0470-29-0838
・ウニ類の卵は研究材料や理科教材として、広く使われています。しかし、
産卵期が決まっているので、いつでも使うことが出来ませんでした。
・湾岸生物教育研究センターでの研究により、バフンウニの産卵期を調節
することが可能になりました。

受精や発生の実験材料として
重要なウニの卵や幼生

しかし、天然のウニ
の産卵期は短い！

バフンウニを半年から１
年程度、環境を制御す
ることで任意の時期に成
熟させることが可能

バフンウニ ２〜３月
ムラサキウニ 7〜８月
アカウニ １１月
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生殖巣に充満した卵と精子

文化・芸術

文化・社会
芸術表現・映像表現
文化財保護・歴史資料

哲学的思考の応用
キーワード：論理的思考 コミュニケーション 価値 倫理的判断 生命
人間文化創成科学研究科 文化科学系 哲学 羽入佐和子
E-mail: hanyu.sawako@ocha.ac.jp
TEL:5978-5591
哲学的思考と科学的探究の違いは何か
コミュニケーションの多様性は何に依存するか
ヨーロッパ哲学の思考方法を手がかりとして現代の人間と社会を分析する

科学

新しく集中
攻撃される
受信先

存在
人間
（個）
哲学

論理整合性

理性的思惟

○ヤスパースの哲学

価値判断

○カントの認識論・倫理学

日本上代文学についての社会人教育
キーワード： 万葉集
古事記 季節感 専門知識の可視化 社会人教育
人間文化創成科学研究科 文化科学系 専門分野 日本上代文学 荻原千鶴
E-mail: iwasaki.ogihara.chizuru@ocha.ac.jp

TEL:5978-5201

カルチャーセンター・夏期大学等で、社会人を対象とした講座を定期的に行っています。
日本上代文学研究の応用として、季節感を通して古典と現代生活をつなぐ試みや、
専門知識を可視化する研究に取り組み、社会人教育への貢献を目指しています。

古典と現代―季節感を通して

新しく集中
専門的知識の可視化

妹が見し あふちの花は
散りぬべし 我が泣く涙
いまだ干なくに
（
『
万葉集』
巻五―７９８
山上憶良）

攻撃される
受信先
上代文献と写本・古注釈
『古事記』成立

真福寺本
１３７１～７２

７１２

『日本書紀』成立
７２０

『万葉集』成立

佐佐木本・
猪熊本・四
天王寺本・
田中本

平安初期？
桂本

本居宣長『古事記伝』
１７９８

占部兼方『釈日本紀』
１２７４以後
仙覚『万葉集註釈』

７８０頃？ 平安中期？ １２６９

『出雲国風土記』成立
７３３

「あふちの花」 ２００７．5.21撮影
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細川家本 岸崎時照『出雲風土記抄』
1597以前 １６８３

博物館の仕事・火山と考古学・遺跡の活用
キーワード： 博物館での学び 学芸員の仕事 火山噴火罹災遺跡 史跡公園
人間文化創成科学研究科比較社会文化学系 専門分野 博物館学・考古学 鷹野光行
E-mail: takano.mitsuyuki@ocha.ac.jp URL: http://www.hss.ocha.ac.jp/
TEL:5978-5255
１．博物館は「地域における生涯学習推進のための中核的な拠点」です。
「博物館ボランティアを考える」：2006年8月 富士市立博物館
「新しい時代の博物館制度の目指すもの 」:2007年6月 愛知県博物館協会
２．火山列島・地震列島の日本。古から、ひとびとはこれらとどう対峙してきたのでしょうか。
鹿児島県指宿市敷領遺跡の発掘調査（開聞岳噴火で埋もれた平安時代の水田）

３．先人たちの残した遺跡・史跡を私たちの生活にも活かしましょう。
市川市史跡の整備および活用検討委員会 (2005年～2007年3月)

今日のファッションを歴史の中から照射
キーワード： 服飾の歴史 色のイメージ 文様と紋章 異国趣味・レトロ趣味
人間文化創成科学研究科 文化系 西洋服飾論 徳井淑子
E-mail: tokui.yoshiko@ocha.ac.jp
URL: http://www.aesthe.ocha.ac.jp/~hp/tokui/ TEL:5978-5802

フランスの中世と近代を中心としファッションの営みを通して人々の感情生活あるいは感性を
追究しています。過去のモードはさまざまなかたちで現代に生きています。歴史の流れの中
から現代モードを照射すれば新しい創作の視野が開けます。
1813年ロンドン刊の情報誌に挟まれ
たファッション・プレート（左）は、この頃
の古代ギリシャ調の衣裳を示してい
ます。歴史に繰り返された古代調は
現代デザインにも生きています。
紀元2000年の女はズボンをは
くと、1899年にグラン＝カルトレ
が予想した女性像です（右）。衣
服はジェンダーをつくり、性差
の文化を映します。
講演記録：「ヨーロッパの色彩シンボリズム」「モードと色の中世史」「歴史が紡ぐ感性：色と柄のイメージの東西」
「ジュエリーとの共演：肖像画にみるヨーロッパのモード」 「ジュエリーと護符」 「ヨーロッパの写本美術」
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15世紀初めの
フランス王シャ
ルル6世は黒い
衣に標語と虎
（犬ではない）の
文様を付けてい
ます。今日に至
る黒服の始まり
です。虎は文学
に取材された彼
の紋章の一つ。

フランス絶対王政の国制と社会
キーワード： フランス近世史 絶対王政 官僚制度 国王儀礼
人間文化創成科学研究科 文化科学系 専門分野 西洋史
安成英樹
E-mail: yasunari.hideki@ocha.ac.jp

TEL:5978-5181

フランス近世（アンシァン・レジーム）の統治構造の研究
近世ヨーロッパ社会の比較検討
権威と権力―儀礼とメディアの機能分析

○フランス絶対王政期の官僚制度―直轄官僚と官職保有者
○宮廷構造の分析―宮廷官僚と位階秩序
○ブルボン朝王権の特質の析出
○宮廷儀礼と国家儀礼、各種メディアの相互関係
○近世ヨーロッパの国制および社会の諸相に関する比較研究

芭蕉連句と天気
キーワード： 芭蕉七部集 連句
天気 天候
文教育学部 人文科学科 地理学講座 自然地理学 田宮兵衞（使用期限：2008.3.31)
E-mail: tamiya.hyoe@ocha.ac.jp
TEL 5978-5196
連歌→俳諧→連句→発句→俳句の流れを創りあげた松尾芭蕉
彼は天気・天候をどのように認識していたのであろうか。

連句という共同文芸における発想の共同の下、表現されている天候表現は、
天気に関する当時の実感を反映しているであろうという前提に立つ。
芭蕉七部集の連句の中の天候表現には、現在の天気の感じ方の違いを見出せ
るであろうか？
それとも全面的に了解可能なのであろうか？
新しく集中攻撃される受信先

前後句との関連を解釈することにより、その実感を明らかにする。
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イギリス中世の社会と文化
キーワード： イギリス中世史
社会的結びつき 史料論 ジェントリ
人間文化創成科学研究科 文化科学系 専門分野 西洋史
新井由紀夫
E-mail: arai.yukio@ocha.ac.jp
TEL:5978-5177
URL: http://www.li.ocha.ac.jp/hum/history/teacher/arai/index.html
もし自分が、中世後期のイギリスに生きていて、家屋敷と所領をもつジェントリ
だったとしたら、どんなきずなとしがらみの関係のなかで暮らしていたのだろう？
そんな疑問を研究のテーマとしています。

１．中世後期イギリスの社会的関係を分析し、中世社会の
諸相をあきらかにする。
２．法や政治的枠組みが、地域社会の人々の生活に与えた
影響を、中世社会を対象に考察する。
３．古文書学、特に中世ヨーロッパを対象とした古書体学、
及び中世史料論。

江戸時代の文学・出版
キーワード： 日本近世文学 出版文化 出版権 著作権
人間文化創成科学研究科 文化科学系 専門分野 日本文学
E-mail: ichiko.natsuo@ocha.ac.jp

市古夏生
TEL:5978-5205

江戸時代の小説、名所図会ならびに出版文化を研究しています。
出版業は江戸時代から始まりました。
現在まで続いている出版物の奥付は江戸まで遡れるのです。
◎ 江戸時代の小説―怪異小説や翻訳小説、西鶴などの紹介
◎名所案内と名所図会に関すること
◎江戸時代における出版法と筆禍事件
◎出版者の権利、著作者の権利
◎江戸時代の出版物の流通
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新しく集中
攻撃される
受信先

テクスト文化としての文学
キーワード：イギリス、内乱、ジャンル、検閲、読者
人間文化創成科学研究科 文化科学系 松崎 毅
matsuzaki.takeshi@ocha.ac.jp TEL5978-5230
専門分野：17世紀イギリス内乱期の政治文学、特に王党派の詩
イギリス内乱期の王党派文学を主な研究対象に、文学テクストを単なるテクストとしてではなく、
それを取り巻くテクスト文化（検閲、ジャンル、出版と流布の形態、読者層の想定等）の総体として
分析することを試みています。出版文化というものの普遍的なありかたについて新たな知見を提
示したいと考えています。
新しく集中
攻撃される
受信先

グローバル時代の日本文化 和歌を楽しむ
キーワード：日本古典文学

特に平安文学、和歌文学

人間文化創成科学研究科 文化科学系 平野由紀子
E-mail: hirano.yukiko@ocha.ac.jp TEL:5978-5200
近年講演したテ－マ
日本文学と女性―小町をめぐって
平安和歌と女性
国際化時代の平安文学研究
など
その他
歌のちから
古今和歌集の魅力
挨拶の和歌とは何か
仮名日記と和歌
物語と和歌
など
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体感型マルチ感性表現支援システムの開発
キーワード：ＭＲ（Mixed Reality:複合現実感）・空間創出インタフェース
ダンス・描画・コミュニケーション
人間文化創成科学研究科 文化科学系 舞踊学・舞踊教育学

柴眞理子

E-mail: shiba.mariko@ocha.ac.jp TEL:5978-5265
これまで、ゲーム機と言えば、指先のみによる操作が主流でしたが、近年、専用マットの上でステップ
を踏むダンスのゲームのように、体感操作によるゲームが増えています。そのような中で、
舞踊研究者と工学者が共同で、体感型マルチ感性表現支援システムの開発に取り組んでいます。
その一つは、センサーを手や足につけて踊ることで、
新しく集中
攻撃される
その3次元的な軌跡と踊り手の現実世界とをMR技術
受信先
によりリアルタイムに融合し、動きを空間的に視覚化
するインタフェースを開発しています。

センサ

スクリーン

踊り手の姿と動作の
軌跡を同時に投影
踊り手の姿を好き
な方向から撮影

センサ＋カメラ

（これにより踊り手は自身の動作軌跡を様々な角
度から鏡のように 確認しながら踊ることが可能と
なります．）
★現在、日常、心身の動きの乏しい精神病院入院中
の患者さんにそのシステムを試用し、使い勝手のよ
いシステムの開発につとめています。

★早稲田大学創造理工学部三輪研究室との共同研究です

コミュニティダンスを中心とする舞踊実践研究
キーワード：舞踊 コミュニティダンス コミュニティ コミュニケション 身体
人間文化創成科学研究科 文化学系 専門分野 舞踊学・舞踊芸術学 猪崎弥生
E-mail: izaki.yayoi@ocha.ac.jp TEL:5978-5263
現代の日本社会では、身体を通した人とのかかわりを支える手立てが強く求めれています。
年齢、性別、国籍、障がいのあるなしにかかわらずどんな人でも楽しむことができる
コミュニティダンスの実践研究に取り組んでいます。

新しく集中

攻撃される
舞踊実践の立場から人々が生き生きと生活できるためのコミュニティと
受信先
コミュニケーションにおける人と人とのかかわり合いと絆の再生を目指
します。

ダンスコミュニティ支援
１．コミュニティとつながるダンス活動の支援（公演を含む）
２．各地のダンス指導者講習会の講師
３．高校生向けのダンス教育支援（ダンス部生徒へのワークショップ）
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身体言語（LOD）の研究とダンス教育／身体表象分析への応用
キーワード：身体言語（LOD）、舞踊教育、創作ダンス、身体表象、ジェンダー
人間文化創成科学研究科 人文科学系 専門分野 舞踊教育

酒向 治子

E-mail: sako@cc.ocha.ac.jp TEL:5978-5271

身体言語（Language of Dance；通称LOD）とは、身体動作を体系的に記号化し
た、身体の‘ことば’です。現在は、LODを用いて以下の研究を行っています。
新しく集中
●LOD用いた、創るだけではなく「読み・書き」の過程を取り入れ
攻撃される

受信先
たダンス教育法の開発

●ダンスにとどまらない、あらゆるメディアにおける

身体表象のLODによる分析： 特にLODを応用した
ジェンダー・イメージの分析

LOD動作記号の例

●
アクション スティルネス バランス

芸術表現：人間の声と教会音楽の合唱
キーワード：合唱、教会音楽、声、発声、身体
人間文化創成科学研究科 文化学系
永原恵三
E-mail: nagahara.keizo@ocha.ac.jp
URL: http://info.pr.ocha.ac.jp/staff/detail.asp?staff=40917573
TEL: 5978-5279（音楽助手室）
音楽を人間の豊かな営みと考えることを研究の基盤においています。
そして、音楽を必ず実践の上で考えるようにしています。
１）教会音楽を中心に合唱を実践的に研究しています。
２）合唱の声を中心にして、人間の身体と声との関係を考えています。

合唱文化が日本全国に広がり、各地で美しいハーモニーが奏でられています。また、
学生時代に合唱を経験して、退職後にシニアの合唱を楽しむ方々も多いことでしょう。
数十年の間に音楽の研究は発展し、教会音楽の演奏や発声法の考え方も新しくなって
きました。
１）西洋音楽で古くて新しいのがキリスト教の音楽です。グレゴリオ聖歌から現代の聖
歌に至る教会音楽を考えながら、実際に演奏することで、西洋文化の豊かな営みに接
します。
２）合唱を身体から捉えることで、人間の声の可能性や、身体と声の関係を考えます。
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歴史遺産の保存と活用・文化財の再評価
キーワード： 世界遺産

産業遺産

近代化遺産

アーカイブズ 国際日本学

人間文化創成科学研究科 文化学系 近代日本史 小風秀雅
E-mail: kokaze@cc.ocha.ac.jp TEL:5978-5175

世界遺産の登録に関心が集まっています。
文化庁の世界遺産特別委員会委員として、日本の世界遺産候補リストの選定に携
わるなかで、歴史遺産は人類の財産である、という視点から、保存と活用のバランス
をはかりつつ、後世に残していくことが現代のおおきな課題と感じています。

歴史や文化の観点から、新しい遺産の価値を発見すること
遺産の価値を正確に評価すること
遺産の意味を広く伝えること
にこころがけ、経済産業省や地方自治体での活動などを通じて、歴史学の立場から、
文化財保護のあり方を考えていきたいと思っています。

最古のアジア人・最古の日本列島人 －その古さを測る－
キーワード：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
人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系 専門分野 自然人類学
松浦秀治
E-mail: matsura.shuji@ocha.ac.jp URL: http://www.eng.ocha.ac.jp/anthropol/index.htm
TEL: 5978-5769
人類の進化や日本人の起源を研究するには、その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。

教科書の改訂
新しく集中
攻撃される
受信先

２００１（平成１３）年９月７日
毎日新聞

このほか、
「葛生原人」
の年代測定
などから
↑ 平成１３年（２００１年）度版
↑ 平成１４年（２００２年）度版
東京書籍 高校「日本史 Ｂ」教科書

2002年9月14日
朝日新聞 →

三ヶ日人骨や浜北人骨の年代測定

ジャワ原人の研究も
しています
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← ピテカントロプス
Ⅷ号頭骨

２０世紀の社会と歴史
キーワード：ナチズム、人口・人種問題、広告・宣伝、高校教科書
人間文化創成科学研究科文化科学系 専門分野 西洋史
山本 秀行
E-mail: yamamoto.hideyuki@ocha.ac.jp
TEL:5978-5180
URL: http://www.li.ocha.ac.jp/hum/history/teacher/yamamoto/index.html
ナチズムと、その時代について研究しています。
過ぎ去った時代のようにみえますが、少子高齢化問題のように、
21世紀が抱えている多くの問題が顕在化した時代として、興味がつきません。
新しく集中
攻撃される
受信先

ナチズム、ナチ体制の社会史的研究
人口問題と人種政策とのかかわり
レジャー、消費、広告
ナショナル・アイデンティティと植民地
教科書執筆『高校世界史Ｂ』

76

平成１８年度産業別就職先一覧
平成１９年４月1日現在
建設

ピジョン㈱（食物）

㈱アドレスホーム（人文）

電気ガス

タリーズコーヒージャパン㈱（芸術）

埼玉県公立中学校（数学）

非営利団体

㈱西武百貨店（芸術）

千葉県公立中･高等学校（生物）

仙台ひと・まち交流財団（人社）

大成建設㈱（生工）

東京電力㈱（人文）

㈱髙島屋（芸術）

群馬大学（発臨）

JA東京中央（数学）

三井ホーム㈱（生工）

山二ガス㈱（人文）

島村楽器㈱（芸術）

横浜市教員（発臨）

松本市教育文化センター（物理）

トヨタホーム東京㈱（生工）

㈱北陸電力(言語）

㈱第一興商（化学）

松戸保育所（発臨）

RCO-JAPAN（生物）

㈱ユニクロ（生物）

新宿区立幼稚園（発臨）

（財）日本食品分析センター（食物）

㈱三越（食物）（生文）

那須長小学校学童保育所（発臨）

（独） 雇用能力開発機構（生社）

旭化成ホームズ㈱（生社）
製造業（食品）

情報通信
キャノンソフト技研㈱（人文）

メルシャン㈱（人文）

㈱日立システムアンドサービス（人文）

㈱フォーバル（発臨）

㈱味の素（人文）

㈱スクウェア・エニックス（人文）

㈱ティンパンアレイ（生社）

学校法人 慈恵大学（人文）

教育（私立）

日本郵政公社 北陸支店（言語）

キリンビール㈱(言語）

㈱シーエーシー（言語）

はるやま商事㈱（生文）

学校法人緑丘学園 水戸英宏中学校
（言語）

裁判所（人社）

㈱ギャバン（食物）

東宝㈱（言語）

㈱西武百貨店（生文）

学校法人佐藤栄学園（言語）

京都家庭裁判所（人社）

キューピー㈱（食物２）

西日本電信電話㈱（言語）

㈱千趣会（生文）

江戸川女子中・高等学校（言語）

法務省（人社）

ピックルスコーポレーション㈱（食物）

プロシステム㈱(言語）

㈱板垣（生文）

和洋国府台中高（芸術）

家庭裁判所（人社）

長谷川香料㈱（食物）

㈱ヴァンテルシステム（言語）

㈱フランドル（生文）

茨城キリスト教学園（情報）

文部科学省（生物）

明治製菓㈱（食物）

ＴＩＳ㈱（人社）

紀伊国屋（生文）

大和郷幼稚園（発臨）

稲畑香料㈱（食物）

日本放送協会（人社）

ソントン食品工業㈱（食物）

ＴＢＳ(人社）

三菱東京ＵＦＪ銀行（人文２）（発臨）

秀英予備校㈱（数学）

東京国税局〔生社）

山崎パン㈱（食物）

㈱長野放送（芸術）

大和証券グループ本社（人文）（言語）

U．S．エデュケーション・ネットワーク（化
学）

外務省（生文）

㈱ダイショー（食物）

㈱テクノスジャパン（数学）

住友信託銀行（人文）（人社）

日本コーンスターチ㈱（食物）

㈱テクノサイト（数学）

大和証券（言語）

㈱シー・アイ・シー（人文）

川崎市役所（人文）（生社）

金融

教育（その他）

国家公務

厚生労働省（発臨２）
会計検査院（発臨）

サービス

地方公務

㈱ビック東海(数学）

日本銀行（言語）（数学）（情報）

㈱リクルート（人文）

茨城県庁（人文）

㈱アープ（人文）

㈱ＮＴＴデータ（物理）（情報）（生工）（生
社）

伊予銀行（言語）

㈱創芸（人文）

北区区役所（人文）

㈱高橋書店（人文）

蝶理情報システム㈱（物理）

山梨中央銀行(言語）

㈱サンシャインシティ（人文）

東京都庁（言語）（人社）（生工２）（発臨）

㈱グラフ社（人文）

東日本電信電話㈱（物理）

足利銀行（人社）

㈱ベストブライダル（人文）

鹿児島県庁(言語）

㈱ゼンリン（人文）

㈱福岡放送（情報）

㈱千葉興業銀行（人社）

㈱ジェイエイシージャパン（人文）

横浜市役所（人社）

㈱メディカ出版（言語）

㈱NTTドコモ（情報２）（生文）

野村證券㈱（芸術）（数学）（物理）

㈱キャリアデザインセンター（人文）

文京区役所（人社）（発臨）

夏目出版企画（言語）

㈱テレウェイブ（情報）

みずほフィナンシャルグループ（芸術）（物理）
（化学）

㈱電通マネジメントサービス（言語）

静岡市役所（人社）

㈱ベストセラーズ（言語）

㈱NEC情報システムズ（情報）

中央三井信託銀行（数学）

ジアス㈱（言語）

藤沢市役所（人社）

メトロ書店（言語）

KDDI㈱（情報）

㈱ジェーシービー（情報）

㈱パソナ（言語）

静岡県（人社）

㈱小学館（言語）

みずほ情報総合研究所（情報）

北日本銀行（食物）

㈱ＪＡＬスカイ東京（言語）

栃木県警（情報）

東京書籍㈱（言語）

㈱岩手ＣＳＫ（情報）

㈱三菱ＵＦＪ信託銀行（発臨）

㈱アズバーズ（言語）

広島市役所（生工）

中央出版㈱(言語）

ＥＭＣジャパン㈱（情報）

㈱大分銀行（生社）

（有）YPS国際センター(言語）

熊本県庁（発臨）

第一法規㈱（芸術）

エムオーテックス㈱（生工）

日本政策投資銀行（生社）

㈱ザ・コンベンション（言語）

湖西市役所（生社）

産経新聞社（生社）

シスコシステムズ㈱（生工）

商工組合中央金庫（生社）

フレックス㈱(人社）

㈱ペルテ（生工）

栃木銀行（生社）

製造業（印刷・出版）

製造業（化学）

㈱リクルートエイジェント（人社）

中外製薬㈱（言語）（人社）

ＮＥＣソフト㈱（生工）

ブリストル・マイヤーズ・スクイプ㈱（化学）

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ（生工）

ソニー損害保険㈱（人文）

㈱ＮＫＢ（人社）

Ｐ＆Ｇ（化学）

㈱ＵＦＪ日立システムズ（生工）

東京海上日動火災保険㈱（人文）（言語２）（人
類）

オリックス㈱（人社）

キッセイ薬品工業㈱（食物）

㈱ＪＲ東日本情報システム（生工）

日本生命保険相互会社(言語２）（数学）

国際投信投資顧問㈱（人社）

グラクソ・スミスクライン㈱（人類）

ソフトバンクモバイル㈱（食物）

㈱損害保険ジャパン（言語）（数学）

（有）ＤＥＫＩＲＭ（人社）

岩手めんこいテレビ（発臨）

住友生命保険相互会社（言語）

㈱ＫＤＤＩエボルバ（人社）

ニフティ㈱（発臨）

アメリカンファミリー生命保険（生社）

㈱インターコミュニティ（芸術）

製造業（機械）
㈱日本デジタル研究所（言語）
製造業（電気）

保険

㈱NTTドコモ東北（生社）

不動産

㈱コムスン（人社）

㈱ノバレーゼ（物理）

日本電気㈱（人文）（生社）

㈱富士通ビー・エス・シー（生社）

東急リバブル㈱（人文２）（人社）

パイオニア㈱（言語）

三井情報開発㈱（生文）

森ビル㈱（人文）

堀内法律事務所（生物）

㈱オリエンタルランド（芸術）

鈴榮特許事務所（生物）

アップルコンピュータ㈱(言語）

運輸

㈱ケミトックス（化学）

サンケン電気㈱（物理）

東日本旅客鉄道㈱（言語２）

㈱ゴールドクレスト（化学）

㈱キャリアデザインセンター（情報）

日本ＩＢＭ㈱（物理）

全日本空輸㈱（人類）

㈱Ｊ．Ｓ．Ｂ（生社）

トッパン・フォームズ㈱（情報）

㈱日立製作所（物理）

東京急行電鉄（生社）

㈱インクス（物理）

卸売

宿泊業
ホテルイースト２１東京(言語）

㈱トプコン（化学）

㈱サンリオ（言語）

日本ヒューレット・パッカード㈱(情報）

日本ロレアル㈱（言語）

松下電器産業㈱（生工）

伊藤忠商事㈱（言語）

東京都教員（言語）

㈱精クリエイティブ（発臨）

富士ゼロックス東京㈱（生社）

三井物産㈱（生社）

福井県教員（言語）

㈱ワイキューブ（発臨）

タキヒヨー㈱（生文）

東京都小学校（人社）

㈱インテージ（生社）

富山県小学校教諭（人社）

㈱東急コミュニティー（生社）

製造業（輸送用機械）
日産自動車㈱（人文）

小売

リゾートトラスト㈱（言語）

㈱カプコン（情報）
（有）２ＴＯＵＣＨ（食物）

教育（国･公立）

㈱ピーエーシー（人類）
㈱インテリジェンス（人類）

トヨタカローラ福岡㈱（人文）

山形県立高等学校教諭（人社）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
（生社）

日本ガイシ㈱（人文）

㈱ライフコーポレーション（言語）

新潟県公立中学校教員（芸術）

㈱成城研（生社）

東陶機器㈱(言語）

㈱グリーンホスピタリティーマネジメント
（言語）

福井県教員（芸術）

㈱綜合スタッフ（生文）

共同印刷㈱（物理）

全国生活共同組合連合会（人社）

長野市立芋井小学校（芸術）

(株）smiles（生文）

製造業（その他）
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平成１８年度大学院博士前期課程産業別就職先一覧
平成１９年４月1日現在
建設業

製造業（電気）

日本電計㈱（発達）

医療

サービス

㈱夢ハウジング（言語）

三菱電機㈱（ライフ）

㈱フォーカスシステムズ（発
達）

おおたクリニック（発達）

蔵王法律事務所 （言語）

北川木材工業㈱（人文）

㈱東芝（ライフ）（物質）

富士通総合研究所（発達）

大野クリニック〔発達）

㈱エイチ・アイ・エス（人文）

日本ヒューレット･パッカード
㈱（ライフ）（物質）

㈱ＵＦＪ日立システムズ（ライ
フ）

日清オイリオグループ㈱（ラ
イフ）

富士通㈱〔ライフ）

㈱日本総合研究所（ライフ）

東京都公立中学・高等学校
(言語）

ＷＩＰジャパン㈱（発達）

キューピー㈱（ライフ）

㈱アルバック（ライフ）

㈱大和総合研究所（ライフ）

長野県立高校（言語）

ベネッセ教育研究開発セン
ター（発達）

㈱虎屋（ライフ）

㈱東芝(物質）（数理）

日本電子システムテクノロ
ジー㈱〔ライフ）

愛知県立高校（言語）

原宿カウンセリングセンター
（発達）

アサヒ飲料㈱

日東電工㈱（物質）

ビクタス㈱（ライフ）

群馬大学留学生センター（言
語）

㈱レイテック（ライフ）

MCフードテック㈱〔ライフ）

㈱日立製作所（物質）（数
理）

みずほ情報総研㈱（物質）

茨城中学･高等学校（人文）

㈱シップ（ライフ）

石井食品㈱(ライフ）

日本電気㈱（物質）

㈱菱化システム（物質）

お茶の水女子大学附属小学
校（人文）

シミック㈱〔ライフ）

日本ＩＢＭ㈱（数理２）

㈱野村総合研究所（物質）（数
理２）

千葉県公立中学校教員（人
文）

東京CRO㈱（ライフ）

アップルコンピュータ㈱（数
理）

㈱半導体エネルギー研究所
（物質）

都立府中養護学校（発達）

㈱植物ゲノムセンター〔ライ
フ）

㈱リコー（数理２）

第一勧業アセットマネジメント
㈱（物質）

横浜市中学校教員（発達）

アクセンチュア㈱(ライフ）

ソニー㈱（数理）

㈱インターネットイニシアティブ
（数理）

群馬県立高等学校（数理）

(株)アース環境サービス（ライ
フ）

製造業（食品）

製造業（繊維）
カネボウ㈱（物質）
製造業（印刷・出版）
共立印刷㈱（言語）
㈱ｲﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸﾞｽ（言
語）

教育（国・公立）

製造業（輸送用機器）

㈱NTTドコモ（数理）

大修館書店（言語）

石川島播磨重工業㈱（物質
２）

㈱NTTデータ（数理）

チェンマイ大学専任講師（言
語）

聖翔㈱（物質）

㈱青春出版社（人文）

日産自動車㈱（数理）

住生コンピュータサービス㈱
（数理）

立教英国学院（言語）

㈱ＤＦＳ（発達）

東レACS㈱（数理）

ハノイ大学（言語）

少年写真新聞社（発達）

製造業（精密）

教育（私立・その他）

ＧＡコンサルタンツ㈱（人文）

㈱ワールドインテック（物質）

非営利団体

日本経済新聞社（発達）

シチズン時計㈱（ライフ）

ソフトバンクＢＢ㈱（数理）

文化外国語専門学校（言語）

民間団体推進協会（発達）

大日本印刷㈱（物質）

ペンタックス㈱（物質）

日本ソフトウェア㈱（数理）

立教英国学院（言語）

（社）日本アイソトープ協会（ラ
イフ）

ワークスアプリケーションズ㈱
（数理）

清泉女子大学（人文）

（財）日本冷凍食品検査協会
（ライフ）

シーボーン㈱（数理）

日本女子体育大学（人文）

（財）材料科学技術振興財団
〔物質）

製造業（化学）

製造業（その他）

㈱陽進堂（ライフ）

東陶機器㈱（ライフ２）

ライオン㈱（ライフ２）

マルマン㈱（物質）

日産化学工業(株）（ライフ）

㈱スミス（数理）

常盤薬品工業㈱（ライフ）

情報通信

運輸
九州旅客鉄道㈱（物質）
小売

佐藤栄学園（人文）
森村学園初等部（発達）

国立国会図書館（人文）

本学子ども発達教育研究セン
ター（発達）

国立リハビリテーションセン
ター（発達）
国立国際医療センター（ライ
フ）

㈱三菱化学ヤトロン〔ライ
フ）

ITXイー・グローバレッジ㈱
（言語）

ファーストリテリング㈱（言語）

㈱トライグループ（発達）

㈱エーピーアイコーポレー
ション(ライフ）

㈱ネリックス（人文）

イオン㈱（人文）

臨床福祉専門学校（発達）

日立化成工業㈱（物質）

エー・アンド・アイ・システム
㈱（人文）

㈱ブリヂストン（物質）

㈱ミクシィ（人文）

三井化学㈱（発達）（物質）

㈱インテック（発達）（物質）

ハートフォード生命（㈱（発達）

有機合成薬品工業㈱（物
質）

ＮＥＣソフト㈱（発達）

スルガ銀行㈱（発達）

武田薬品工業㈱（物質）

㈱富士ソフト（発達）

金融・保険
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国家公務

地方公務

カブール大学（ライフ）

仙台市児童相談所（発達）

江戸川女子中・高等学校（数
理）

東京都産業技術研究セン
ター（ライフ）

桜蔭中・高等学校（数理）

東京都庁（ライフ）
川崎市役所（ライフ）

索 引
氏名
<ア行>
相川 京子
會川 義寛
青木 紀久代
赤松 利恵
淺井 健一
浅川 陽子
新井 由紀夫
池田 まさみ
猪崎 弥生
石井クンツ昌子
石口 彰
市古 夏生
伊藤 亜矢子
伊藤 貴之
内田 伸子
太田 裕治
大瀧 雅寛
大塚 讓
小川 温子
荻原 千鶴
小口 正人
<カ行>
戒能 民江
加賀美 常美代
香西 みどり
粕川 正充
加藤 美砂子
金子 晃
河村 哲也
北島 佐知子
清本 正人
刑部 育子
小風 秀雅
小玉 重夫
小林 一郎
小林 功佳
小林 哲幸
小林 誠
駒城 素子
近藤 和雄
今野 美智子
<サ行>
坂元 章
作田 正明
酒向 治子
佐々木 嘉則
佐竹 元吉
椎尾 一郎
柴 眞理子
菅原
杉山
鈴木
瀬々

ますみ
進
恵美子
潤

曽根 博仁
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生命情報
生命情報
健康・メンタルヘルス
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74
58
16
44,45
61
18
59,73
73
50
45
48
11
12
47

氏名
<タ行>
鷹野 景子
鷹野 光行
高橋 真央
篁 倫子
棚谷 綾
棚橋 訓
田宮 兵衛
千葉 和義
千代 豪昭
出口 哲生
徳井 淑子
冨永 典子
冨永 靖徳
<ナ行>
仲西 正
中森 正代
永原 惠三
仲矢 史雄
<ハ行>
服田 昌之
羽入 佐和子
浜野 隆
番 雅司
平野 由紀子
冨士原 紀絵
藤原 葉子
古田 悦子
古谷 希世子
<マ行>
増田 優
松浦 悦子
松浦 秀治
松﨑 毅
松島 悦子
松本 聡子
宮澤 仁
宮本 康司
宮本 泰則
三輪 建二
元岡 展久
森光 康次郎
<ヤ行>
矢島 知子
安成 英樹
山田 眞二
山野 春子
山本 茂
山本 直樹
山本 秀行
<ラ行>
李 美靜
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