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大妻女子大学人間生活文化研究所 事業概要・資料（平成 24年度） 

 

1. 組織 

研究所長    大澤 清二 

助  手    榮  光子   下田 敦子   髙橋寿美子 

併任教員 

（家政学部）  青江誠一郎   明渡 陽子   阿部 栄子   阿部 和子   石井 雅幸 

市川   博   岩瀬 靖彦   宇都宮由佳   岡島 成行   金田 卓也 

小林 実夏   柴崎 正行   中西 靖子   林原 泰子   彦坂 令子 

堀江 正一   松本 寿昭   水谷千代美   矢野 博之 

（文学部）   松田 春香   松村 茂樹 

（社会情報学部）生田   茂   井上 源喜   堤 江美子   服部 孝彦   本郷   健 

（人間関係学部）荒井 芳廣   大出 春江   加藤美智子   川廷 宗之   佐々木 宰 

佐藤富士子   鄭  暎惠   西河 正行   松山 博光 

（比較文化学部）銭  国紅  （短期大学部）  井上美沙子   中尾 桂子   堀口美恵子 

（博物館）   真家 和生          （キャリア教育センター）井上  俊也 

（教職総合支援センター）酒井  朗           

 

運営委員長  研究所長       大澤 清二 

運営委員   家政学部長      波津 博明      文学部長     須田喜代次 

       社会情報学部長    東明佐久良      人間関係学部長  町田 章一 

        比較文化学部長    原  研二      短期大学部長   松本 憲一 

人間文化研究科長  大澤 清二      事務局長         鈴木  勉 

 

研究員    飯島 彩音（鄭  暎惠）             池﨑喜美惠（大澤 清二） 

          奥住いづみ（大澤 清二）         加藤美智子（青江誠一郎）  

         下田 敦子（大澤 清二）              徳永 恭子（鄭  暎惠） 

銘苅 純一（鄭  暎惠）              安田 和子（松本 寿昭） 

山中千恵美（青江誠一郎）  

大学院生研究員   アチャヤ ウシャ（大澤 清二）          伊東 敬祐（井上 源喜）   

       内山裕美子（大森 正司）         大和田未来（荒井 芳廣）     

       島本 和恵（岩瀬 靖彦）            清水沙也加（五味渕典嗣） 

鈴木 祥菜（青江誠一郎）            築舘 香澄（大森 正司）    
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 永島 優香（阿部 栄子）         林  明子（酒井  朗）     

林 恵美子（五味渕典嗣）            古川ゆかり（高波 嘉一） 

山岸あづみ（青江誠一郎）            吉田真知子（岩瀬 靖彦）     

若林  綾（五味渕典嗣） 

＊括弧内は指導教員。 

 

賛助会員 

 アサヒグループホールディングス株式会社  鹿島建設株式会社 

株式会社大林組              株式会社岡村製作所 

株式会社オンワードホールディングス    株式会社九電工 

株式会社日立ビルシステム          株式会社三井住友銀行 

          株式会社三越環境デザイン          キユーピー株式会社 

清水建設株式会社                         ダイダン株式会社 

      東京海上日動火災保険株式会社        戸田建設株式会社  

富士ゼロックス株式会社                    前田建設工業株式会社 

三菱地所株式会社                          山崎製パン株式会社 

 

 

2. 研究企画・開発事業 

① オンラインジャーナル 

「人間生活文化研究：International Journal of Human Culture Studies」の創刊 

                   URL：http://journal.otsuma.ac.jp/ 

J-Stage（独立行政法人科学技術振興機構 科学技術情報発信・流通総合システム）への搭載 

URL： https://www.jstage.jst.go.jp/browse/hcs/-char/ja/ 

② 電子書籍の出版「Otsuma eBook」 

URL：http://www.ihcs.otsuma.ac.jp/ebook 

③ 競争的外部資金導入データベースの更新と運用 

URL：http://gaibushikin.otsuma.ac.jp/ 

④ 競争的外部資金導入のための支援 

 

⑤ 国際協力・交流（研究協力協定（MOA）締結校：タイ王国身体教育研究所（大学）・チェンマイキャンパス） 
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⑥ 学内連携研究推進事業「共同研究プロジェクト」 
1）わが国における子守服の変遷とその背景にある子育て観の変化に関する研究 

研究代表者 阿部 和子（家政学部） 
 

2）日中両国における外国見聞記の収集整理と対比分析に関する実践的研究 
研究代表者 銭  国紅（比較文化学部）  

 
3）コミュニケーション能力育成のための理論及び教材開発に関する研究 

研究代表者 服部 孝彦（社会情報学部） 
 

4）女性の健康に関する縦断研究 
研究代表者 彦坂 令子（家政学部） 

 
5）和服製作技術の構造と発達過程の追跡的解明 

研究代表者 阿部 栄子（家政学部） 
 

6）科学的な思考力と体験的な活動との関係に関する基礎研究 
研究代表者 石井 雅幸（家政学部） 

 
7）高等教育における情報リテラシー教育の枠組み 

研究代表者 市川  博（家政学部） 
 

8）南極の湖底堆積物コアによる完新世における環境変動と生物構造変遷の解明 
研究代表者 井上 源喜（社会情報学部） 

 
9）進化するグローバルウーマン像―時代の求める人材と大学キャリア教育との関わり 

研究代表者  井上美沙子（短期大学部）  
 
10）就業力向上のための教育プログラムおよび学生サポートシステム構築に関する研究 

研究代表者 岩瀬 靖彦（家政学部） 
 

11）学校における情報リテラシーと情報モラル教育のあり方の検討―日本とタイ調査 
研究代表者 宇都宮由佳（家政学部） 
 

12）大学が貢献できるアジアの女性のエンパワーメント 
研究代表者 金田 卓也（家政学部）  

 
13）学生の低学力原因に関する調査研究―低学力学生の学習支援方法の開発を目指して― 

研究代表者 川廷 宗之（人間関係学部） 
  

14）アジアにおける女性の労働環境調査―フェアトレードの公正性を探る― 
研究代表者 榮  光子（人間生活文化研究所） 
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15）子ども・女性の暴力被害者を支援する「専門職」育成のための e ラーニング開発研究 
研究代表者 鄭  暎惠（人間関係学部） 

 
16）大学入学以前の生徒の空間認識力調査 

研究代表者 堤 江美子（社会情報学部） 
 

17）大妻力を活かした食育ネットワークの構築―生きる力を育むための新規媒体の開発と応用― 
研究代表者 堀口美恵子（短期大学部） 

 
18）東アジア教育交流における双方向的連携システムの構築に関する研究 

研究代表者 松村 茂樹（文学部） 
 

19）ＴＡボランティアによる学生支援に関する研究～新たな教育方法の試み～ 
研究代表者 松山 博光（人間関係学部科） 

 
20）食文化教育と外国語教育の融合 

研究代表者 青江誠一郎（家政学部） 
 

21）女子大生の「隠れ肥満」の実態調査とその背景因子の分析 
研究代表者 明渡 陽子（家政学部） 

 
22）マルチメディアを扱えるドットコードを用いた教材と授業手法の開発 

研究代表者 生田  茂（社会情報学部） 
 

23）参謀型リーダーシップ教育に対する社会的ニーズと良妻賢母教育との有機的連関性 
研究代表者 井上 俊也（キャリア教育センター） 

 
24）終末期を地域で支える医療・社会制度・家族に関する質的調査研究 

研究代表者 大出 春江（人間関係学部） 
 

25）「バウム」がもつ心理教育的意味に関する基礎的研究 
研究代表者 加藤美智子（人間関係学部） 

 
26）青年期女性の食嗜好、食習慣、食環境と健康･栄養状態との関連 

研究代表者 小林 実夏（家政学部） 
 

27）教職課程履修者の教職に対する意識と学習への取り組みに関する研究 
研究代表者 酒井  朗（教職総合支援センター） 

  
28）相談援助実習指導における少人数制を活用した授業運営と評価方法に関する研究 

研究代表者 佐々木 宰（人間関係学部） 
 

29）親は子どもの成長をどのように記録に残していくのか 
研究代表者 柴崎 正行（家政学部） 
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30）就職支援を念頭においた「文章表現」指導達成基準設定のための基礎研究  

研究代表者 中尾 桂子（短期大学部） 
 

31）昭和期の博物館資料を用いた介護予防のための回想法の試み 
研究代表者 鳴瀬 麻子（博物館） 

 
32）学習に困難のある学生への全学的支援体制の構築に関する研究 

研究代表者 成瀬 道子（学生相談センター） 
 

33）「キャリア心理学セミナー」に関する授業研究 
研究代表者 西河 正行（人間関係学部） 

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

研究代表者 林原 泰子（家政学部） 
 

35）食品中の放射性物質汚染に関する研究 
研究代表者 堀江 正一（家政学部） 

  
36）東国の旧石器時代文化の再考と復元 

研究代表者 真家 和生（博物館） 
 

37）日米韓軍事「同盟」と売春防止法 
研究代表者 松田 春香（文学部） 

 
38）予防に向けた自殺の要因に関する研究―世代・異文化・コミュ二ティの視点から― 

研究代表者 松本 寿昭（家政学部） 
 
39）ポリエステル繊維が皮膚疾患に与える影響～接触性皮膚炎の発症頻度と原因究明～ 

研究代表者 水谷千代美（家政学部） 
 

40）月経症状に及ぼす生活関連因子の検討 
研究代表者 湯浅 洋子（健康センター） 

 
 
⑦ 大学院生研究支援事業「共同研究プロジェクト（賛助会員研究助成）」 
1）ネパールにおけるカーストと幼児の身体発育の関係 

研究代表者 アチャヤ ウシャ（人間文化研究科） 
 

2）「モデルレイプ被害者」像に関する研究―戦後日本における判例の言説分析より― 
研究代表者 大和田未来（人間文化研究科） 

 
3）南極の湖底堆積物コアによる完新世における環境変動と生物相変遷の解明 

研究代表者 伊東 敬祐（人間文化研究科）  
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4）茶の呈味の客観評価とその発現機構について 

研究代表者 内山 裕美子（人間文化研究科） 
 

5）乳幼児期の食生活と母親の意識や悩みの関連 
研究代表者 島本 和恵（人間文化研究科） 

 
6）近代日本文学におけるイメージと文学の関わりについての研究 

研究代表者 清水沙也加（人間文化研究科） 
 

7）大麦の品種がマウスのメタボリックシンドローム指標に及ぼす影響 
研究代表者 鈴木 祥菜（人間文化研究科） 
 

8）GABA の投与がストレス下のラットの GABA 受容体 mRNA 発現に及ぼす影響 
研究代表者 築舘 香澄（人間文化研究科） 

 
9）和服着用における着くずれについて 

研究代表者 永島 優香（人間文化研究科） 
  

10）生活保護世帯の高校生の進路選択過程に関する研究 
研究代表者 林  明子（人間文化研究科） 

 
11）加工昆布の食物繊維の変化と抗メタボリックシンドローム効果に関する研究 

研究代表者 山岸あづみ（人間文化研究科） 
 

12）ＳＧＥによる体験学習が管理栄養士として必要とされるコミュニケーション能力の向上に与える影響 
研究代表者 吉田真知子（人間文化研究科） 

 
13）加齢性骨格筋減弱の抑制に対する運動と抗酸化栄養素の併用効果に関する検討 

研究代表者 古川ゆかり（人間文化研究科） 

 

⑧ 公開講座等の開催 

1） 講演会「東アジアにおける近代化の波紋―思想交流史の視野から考える」 

   日時：平成 24 年 6 月 28 日（木）13：00～14：30 於多摩キャンパス比較文化学部棟 3200 教室 

   講師：徐 興慶 氏（台湾大学日本語文学系・教授） 

   主催者：銭 国紅（比較文化学部） 

2） 講演会「女性が社会で活躍するということ」 

   日時：平成 24 年 7 月 14 日（土）13：00～14：30 於千代田キャンパス大学校舎 A 棟 4 階 464 教室 

     講師：岩田 喜美枝 氏（日本航空株式会社・社外取締役） 

   主催者：井上 美沙子（短期大学部） 
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3） 科研費申請入門講座「科研塾」 

   日時：平成 24 年 7 月 31 日（火）16：00～18：00 

於千代田キャンパス記念会館 3 階会議室、多摩キャンパス図書館棟 2 階会議室 

   講師：大澤 崇人 氏（日本原子力研究開発機構）、松村 茂樹 氏（文学部・教授） 

   主催：人間生活文化研究所、総務センター総務グループ 

4） あしなが東日本大震災津波遺児募金チャリティーコンサート セント・ジョンズ・カレッジ聖歌隊来日公演 

   日時：平成 24 年 7 月 21 日（土）18：00～19：30 於千代田キャンパス大妻講堂 

主催者：井上 美沙子（短期大学部） 

5） シンポジウム 第 4 回「ポルノ被害と女性・子どもの人権」 

   日時：平成 24 年 9 月 30 日（日）13：00～17：30  

於千代田キャンパス大学校舎 A 棟大学校舎 150 教室 

   パネリスト：キャロライン ノーマ 氏（ロイヤル・メルボルン工科大学・講師）、 

キム コ ヨンジュ 氏（梨花女子大学・教授）、大森 佐和 氏（国際基督教大学・准教授） 

主催者：鄭 暎惠（人間関係学部） 

6） 講演会「韓日関係の現在と未来」 

   日時：平成 24 年 10 月 15 日（月）16：20～17：50 於千代田キャンパス大学校舎 A 棟 164 教室 

   講演者：李 元徳 氏（韓国国民大学校・教授、国民大学校日本研究所・所長） 

主催者：松村 茂樹（文学部） 

7） 人間生活文化研究所創立 30 周年記念事業 記念シンポジウム「激動するミャンマーはどこへ行くのか？」、 

共同研究プロジェクト「研究成果報告会」 

   日時：平成 24 年 10 月 19 日（金）9:30～17：00 於千代田キャンパス大学校舎 A 棟 150 教室 

   シンポジスト：山口 洋一 氏（元ミャンマー大使）、田村 克己 氏（国立民族学博物館・教授）、 

大澤 清二（人間生活文化研究所・所長） 

   共同研究プロジェクト「研究成果報告会」 口頭発表：10 名、ポスター発表：30 名 

   主催：人間生活文化研究所 

8） シンポジウム「女性の貧困問題はなぜ取り残されたのか」 

   日時：平成 24 年 11 月 17 日（土）13：00～17：00 

於千代田キャンパス人間生活文化研究所セミナールーム 

主催者：鄭 暎惠（人間関係学部） 

9） 学習管理システム moodle ハンズオンワークショップ（第 2 回） 

   日時：平成 25 年 1 月 11 日（金）18：30～20：30 於千代田キャンパス大学校舎 B 棟 235 教室 
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   講師：秋山 實 氏（株式会社 e ラーニングサービス） 

主催者：中尾 桂子（短期大学部） 

10）学習管理システム moodle ハンズオンワークショップ（第 3 回） 

   日時：平成 25 年 2 月 9 日（金）13：00～15：00 於千代田キャンパス大学校舎 B 棟 235 教室 

   講師：秋山 實 氏（株式会社 e ラーニングサービス） 

主催者：中尾 桂子（短期大学部） 

11）ワークショップ「近代日本文学におけるイメージと文学の関わりについての研究」 

   日時：平成 25 年 2 月 8 日（金）16：20～18：00 於千代田キャンパス本館 511 室 

主催者：清水 沙也加（人間文化研究科） 

12）東日本大震災復興チャリティーコンサート イートン・カレッジ聖歌隊来日公演  

   日時：平成 25 年 3 月 31 日（日）13：30～15：00 於千代田キャンパス大妻講堂 

主催者：井上 美沙子（短期大学部） 

 


