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生徒指導・キャリア教育の先生 

伊藤 秀樹（いとう ひでき） 
著書：『高等専修学校における適応と進路－後期中等教育のセーフティネット』／東信堂（２０１７年） 
著書：『生徒指導・進路指導――理論と方法』第７章：不登校、第１１章：キャリアプランについて考える／学

文社（２０１６年） 
著書：『教職総論－教師のための教育理論』第７章：生徒指導って何だろう？／学文社（２０１６年） 
不登校、学業不振、非行などの背景をもち、社会的自立に向けた困難を抱える子どもへの、生徒指導（生活指

導）やキャリア教育のあり方について研究を進めています。日本では、定時制高校・通信制高校・高等専修学校・

サポート校などの学校・教育施設が、上述の背景から全日制高校に進学できない子どもを受け入れ、教育上のセ

ーフティネットの役割を果たしてきました。そうしたなかで私は、ある高等専修学校でのフィールドワークを通

して、社会的自立への困難を抱えた生徒を学校適応や進路形成へと導く教育支援のあり方について探究を進めて

きました。 
 フィールドワークの中で見えてきたのは、生徒が「こうなりたい」「こういうことがしたい」と考えることを理

解し、その達成を支えていこうとする教師の支援によって、学校ぎらいだった生徒が学校に適応し、将来の進路

についても考えるようになるプロセスでした。こうした、人々がもつ長所や資源、目標に着目するという支援は、

実はさまざまな自立支援の領域でモデルとして採用されています。今後は、これらのさまざまな自立支援モデル

をベースにして、児童生徒の長所や資源、目標に着目した生徒指導・キャリア教育のモデルを構築し、教育に関

わる方々に紹介していくことを目指しています。 
     所  属  教育学講座 学校教育学分野 
     専門分野  教育社会学 
     研究課題、キーワード 

      高等専修学校、生徒指導、進路指導、キャリア教育、オルタナティブ教育 

 

教育現象を社会学の手法で分析する教育社会学 の先生 

腰越 滋（こしごえ しげる） 

研究報告書：「「不読」は本当か？―デジタルネイティブ世代の読書に関する実証研究―」研究成果 中間報告“｢読

書活動｣に関する実態調査”の集計結果／科学研究費補助金 基盤研究 C（２０１６年） 

学会発表：｢デジタル･ネイティブ世代の子どもの読書 －『読書活動』に関する実態調査より－｣日本教育社会学

会 第 68 回大会（２０１６年） 

論文：｢子どもの『不読』現象の背景要因は何か？『第 57 回 学校読書調査』の分析結果に基づく再考察｣東京学

芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「読書を支える活動や行動とは何か? : 「第 58 回学校読書調査」分析 data の構造方程式モデリング」東

京学芸大学紀要（２０１４年） 

上記のチェック項目は、最近手がけている｢読書と子どもの社会化の関連について｣に関する研究業績です。 
「概要」： 私は、かねてより子どもの社会化(socialization)に関心を持ってきたのですが、全国 SLA(School 
Library Association)と毎日新聞社による学校読書調査に 3 回関わり、小中高と長上になるにつれて増加する不読

の問題、紙媒体以外のデジタル機器を媒介とした読書の浸透などに関心を抱くようになりました。当初は SLA
調査の 3 回のデータを再分析していましたが、平成 27 年度からは科学研究費補助金を得て、独自の調査を行い、

現在分析中です。 
「特徴」： 子どもの発達という心理学的観点からの先行研究や、図書館学などからのアプローチは幾つか見受け

られますが、今回は教育社会学の視点から子どもの読書を捉えていくことはできないかと考えています。 
「今後の展望」： 現在、採取したデータの集計報告書を出した段階ですが、本格的な分析をこれから行い、デジ

タル機器を媒介とした読書の問題、読書と子どもの社会化の問題などについて考察していく予定です。 
 よく大人は、子どもに｢本を読め｣と言い続けて参りましたが、読書が子どもの育ち(社会化)にいかなる良い影

響を及ぼすかについては、科学的根拠を以て充分に議論されているとは言えないと思います。子どもを将来の社

会発展の重要な担い手と考えるなら、どのような読み方・書物との関わり方が有為な人材形成に繋がるのかの考

察は、産学連携の対象になりうる研究テーマだと思います。 
 目下のところ、手放しで読書を礼賛するのではなく、負の側面も無視せずに分析したいと考えています。ただ、

デジタル機器を媒介とした読書は思いのほか浸透しているわけではなく、紙媒体の読書の優位性は変わりません。
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その中で不読かそうならないかの分岐点はどこにあるのかを、多変量解析などの手法に依拠しながら解析してみ

たいと考えています。 

 

中高生の読書活動の調査結果を発表する腰越准教授［日本教育社会学会第 68 回大会(2016 年 9 月 17、
18 日開催)］ https://www.kyobun.co.jp/news/20160920_04/  （last acess 2017.01.10） 
 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

試験研究会 (荒井 克弘 代表) 
連携等の相手方：調査対象校の全国の高校 

期間：2009～2010 年度科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「ユニバーサルアクセス時代の日本における高大

接続の再定義」の一環として試験研究会が実施。 
概要： 高 3 担任に向けて調査を行い、『高校教育の現状と大学入試等に関する調査[第一次報告書]』(2011)

に、論考として「高 3 担任教諭にみる大学入学者選抜試験の形式と内容の評価 ～ 経験年数によって

つのる選抜形態への不信感 ～(第 3 章,17-37 頁)」をまとめた。大学入試問題は、どんな人材を社会

に送り出すかという点で産学連携にも関わってくると思い、紹介する。 

地域と連携する大学教育研究会 
連携等の相手方：小金井市など 

期間：2010～2011 年度 

概要：“東京学芸大学｢プロジェクト学習科目･総合演習｣の意味と価値についての一試論―学力・能力観の変

容に関連させて―”を、地域と連携する大学教育研究会 編,2012『地域に学ぶ、学生が変わる―大学

と市民でつくる持続可能な社会―』, 東京学芸大学出版会(第 9 章,241-258 頁)に寄稿し、生きる力を

学校で育む指導の出来る将来の教員を育てる意図で実施されていたプロジェクト科目について再論

した。今日び地域連携の中で生きる力を育む教育支援の時代に入っていると思われるが、そのことと

の関連で紹介する。 

HATO プロジェクト 先導的実践プログラム部門 教育支援人材プロジェクト 
連携等の相手方：北海道教育大、愛知教育大、大阪教育大、全国教育委員会など 

期間：2014 年度～ 

概要：2014 年度に私が纏めた『｢教育支援人材に関する実態調査｣報告書』を踏まえ、｢教育支援人材の現状

―教育委員会調査の分析より―｣という論考に纏め直した。本論考は、松田 恵示・大澤 克美・加瀬 進 
編,2016『教育支援とチームアプローチ 社会と協働する学校と子ども支援』書肆クラルテ,(第Ⅴ部･

第 3 章,209-222 頁)に所収。教育支援学を構想する前段として、教育委員会に調査を行った結果が纏

められている。 
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学校法学、教育行政学の先生 

佐々木 幸寿（ささき こうじゅ） 
著書：『新・教職リニューアル－教師力を高める貯めに－』ミネルヴァ書房（２０１６年） 
著書：『教育の今とこれからを読み解く５７の視点』教育出版（２０１６年） 
著書：『改正教育基本法－制定過程と政府解釈の論点－』日本文教出版(２０１６年) 
私の研究領域は，二つあります。一つは，教育関係法の研究です。特に，学校法学の視点から，学校における教

育活動，教育実践上の課題に応えるための法解釈の在り方，立法の在り方について，考えております 
 もう一つが，地方教育行政システムの在り方の研究です。地方教育行政において専門性と自律性が活かされる

行政システムはどうあればよいのかということを，市町村教育長の資質，教育委員会事務局経営の視点から研究

しております。 
 また，東日本大震災を踏まえて，被災地における学校の自律性について研究を進めております。 

所  属  教育学講座 学校教育学分野 
     専門分野  学校法学，教育行政学、教育経営学 
     研究課題、キーワード 

教育法制、地方教育行政システム 

 

「わかりやすい授業づくり」と「教育の情報化」に関する先生 

高橋 純（たかはし じゅん） 

論文：「教員の経験年数や漢字指導法が児童の漢字読み書きの正答」富山大学人間発達科学研究実践センター紀

要（２０１５年） 

論文：「革新的な授業技術としての ICT の在り方についての論考」『学校教育研究』（２０１５年） 

わかりやすく深まる授業づくりのために，教育工学，教育方法学の立場から研究を行っています．学校や授業

において効果的に ICT を活用するために，より本質的で重要なことは，教育工学，とりわけ教育方法学や授業づ

くりに関することと考えています．したがって，新しい ICT 技術や機器をいかに学校に適用するかというアプロ

ーチはあまりとっておりません．学校現場をよく観察して，課題を明確にし，解決するために ICT 活用も含め，

どのような方法があるかの検討を行っています． 
 このような観点から，教育委員会や学校，企業などとも連携しながら，次のような研究を行っております． 
・教員の ICT 活用によるわかりやすい授業づくりに関する研究 
・アクティブ・ラーニングなど，深い理解を得るための学習過程の質的改善に関する研究 
・児童生徒１人１台 PC の活用による資質・能力の育成に関する研究 
・情報活用能力育成のための指導法に関する研究 
・デジタル教科書や動画クリップ等のデジタル教材の開発 
・アクティブ・ラーニングや ICT 活用に関する教員研修プログラムの開発 
・情報モラルに関する効果的な指導法の開発 
・学校経営支援のための学校情報システムの開発 
 また，中央教育審議会専門委員（初等中等教育分科会）（2015 年～），文部科学省「2020 年代に向けた教育の

情報化に関する懇談会・基本問題検討 WG」・委員（2016 年）などを務め，研究成果をいかしています． 
所  属  教育学講座 学校教育学分野 

     専門分野  教育方法、教育工学 
     研究課題、キーワード 

教育方法、教育工学、教育の情報化、ICT 活用，情報教育 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

デジタル教科書と連携した動画クリップの活用に関する研究 
連携等の相手方：日本放送協会，教育出版株式会社 

期間：2016 年度～ 

概要： 学習者用・指導者用のいずれのデジタル教科書も，動画クリップの活用が期待されている．そこで，

NHK の質の高い動画クリップを，どのようにデジタル教科書と連携させるべきかについての検討を

行っている． 
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学校情報システムによる学校経営支援に関する研究 
連携等の相手方：大日本印刷株式会社，日本ユニシス株式会社 

期間：2016 年度～ 

概要：校務情報化による教員の多忙化の解消のみならず，学校情報を効果的に蓄積・分析することにより，

学校経営の改善に資することができないかといった検討を行っている． 

教育学の先生 

林 尚示（はやし まさみ） 

著書：『教材学概論』図書文化（２０１６年） 

著書：『教師のための教職シリーズ 9 特別活動−理論と方法−』学文社（２０１６年） 

報告書：「３－３特別活動」、「OECD との共同による次世代対応型指導モデルの研究開発」プロジェクト−平成 27

年度研究活動報告書−(２０１６年) 

報告書：「平成 27 年度教育課題研修指導者海外派遣プログラム研修成果報告書「生徒指導・教育相談の充実」ア

メリカ（D-2 団）」(２０１６年) 

論文：「生徒指導の機能を融合した「特別活動教育」の構築」日本大学第 7130 号（２０１５年） 

報告書：「東アジアの学校教育（シンガポール編）−日本学校教育学会シンガポール・スタディツアーの記録と論

考−」日本学校教育学会国際交流委員会（上越市）（２０１５年） 

 

特別活動，生徒指導，教材論などの研究をしています．特別活動は学級活動，ホームルーム活動，児童会活動，

生徒会活動，クラブ活動，学校行事のことです．学校行事は，儀式的行事，文化的行事，健康安全・体育的行事，

遠足（旅行）・集団宿泊的行事，勤労生産・奉仕的行事のことです．例えば文化的行事には文化祭や各種の講演会

などが含まれます．健康安全・体育的行事には運動会やスポーツ大会などが含まれます．遠足（旅行）・集団宿泊

的行事には修学旅行や林間学校などが含まれます．生徒指導は東京都教育委員会では生活指導といっています．

児童生徒の学校生活についての指導は，小学校第 1 学年から高等学校第 3 学年までを対象とします．予防的な指

導とトラブル発生後の指導の両方を研究対象としています．教材論については，教材開発，教材分析などについ

て研究をしています．教材については図書教材以外に，特別活動を対象として各種の活動型の教育パッケージを

研究しています。 

所  属  教育学講座 学校教育学分野 
     専門分野  生徒指導、特別活動、教育課程 
     研究課題、キーワード 

生徒指導、特別活動、教育課程、人権教育 

 

授業成立の基礎技術の先生 

山田 雅彦（やまだ まさひこ） 

論文：「課題非従事行動への対処法に関する研究の動向と展望」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

学会発表：「児童・生徒の想定外の応答に対処するための独習プログラムに関する実践報告―課題非従事行動へ

の対処法に関する学部教育と初任・若手期 OJT との連携に関する研究―」日本教師教育学会第 25 回研究

大会(２０１５年) 

著書:『授業成立の基礎技術－「教壇芸人」への道－』東京学芸大学出版会（２０１２年） 

「フォーカス（注目の対象）」をキーワードに、授業成立の基礎技術がどのようなものかを追究しています。授

業に関心がなくよそ見や内職（課題非従事行動）に興じる児童・生徒に授業内容への注目を促す方法から、児童・

生徒が授業内容を我が事として受けとめ、教師の思惑を超えて学び始めるきっかけまで、一見別々の現象を一つ

ながりの現象としてその原理を追究しています。基本的には「名人芸」の原理（理合）を明らかにして後継者に

よる学習・継承の可能性を高めることを目指していますが、近年は課題非従事行動への対処力を向上させるトレ

ーニングの開発にも着手しています。「教師も子どもも無事家に帰る」学校づくりに貢献するのが願いです。 

所  属  教育学講座 学校教育学分野 
     専門分野  教育学、社会学、演劇学 
     研究課題キーワード 

Hidden curriculum、授業成立の前提条件、学級崩壊 
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幼児と保護者の健やかな成長のために教育・研究および行政の仕事をし

ている先生 

岩立 京子（いわたて きょうこ） 

論文：「カリフォルニア州における学びや発達 の評価指標 の分析」（２０１６年） 

論文：「幼児期から小学校低学年の学びや発達に理解 ～学びや発達の連続性を保証する教育のために～」初等

教育資料（２０１６年） 

その他：「叱らず伝えられる魔法のカード」PHP 『のびのび子育て』（２０１５年） 

その他：「家庭は子どもの心をつくる原点です」PHP 『のびのび子育て』（２０１５年） 

 

私の仕事は全て幼い子どもたちと、それを育む人々に関係するものです。 

私は東京学芸大学に 30 年間在職し、個人研究はもとより、国や地方公共団体、幼稚園関係の団体などと共同し

ながら、子どもが健全に育つための幼児教育・保育、保育者養成、子育ての在り方などを一貫して研究してきま

した。私の研究は大きく分けて３つに別れます。 

１点目は、幼児教育・保育の質の高さを評価する指標の開発です。日本の幼児教育・保育の質は多様です。幼

児教育・保育であれば何でもよいのではなく、その質が高いときに幼児、特に剥奪された環境に育つ子どもによ

い影響を与えます。今、アメリカの幼児教育・保育の良さや課題、成果を評価する指標について調べ、日本の保

育者あるいは第三者が保育の質を評価する指標の開発を行っています。 

２点目は、幼児教育・保育の専門家養成で、養成校時代の保育者養成教育と、現役の保育者の研修プログラム

を研究しています。養成、採用、研修の長いプロセスにおいて、連続性のある質の高いカリキュラム開発と実践

の研究をしています。 

３点目は子育て支援に関する実践と研究です。様々なストレスや問題を抱えながら現代を生き、子育てをして

いる保護者の支援となるような執筆・講演をしたり、相談を受けたりしています。 

所  属  教育学講座 幼児教育学分野 
     専門分野  発達心理学、幼児教育 
     研究課題、キーワード 

       幼児教育、評価、幼児期、発達、学び 
 

幼児教育学の先生 

福元 真由美（ふくもと まゆみ） 

所  属  教育学講座 幼児教育学分野 
     専門分野  教育学、幼児教育学 
     研究課題、キーワード 

保育の歴史とカリキュラム、保育者の専門性と養成 

 

幼児教育における音楽分野の先生 

水﨑 誠（みずさき まこと） 

幼児教育における歌唱について研究しています。幼年期ならではの歌唱指導法について，フィールド研究を基

にして研究しています。著書の中では，「子どもと歌う」と題して，幼児期のどなり声についての考え方，指導の

ポイント，歌唱行動の年齢的特徴などについてまとめています。 
所  属  教育学講座 幼児教育学分野 

     専門分野  幼児音楽 
     研究課題、キーワード 

幼児、歌唱 
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文章の読みと書きの指導の先生 

岸  学（きし まなぶ） 

論文：「説明文産出における「読み手意識尺度」の作成と妥当性の検討」東京学芸大学紀要（２０１４年） 

この研究は，人に何かを説明するときに，説明する相手の様子や情報にどの程度注目するか/できるか，を調べ

たもので（読み手意識），この意識の高い人は上手に説明できると言われています。この研究では，読み手意識の

程度を知るための質問紙を作り，それに回答してもらうことによって，みなさんの読み手意識の特徴をあきらか

にします。これは，上手に文章を書くための指導や講習を考える上で，参考になる研究なのです。 

所  属  教育心理学講座 学校心理学分野 
     専門分野  教育心理学、認知心理学、教育評価 
     研究課題、キーワード 

文章理解、文章産出、PISA 読解力、非連続型テキスト、説明文、 

マニュアル、国語教育 
 

心理学の先生 

品田 瑞穂（しなだ みずほ） 

著書：『学級の中の対人関係』教職総論 教師のための教育理論 第 5 章／学文社（２０１６年） 

 

私の研究テーマは、対人関係の心理学です。私たちは学校や職場など、さまざまな場面で人とかかわりながら

生活しています。そうしたかかわりの中で、どんな時に協力関係や信頼関係が成り立つのか、あるいは、自分勝

手にふるまう人に対して、人はどんなことを思ったり、どんな行動をとったりするのかといったことをテーマに

研究しています。例えば初対面の人と会話するとき、相手からどう見られているのかどうしても気になる人もい

れば、あまり気にしない人もいます。こうした相手への期待や思いこみが、対人場面での態度や行動、その後の

人間関係のつくり方にどのような影響を与えているのか、といったことを研究しています。 

例えば、対人関係の中で生じる現象の一つに、「予言の自己成就」という現象があります。これは、学校の先生

が特定の子どもに対して、「この子は、今は成績がぱっとしないけれど、潜在的な学力は高いだろう」と信じて指

導すると、実際にその子の成績が伸びるという現象です。この現象は、たとえ最初の信念が誤りであっても生じ

ます。つまり、子どもの実際の潜在的な学力にかかわらず、先生が「できる」と信じて指導し、はげますことに

よって、子どものやる気が引き出され、結果的に成績が向上することがあります。このような現象は、さまざま

な人間関係の中で生じる可能性があります。例えば、あなたが相手を第一印象で「いい人」と思って好意的に接

すると、相手もその好意に応じるため、あなたにとって「いい人」になってくれる、といったことがあります。

逆もまた然りです。こうした現象の研究を通して、よりよい人間関係を形成するためには、どんな力が必要なの

かを明らかにしていくことが目標です。 

所  属  教育心理学講座 学校心理学分野 
     専門分野  社会心理学 
     研究課題、キーワード 

対人的相互作用、向社会性、ソーシャルスキル 

 

教育的実践の効果測定・集団づくり・いじめ問題の先生 

杉森 伸吉（すぎもり しんきち） 

著書：『学びを深める福祉キーワード集社会福祉学習双書 2016』社会福祉法人全国社会福祉協議会（２０１６年） 

研究報告書：「平成26年度「生活体験学校」に関する調査研究報告書」公益社団法人青少年交友協会（２０１５年） 

研究報告書：「平成 26 年度 高等学校における「多様な学習成果の評価手法に関する調査研究」：体験型キャリ

ア教育を通じた生徒の資質，能力向上の効果測定」（２０１５年） 

研究報告書：「いじめ防止教育「学習プログラム」の開発委託報告書」ＮＰＯ法人東京学芸大こども未来研究所

（２０１５年） 

研究報告書：文部科学省委託事業 青少年教育施設を活用したネット依存対策研究事業報告書「ネット依存傾向

の青少年が，キャンプを通して日常生活を改善するきっかけ作り」国立青少年教育振興機構（２０１５年） 
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ネット依存症の青少年のレスキューキャンプ（国立青少年教育振興機構へ文科省からの委託事業）の効果など

に関する研究開発委員として関わったものや、東京都の教員研修センターからの委託による東京都いじめ防止プ

ログラムの効果検証、公益社団法人青少年交友協会による６泊７日の、夏休みの学校を利用した都市型体験活動

である｢生活体験学校｣（参加者は小５～中３の約４０名）の効果検証などが、これらの内容となります。 
所  属  教育心理学講座 学校心理学分野 

     専門分野  社会的認知， リスク心理学，グループ・ダイナミックス 実験社会心理学 
     研究課題、キーワード 

裁判員制度、チームワーク、生きる力、ジェネリックスキル、 

体験活動の効果測定 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

学校行事の効果測定システムの開発 

連携等の相手方：ＪＴＢ法人東京 

期間：２００７年から現在（２０１７年） 

概要：はじめに、文化的行事、集団旅行宿泊的行事、体育的行事の３つについて、参加した中高生の生きる

力や愛校心、などにどのような成長が見られたかを生徒目線で測定するシステムを作った。その後小

学生版、キャリア教育版も作成し、現在はグローバル教育版も作成予定である。首都圏の中高生、の

べ数万人以上が参加している。関わった社員は、ＪＴＢのブランドイメージを上げたということで、

社長賞（ブランド賞）を受賞した。 

お金の価値に関する教育システムの開発 

連携等の相手方：ジブラルタ生命 

期間：２０１０年～２０１５年 
概要： お金にはさまざまな人の気持ちがこもっているのだということを子どもたちがわかりやすく体験で

きるような、ゲームも使いながらの授業を組み立て、ジブラルタ生命の社員が小学校に出前授業する

仕組み作りに関わった。 

 

ストレス対処や抑うつ予防の先生 

及川 恵（おいかわ めぐみ） 

 

論文：「女子大学生における抑うつ予防のための改訂版心理教育プログラムの検討」『心理学研究』（２０１６年） 

日常生活において抑うつ気分を経験することはよくあることですが，不適応的な対処を行うことにより，さら

に気分を悪化させてしまうことがあります。そこで，ネガティブな気分に対してどのように対処することが効果

的なのかについて研究し，得られた知見や海外の抑うつ予防プログラムを踏まえ，大学生を対象とした心理教育

プログラムを開発しました（共同研究）。心理教育プログラムは，講義やディスカッション，ワークから構成され，

心理学の知識と共に抑うつ気分への対処に役立つ知見を提供するものです。また，グループワークなど他者の考

えに触れる機会を多くすることにより，考え方の幅を広げることを意識しました。プログラムの参加者は，思考

と気分の関連や抑うつ対処に役立つ様々な対処スキルを学ぶことを通して，自らの抑うつ気分にうまく対処でき

るという自己効力感を向上させたことが示されています。 
 本研究は主な対象者として心理学を専門とする学生を想定しているため，今後は，実施対象や回数に応じたプ

ログラムの改訂が必要であり，広い対象に実施可能なものとすることが課題となります。最近では，ネガティブ

な出来事を経験した際の，出来事に対する再評価（捉え直し）と気分の関連や再評価を促す要因，効果的な気分

転換に重要な要因に関する研究を進めており，このような研究から得られた知見も予防的な実践にいかしていき

たいと考えています。 
所  属  教育心理学講座 臨床心理学分野 

     専門分野   
     研究課題キーワード 

気晴らし方略、抑うつ予防、心理教育、認知行動療法 
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臨床心理学の先生 

大河原 美以（おおかわら みい） 

論文：EMDR と子ども，EMDR 研究，第 5 巻第 1号，11-17 （２０１６年） 

著書：『子どもの「いや」に困ったとき読む本』大和書房（２０１６年） 

著書：『子どもの感情コントロールと心理臨床』日本評論社（２０１５年） 

その他：「『自己』をどう育てるか－表現する心の基盤」児童心理 No.1029／金子書房(２０１６年) 

その他：「思春期の健康な衝動性が保障されるために」教育と医学 No.737／慶應大学出版会(２０１５年) 

 

私は、心理的問題を抱えた子どもと家族を治療援助することを専門としているカウンセラー（臨床心理士）で

あり、研究者・教育者です。不登校・いじめ問題・小学生の暴力の問題、自傷行為、過剰適応（「よいこ」）の反

動による思春期の衝動性の問題など、子どもたちの心理的問題は、心の中にわいてきた不快感情（不安・恐怖・

怒りなど）を安全に抱える力が育ちそびれてしまっていることによって生じます。そしてそれは、過去のつらい

体験にともなう不快感情の記憶の処理がうまくいかなかったことに起因しています。 

これまでの臨床実践を通してわかってきたことは、子どもが不快感情でいっぱいになっているときに親の顔を

みると安心する関係性を回復することにより、子どもは感情コントロールの力を回復・獲得していくことができ

るということです。子どもはいつも生きるために SOS として問題を起こすのです。子どもの回復のためには、親

自身が自分の子ども時代の傷つきから開放されることが必要であり、たとえ虐待的な関係に陥ってしまっていた

としても、親が自分自身を受け入れられるように支援することで回復は可能です。自分を変えたいと願って相談

においでになる親ごさんたちはすでに大きな力をもっています。乳幼児の親ごさんや一般の方むけの啓蒙書とし

て、「ちゃんと泣ける子に育てよう（河出書房新社）2006 年」「子どもの『いや』に困ったとき読む本（大和書房）

2016 年」を出版しました。 

所  属  教育心理学講座 臨床心理学分野 
     専門分野  臨床心理学 
     研究課題キーワード 

子どもと家族の心理療法、感情コントロール、トラウマセラピー 

 

青年期の適応支援の先生 

工藤 浩二（くどう こうじ） 

論文：「我が国におけるインクルーシブ教育の進捗状況と課題」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

学会発表：「インクルーシブ教育の実践に対する教員の主観的困難の検討」日本学校心理学会第１８回名古屋大

会（２０１６年） 

学会発表：Development and the Factor Structure of the Japanese Version of the Teacher Efficacy for 

Inclusive Practices Scale (TEIP-J)／ICP2016 31st International Congress of Psychology PROGRAM 

   （２０１６年） 

学会発表：「大学生用自己分化度尺度の再検査信頼性および妥当性の検討」日本心理学会第79回大会（２０１５年） 

学会発表：「再登校支援における家庭訪問支援技法の開発と可能性」日本心理学会第 79 回大会(２０１５年) 

学会発表：「大学生用自己分化度尺度の作成および信頼性と妥当性の基礎的検討」日本パーソナリティ心理学会

第 24 回大会（２０１５年） 

学会発表：「学校でうまく生活するために必要なスキルと環境は何か―学校不適応や発達障害のアセスメント・

支援について考える―」日本教育心理学会第 57 回総会(２０１５年) 

 

私は主に高校生以上の青年期の方々を対象として、その適応支援について研究しています。適応といっても様々

ありますが、私の場合は主に学校への適応あるいはメンタル的な側面について着目しています。 

 青年期という発達段階においては、「親子関係における自己の確立」（自立，自律）が１つの大きなテーマにな

ります。しかし、日本固有の文化的要因、今日の価値観あるいは家族観の多様化、現代日本の経済的状況等さま

ざまな理由によって、このテーマに取り組むことはなかなか困難になってきていると思われます（もちろん、も

ともと簡単なテーマではありませんが・・・）。このような状況を踏まえ、私はこれまで青年期を対象として親子

関係と不適応との関係について研究をすすめてきました。 

 また、最近では、青年期の適応について研究する際、その本人すなわち青年期にある方々だけではなく、その



9 
 

支援にあたる方々についても着目しています。具体的には、教育相談に熱心に取り組む先生方や不登校を経験さ

れたお子さんの保護者の方々にご協力をいただいて研究を進めています。また、「教育」という文脈により近い形

のものとしてインクルーシブ教育に焦点をあて、その実践に取り組む先生方にご協力をいただいて行っている研

究もあります。適応支援というと、そのハウツーに焦点があたりがちですが、実際にその支援が良い形で実践さ

れていくためには、その支援にあたる方々の「思い」に焦点をあて、「支援にあたる方々の支援（バックアップ）」

を検討していくことも同じくらい大切なことであると考えております。 

所  属  教育心理学講座 臨床心理学分野 
     専門分野  発達心理学、学校心理学 
     研究課題、キーワード 

青年期、親子関係、自立、不適応、教育相談 

 

カウンセリング心理学の先生 

佐野 秀樹（さの ひでき） 

論文：「臨床美術アートプログラムにおける「アナログ表現」の心理的影響に関する実験研究」カウンセリング

研究 47 ４（２０１５年） 

１）子どもの心理的成長について勉強しています。 

   家庭の事情や学校でうまく生活できない子ども達（家庭の問題や心理問題）がどのように心の安定を得て、

彼ら自身のペースで成長していくかを学生たちと一緒に研究しています。面接、遊戯法、学生ボランティア

などの方法を用いています。また、海外から来た子どもや留学生について興味をもっています。 

２）思春期の心の変化についての研究 

   思春期以降の青年の心の変化、成長に興味があり、学生と一緒に反抗期やアイデンティティの研究をして

います。教員などの燃え尽き症候群などにも興味をもっています。    

所  属  教育心理学講座 臨床心理学分野 
     専門分野  カウンセリング心理学 
     研究課題、キーワード 

カウンセリング心理学 

 

特別支援教育に関する基礎的・実践的分野の先生 

奥住 秀之（おくずみ ひでゆき） 

地域の学校や関係機関と協働として、特別支援教育や発達障害理解・支援に関する研究や実践を行っています。

具体的には以下のようなキーワードです。 

１）特別支援学校：教育課程編成と年間指導計画、授業づくりと教材教具開発、個別の教育支援計画（学校生活

支援シート）と個別指導計画の活用、アセスメントと児童生徒理解・ケース検討、キャリア教育、センター的機

能と地域支援。 

２）特別支援学級：教育課程編成と集団づくり、授業づくりと教材教具開発、個別の教育支援計画（学校生活支

援シート）と個別指導計画の活用、アセスメントと児童生徒理解・ケース検討、交流及び共同学習の推進。 

３）通級による指導：教材教具開発、個別指導と小集団指導、巡回型通級（特別支援教室）の効果的活用、通級

と在籍学級との連携（連携型個別指導計画の活用） 

４）通常の学級：特別支援教育校内体制づくり（コーディネーター、校内委員会、特別支援教育支援員）、放課後・

休日活動支援、合理的配慮の考え方、学校と関係機関との協働（SCと SSW）、高等学校における特別支援教育の推進 

５）就学前支援：保育園等における発達障害幼児支援、発達相談、就学支援 

６）青年成人期支援：発達障害のある青年の余暇支援、大学生の発達障害支援、作業所等における知的障害のあ

る方の就労支援・生活支援 

所  属  特別支援科学講座 発達障害学分野 
     専門分野  特別支援教育学、発達障害学、発達心理学、認知心理学 
     研究課題、キーワード 

特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常の学級支援、 

就学前支援、青年成人期支援、発達障害の認知メカニズムとアセスメント 
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「聞こえとことば」の先生 

澤 隆史（さわ たかし） 

論文：「多次元項目による聴覚障害生徒の作文力評価に関する研究」東京学芸大学教育実践研究支援センター紀

要（２０１６年） 

論文：「聴覚障害生徒が書く文章の特徴について：多次元項目に基づく作文の分類」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「聴覚障害児における「書く力」の特徴と評価に関する文献的考察−言語学的アプローチと評価尺度の作成

に関する研究を中心に−」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「聴覚障害児における文章理解の特徴と課題に関する文献的考察：読書力診断検査の分析と非連続型テキ

ストを中心に」東京学芸大学紀要(２０１６年). 

 

私は、聴覚障害児の読み書きの発達や支援を中心に研究しております。主に基礎研究が中心なので、「実践にす

ぐに役立つ」形での情報提供が難しいかも知れません。現在は、子どもが書く文章の評価や、図表を含めた文章

の読みについて研究しております。文章の評価については、読み手の見方や考え方に大きく影響されてしまいま

す。そのような「印象」にできるだけ左右されないような客観的な評価方法を考えているところです。 

実際には、文章に使用されていることばの特徴から、文章の完成度などを測れないか、という点について検討

しています。また文章の読みについては、新聞、雑誌、ホームページなど、文字以外の情報をどのように読み取

っているのか、という点について検討しています。特に聴覚に障害のあるお子さんの場合、読む・書くことに困

難を有する場合が少なくありません。そのような子どもたちに対してどのような支援が可能か、ということを考

えながら研究を進めています。 

研究の成果がすぐに実践的に役立つとは言い切れませんが、子どものことばの発達、特に聴覚に障害のあるお

子さんについては、これまでの研究の中で得た結果などを踏まえて、ご相談等にのれるかと思います。 

所  属  特別支援科学講座 発達障害学分野 
     専門分野  聴覚障害心理学 言語の心理学 
     研究課題、キーワード 

聴覚障害、日本語習得、日本語力のアセスメント、言語発達、認知発達、

特別支援、聾学校 

 

ことばの発達とことばの障害の先生 

伊藤 友彦（いとう ともひこ） 
著書：「Profiling Grammar Bristol」Buffalo/Toronto（２０１６年） 

ことばの発達に遅れがある、発音がおかしい、流暢に話すことができない、うまく読めない、書けない、など

はすべて言語の問題です。このような言語の問題の背後にあるメカニズムを解明し、その成果を子どもたちの理

解と支援に結びつけるのが私の研究領域です。 
 最近は２つの研究テーマを中心に仕事をしています。一つは、幼児期の吃音の発生メカニズムの研究です。特

に、幼児期に発生した吃音の多くが学齢期までに消失してしまうのはなぜかについて研究しています。 
 もう一つは、特異的言語発達障害の研究です。特異的言語発達障害という名称はあまり、聞いたことがないと

思われますが、アメリカでは、幼児の７．４％の子どもにみられるとされています。この障害は、知的障害や聴

覚障害、対人関係の問題などの言語発達を遅滞させる明確な要因がみあたらないにもかかわらず、言語発達に遅

れがみられるのが特徴です。日本語の特徴の影響なのか、単に日本の研究が遅れているだけなのかはわかりませ

んが、日本語の特異的言語発達障害については詳しいことはまだ明らかになっていません。したがって、我が国

ではこのような言語発達遅滞を示す子ども達への配慮が教育現場においても著しく遅れています。この現状はな

んとか改善する必要があります。そのための基礎的研究として私は日本語の特異的言語発達障害の言語の特徴に

ついて研究をしています。 
所  属  特別支援科学講座 支援方法学分野 

     専門分野  言語障害学 心理言語学 
     研究課題、キーワード 

言語障害学、心理言語学、言語知識、言語処理、吃音、特異的言語発達障害（SLI） 
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発達に障害のある子どもの先生 

小笠原 恵（おがさはら けい） 

著書：『教師のためのほめ方ケースワーク 20』金剛出版（２０１６年） 

著書：『段階別でわかる！発達が気になる子のやる気を引き出す指導法―応用行動分析（ABA）に基づく適応行動

の身につけ方』第 1 章 第 2章事例 2，14，15／中央法規出版（２０１６年） 

著書：『お母さんの男の子にひびく伝え方』あさ出版（２０１５年） 

著書：『ケースで学ぶ行動分析学による問題解決』日本行動分析学会編／金剛出版(２０１５年) 

著書：『言ってはいけない！親の「ひと言」』ＰＨＰ（２０１５年） 

 

ひとつは自身の中心的な研究でもある行動上の問題のある発達障害児者に対する支援方法の開発です。自傷や

他害、かんしゃくや奇声、物を壊すなどといった行動上の問題を示す人たちに対して、応用行動分析学を用いた

臨床研究を行っています。 

関連した研究の２つ目は、障害のある子どもたちの適応行動をどう育てるのか、と言う点について、やはり行

動分析学の手法を用いて、臨床的な研究を行っています。 

所  属  特別支援科学講座 支援方法学分野 
     専門分野  自閉症を中心とした発達障害児に対する発達支援 応用行動分析 
     研究課題、キーワード 

応用行動分析学、自閉症、行動問題 

 

聴覚障害児の教育と発達支援の先生 

濱田 豊彦（はまだ とよひこ） 

論文：「聾学校におけるキューサインの使用の経緯に関する一考察 ―文献調査と当時を知る教員に対する聞き

取り調査に基づいて―」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「発達障害様の困難を示す聴覚障害児に対する教材及び支援方法の工夫に関する一考察」東京学芸大学紀

要(２０１６年) 

論文：「音韻分解課題の誤反応からみた聴覚障害幼児の音韻意識の発達特徴」東京学芸大学紀要(（２０１６年） 

著書：『標準言語聴覚障害学 第２版』医学書院（２０１５年） 

論文：「聴覚障害幼児の数操作能力と音韻意識の発達に関する検討」特殊教育学研究（２０１５年） 

論文：「聴覚障害児の韻律情報の活用―統語的曖昧文を用いた検討―」聴覚言語障害（２０１５年） 

論文：「聴者と聴覚障害者の韻律情報の活用に関する文献的検討」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

論文：「聴覚障害幼児の集合数の獲得と音韻意識の発達に関する一研究 ―音韻分解課題を用いての検討−」東京

学芸大学紀要（２０１５年） 

論文：「通級指導を受けている ASD 児の談話能力に関する一研究」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

論文：「ろう学校在籍児の談話分析に関する一研究 −映像評価とトランスクリプト評価の対比を中心に−」東京

学芸大学紀要(２０１５年) 

論文：「発達障害の可能性のある聴覚障害児に対する聾学校の取り組みに関する一考察」東京学芸大学紀要（２

０１５年） 

論文：「聴覚障害児の演繹推論に関する研究−小学部１･２年生を対象として−」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

報告書：文部科学省「平成 26 年度インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業」実施成果報告書(２０

１５年) 

学会発表：EFFECT OF AUTISTIC SPECTRUM DISORDER (ASD) ON THE LANGUAGE ACQUISITION OF DEAF CHILDREN WITHOUT 

MENTAL RETARDED／22nd International Congress on the Education of the Deaf FINAL PROGRAM ABSTRACT 、

ギリシャ・アテネ(２０１５年) 

学会発表：THE STUDY OF SUSPECTED DEVELOPMENT DISORDERS FOR ALL OF THE SCHOOL FOR THE DEAF IN JAPAN

／22nd International Congress on the Education of the Deaf FINAL PROGRAM ABSTRACT 、ギリシャ・ア

テネ(２０１５年) 

その他：「きこえの支援センター公開シンポジウム」(２０１５年) 

その他：「聴覚障害者の精神保健福祉を考える研修会報告集」（２０１５年） 
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母語は意図的な学習をしなくても自然に身に着くものですが、聴覚障害児は聴こえに制限があるために言語の

様々な面に困難が生じます。どのような条件がそろうと言語獲得が促進されるのか？が私の研究のスタートでし

た。現在も全く音の聞こえない子どもの「音韻（機能）の習得に関する研究」や難聴児の「韻律（抑揚など）の

活用と文法能力の関係」などを大学院生と一緒に研究しています。 
 長年多くの聴覚障害児の聴力とことばの発達との関係を見ていく中で、聞こえの程度や IQ では説明できない

困難を示す一群の存在が明らかになってきました。この子たちの多くは認知の偏りが強い等の発達障害を合併し

ていました。また、それだけでなく、聴覚障害があると発達障害の存在は分かりにくくなるため保護者の多くが

周囲の無理解に苦しんでいることも分かってきました。それで「発達障害を合併する聴覚障害児とその保護者を

支援」する取組（学習活動ダンボ）を学生たちと一緒に十年以上続けてきています。彼らには適切な理解と指導

がないと困難は一層深刻になり、時に不適応行動を起こしてしまうこともあります。またその背景には家族を支

える取り組みが不足していることが原因になることも分かってきました。 
そこで、現在力を入れているのが、彼らのための「入所施設とグループホームの設立」です。学校教育を核に

しながら生涯にわたって生活面から支えていけるような仕組みを皆さんと作っていけたらと考えています。 
所  属  特別支援科学講座 支援方法学分野 

     専門分野  聴覚障害児教育 
     研究課題、キーワード 

聴覚障害、言語獲得、聴覚活用、音韻、発達障害、評価、支援 

 

発達障害のある人へのコミュニケーション支援の先生 

藤野 博（ふじの ひろし） 

著書：『「心の理論」から学ぶ発達の基礎 教育・保育・自閉症理解への道』／ミネルヴァ書房(２０１６年) 

著書：『発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援』編著／金子書房(２０１６年) 

 

「こころ」はどこにあるのでしょうか。それはリンゴやペンが見えるのと同じようには目に見えません。でも、

私たちは「こころ」はあるものと信じて疑いません。「こころ」があると考えたほうが人の行動が理解しやすいか

らです。雨が降ると“思っている”からこの人は傘を持ってきたのだろうとか、あんなことを言うなんて、あの

人は私のことが“嫌い”なのかなとか。そのように、人の行動を考えや感情などの心の状態と関係づけて理解で

きることを心理学では「『心の理論』を持つ」と表現します。 

「心の理論」は人の行動の説明や予測に役立ちます。人の行動を予測できると危険を避けたりできますので何

かと便利です。そして、自閉スペクトラム症などの発達障害の子どもたちは心の理論を持つことが困難であるこ

とがこれまでの研究から明らかになってきました。 

「こころ」を理解し感じる能力。私はそのメカニズムや発達にとても関心をもっています。ヒトの本質に関わ

る問題だと思うからです。そして、「心の理論」に課題をもち、人とのコミュニケーションに困難を抱えている発

達障害の子どもたちの支援法について研究を行っています。適切なサポートがあれば、ゆっくりとではあります

が発達障害があっても「心の理論」を獲得することができ、それにはことばの発達が関わっているらしいことも

わかってきました。とりわけ読書経験が「こころ」の理解を豊かにしていくのではないかと考えており、その観

点からの研究をこれから行っていく予定です。 

所  属  特別支援科学講座 支援方法学分野 
     専門分野  コミュニケーション障害学、臨床発達心理学 
     研究課題、キーワード 

心の理論、自閉スペクトラム症（ASD）、アセスメント、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援 
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家庭科教育学の先生 

池﨑 喜美惠（いけざき きみえ） 
論文：「日本人学校における家庭科教育の現状」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「中日都市部の中学生の食生活における実態」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

報告書：「海外に在住する児童・生徒の家庭生活の実態と家庭科教育に関する実証的研究」平成 24 年度～平成 26

年度科学研究費（２０１５年） 

学会発表：「日本人学校における家庭科教育の現状と課題 ―経年変化からみた特徴―」日本家庭科教育学会第 58

回大会（２０１６年）  

 
海外に在住する子どもたちの在外教育施設として、日本人学校は重要な教育機関です。日本で生育した子ども

たちにとって、海外の生活にはカルチャーショックを覚え、適応に苦慮していることが推察できます。現在、彼

らの家庭生活の実態や家庭科学習について研究を続けており、在留国により子どもたちの意識や実態に特徴が散

見されました。特に、住生活や家族とのコミュニケーションの満足度の高さが表明されています。さらに、日本

人学校の家庭科の教育環境や指導の実態及び消費者教育の指導の現状などを研究しています。これら一連の研究

は、約 20 年前から継続しており、変容を明らかにしました。 
 また、来日した中国出身の学生が、一人住まいをして初めて生活のことを学ぶ家庭科の必要性を感じ、家庭科

教育に関心を持って研究しています。日中両国の子どもたちの食生活や衣生活の実態を明らかにし、比較検討を

行っています。そして、中国には家庭科という教科はありませんが、子どもたちの生活の自立に寄与する教育を

考えようと試みています。 
 将来、外国籍の子どもたちが増加し、彼らが抱える教育問題は深刻化するでしょう。そのことをふまえ、日本

で生活するうえで家庭科の学習内容は、生活の自立を図るうえで大切な教科であり、日本への適応にも効果があ

るといえます。そのためにも、在日外国人の子どもたちの家庭科指導について、今後、研究範囲を広げていこう

と準備をしています 
 

北京日本人学校の生徒の製作実習（2014.9.） 

所  属  生活科学講座 家庭科教育学分野 
     専門分野  家庭科教育 
     研究課題、キーワード 

      家庭科教育、異文化理解、帰国生、日本人学校、在外教育施設 
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家庭経済学・公共経済学の先生 
田中 敬文 （たなか たかふみ） 

著書: 『はじめての NPO 論』(共著)有斐閣、近刊、研究報告書・調査報告書：認定 NPO 法人トリトン・アーツ・

ネットワーク事業評価報告書 2015、認定 NPO 法人トリトン・アーツ・ネットワーク(2015 年)、研究報告書・調査

報告書：NPONGO データブック、編著、日本公共政策研究機構(2015 年) 

 

 家庭経済学・公共経済学の視点から、NPO/NGO の経営や社会的支援、ボランティア、家計の教育費負担、大

学財政・経営、芸術文化団体の経営等に関心を持っています。小金井市で活躍する市民団体・NPO 法人は多数あ

りますが、寄付金控除の対象となる認定 NPO 法人はひとつもありません。NPO がどのようにして市民や企業の支

援を受けるかについてのひとつの事例として、「認定 NPO 法人トリトン・アーツ・ネットワーク評価事業報告書」

は参考となるでしょう。 

 

     所  属   生活科学講座 生活科学分野 

     専門分野   家庭経済学、公共経済学、特に、家族・教育・芸術文化・NPO の経済学 

     研究課題、キーワード  

    NPO/NGO、ボランティア、教育費・家計、大学財政・経営、芸術文化 

 

住居学の先生 

萬羽 郁子（ばんば いくこ） 

論文：Psychological and Physiological Effects of Japanese Cedar Indoors after Calculation Task 

Performance／Journal of the Human-Environment System (２０１６年) 

学会発表等：木材のにおい刺激による脳血流変化―アルデヒド類および VOC の放散量が異なるスギ材提示後の変

化／日本建築学会大会(２０１６年) 

その他：「室内空気質から見た木の家」チルチンびと、84（２０１５年） 

 

日本は国土面積に占める森林面積が約７割を占める森林大国でありながら、林業の低迷・担い手の減少などに

より森林の荒廃などが課題となっています。このような社会背景の中、様々な地域で地域材の利用促進や木造・

木質化が進められています。 

 これまでに保育施設や住宅での木質化と健康状態や睡眠の質との関連性について調査をしてきました。特に、

無垢材の魅力の一つとして、においによる効果に注目し研究を進めています。引き続き、木の住まいにおける健

康・快適性について考えていきたいと考えています。 

所  属  生活科学講座 生活科学分野 
     専門分野  住環境学 
     研究課題、キーワード 

室内環境、健康・快適性 
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スクールソーシャルワークの先生 

馬場 幸子（ばんば さちこ） 

所  属  生活科学講座 生活科学分野 
     専門分野  子ども家庭福祉 スクールソーシャルワーク 
     研究課題、キーワード 

スクールソーシャルワーク実践スタンダード 

児童養護施設における自立支援 

 

栄養学の先生 

南 道子（みなみ みちこ） 

論文：「保護者への介入内容がもたらす幼児の咀嚼力向上への効果」『保育と保健』（２０１６年） 

平成１７年度に施行された食育基本法は、学校、家庭、地域、社会で国民に食生活に関する知識を向上させる

のが目的である。その法律が施行されてから、様々な取り組みが行われてきたが、本学の特性から、教育的な視

点から就学期の児童生徒における食育という観点で研究を行っている。本研究であるが、食育の研究報告の少な

い幼児期—特に３歳児−を対象とした研究である。幼児期の食生活の充実がその後の食生活の基盤を作るというこ

とでは、異論はないと思われるが、未だその重要性に関する研究は十分に行われていない。 

咀嚼は、ものを噛み砕くという呑み込みやすい形態にするということだけでなく、表面積を多くする事による

消化時間の短縮や、蠕動運動を行う胃への負担を軽減する事も目的である。また、口腔内で食べ物を味わうなど

の感覚的なものもある。最近の東京都の調査では、幼児の咀嚼に関してよく噛まないで呑み込む子供の増加が報

告されている。咀嚼は吸綴反応と違い、学習によって獲得される行為である。そこで、幼児期の咀嚼については

教育者、保護者の不断の働きかけが大事である。本研究では幼児期の、特に離乳が完了してはいるがまだ様々な

食品について食べる事ができない時期に、咀嚼を向上させるために開発された株式会社明治の咀嚼バーを使い、

保護者といっしょに一口３０回噛みの練習と、咀嚼の大事さを、キャラクターを使った劇やペープサートを用い

て学習する、家庭にバーを持ち帰って咀嚼練習する、さらに母親に咀嚼の大切さを知らせるための講演などを行

い、３ヶ月後にアンケート調査をおこない、未実施のグループとの比較を解析した。その結果、咀嚼プロジェク

トの取り組みに参加した幼児の咀嚼習慣の向上がみられた。向上した原因としては、咀嚼バーによる家庭での繰

り返しの練習、保護者に対して咀嚼の大切さを認識させる保護者向けのプログラムで構成されていた事によると

考えられた。 

所  属  生活科学講座 生活科学分野 
     専門分野  栄養学、生化学 
     研究課題、キーワード 

栄養学、食物繊維、遺伝子発現、食生活 

 

子どものための物語の先生 

大澤 千恵子（おおさわ ちえこ） 

○新学習指導要領下の教科書における日本神話 
学習指導要領の改訂を受けて各教科書会社は平成二三年以降の教科書に日本神話を収載している。詳細をみる

と実に様々で、神話の扱い方にもそれぞれ特色がある。どの教科書を採用しているかにより子どもたちの神話と

の触れあい方も異なってくるだろう。Ａ社は、ほぼひらがなとカタカナからなり、ウサギのエピソードが中心で

ある。神話を他の昔話と同じものとして位置付けているが、元の姿に戻ったウサギがオオクニヌシの歩いて行っ

た方に向かい何度も何度もお礼を言い、深く深く頭を下げる結びの文は、神の慈悲に関する大きな感謝がみてと

れる点は従来の国語科と比較しても画期的といえよう。Ｂ社は、神々の物語の中にウサギが登場し、ウサギの語

りとしてわに（さめ）とのエピソードが組み込まれている形になっている。『古事記』に載っている物語であるこ

と、自分の住んでいる町に昔から伝わっている物語の発表が示唆されており、伝統的な言語文化であることが強
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調されていると考えられる。Ｃ社は、読書活動へつなげていくことが意図されているために、児童の国語的な読

解から離れ、神話としての特性が表れている。兄弟間の権力争いや確執、嫁取りも語られており、最後はウサギ

を治したオオクニヌシの偉大さが世に伝わったと結ばれている。Ｄ社は、収載されているのはいくつかの神話の

あらすじだけだが、「神話」についてのはっきりとした解説・記述がある。以上のことから言えることは、学習指

導要領に伝統的な言語文化としての神話が国語教育に取り入れられ、議論が十分でないままに始まってしまって

いる神話教育は、各学校・教育委員会によってどの教科書が採用されているかによって扱いがかなり異なってい

るのが現状であろう。 
○今後の課題と展望 
 伝統的な言語文化としての神話教材について、実際の教育現場では、ほとんど議論がなされていない現状は、

憂慮すべきものであるが、一つの展望として、教員養成大学における大学生の教育を紹介する。学生達の多くは、

神々の名前は聞いたことがあっても日本神話そのものについては知らない場合がほとんどである。しかしながら、

大学の講義で取り扱うと、非常に積極的な興味関心を示し、授業に取り入れるための学習指導案を考えたり、諸

外国の神話にも自ら進んで親しんだりしている。近い将来、学校現場に新任教師として出ていくわけであるから、

そうした経験は、教育実践の中で生かされることが期待できる 

所  属  日本語・日本文学研究講座 国語科教育学分野 
専門分野  児童文学、文学教育 

     研究課題、キーワード 

子ども、児童文学、物語、想像力、神話教育 

 

ﾒﾃﾞｨｱを学び、ｸﾘﾃｨｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞを身につける、楽しい授業を作る国語の先生 

中村 純子（なかむら すみこ） 

著書：『メディア・リテラシーの教育―理論と実践の歩み』分担執筆／渓水社（２０１５年） 

翻訳：「デジタル時代のメディア・リテラシー教育 中高生の日常のメディアと授業の融合」東京学芸大学出版会 

（２０１５年） 

学会発表：「教員養成に対するメディア・リテラシー教育実践の検討」日本教育メディア学会 第 22 回年次大会

（２０１５年） 

学術研究・教育上の開発：「総務省 放送分野におけるメディア・リテラシー向上のための教材の在り方等に関す

る調査研究 「情報娯楽番組（インフォテイメント）」の＜制作＞と＜分析＞の授業実践」（２００９年） 

メディア・リテラシーとは「メディアが形作る『現実』を批判的（クリティカル）に読み解くとともに、メデ

ィアを使って表現していく能力」です。近年、デジタル技術の進展に伴い、メディアの融合が進み、パーソナル・

メディアの発信者にもマスコミのプロと同様の情報の受信・発信に対する責任が伴うようになってきました。21
世紀の今日、グローバルな視野を持ち、世の中のニュースや映像情報に対するクリティカルな読解力や、自分の

考えを効果的に発信できる表現力が必要です。英米圏のカリキュラムや実践事例、国際バカロレアの MYP「言

語と文学」DP「文学」「言語と文学」の研究からヒントを得て、新しい国語の授業やワークショップを開発して

います。 

所  属  日本語・日本文学研究講座 国語科教育学分野 
専門分野  国語科教育 

     研究課題、キーワード 

メディア・リテラシー、映像リテラシー、見ること、話すこと・聞くこと、

音声言語教育 
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新しい授業を考える国語の先生 

細川 太輔（ほそかわ たいすけ） 

学会発表：「21 世紀型スキルを育てる学習環境としてのスマートフォン」日本教育工学会 第３１回全国大会（２

０１５年） 

著書：『21 世紀の学習者と教育の 4 つの次元: 知識,スキル,人間性,そしてメタ学習』編訳（２０１６年） 

著書：『主体的・協働的な学びを引き出す学習環境デザイン 「こと・もの・ひと」３つの視点でデザインする国

語授業アイデア２３ＣＡＳＥＳ』単著（２０１６年） 

著書：『ペア＆グループ学習を取り入れた小学校国語科「学び合い」の授業づくり』編著（２０１６年） 

最近は新しい時代に合わせた学力にあわせた授業をどう作っていくかについて研究をしています。『21 世紀の

学習者と教育の 4 つの次元: 知識,スキル,人間性,そしてメタ学習』では２１世紀に必要な学力を日本に紹介しま

した。また『主体的・協働的な学びを引き出す学習環境デザイン 「こと・もの・ひと」３つの視点でデザインす

る国語授業アイデア 23CASES』や『ペア＆グループ学習を取り入れた小学校国語科「学び合い」の授業づくり』

では２１世紀に必要な学力をどう育てるかについて提言しています。私は授業をフィールドアスレチックのよう

にたとえています。不フィールドアスレチックは子どもが夢中になって遊び、それでいてバランス感覚などが身

につくようにデザインされています。授業も子どもが夢中になって活動して、それでいて力がつくように「こと」

「もの」「ひと（学び合い）」をデザインしていくことが重要だと考えています。そのことによって知識だけでは

ない２１世紀型学力を育成することができると考えています。また「21 世紀型スキルを育てる学習環境としての

スマートフォン」では ICT を用いた新しい国語科の授業を提案しています。こういった研究や実践は知識基盤社

会において今後ますます必要になってくると考えられます。 
所  属  日本語・日本文学研究講座 国語科教育学分野 
専門分野  児童文学、文学教育 

     研究課題、キーワード 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

OECD との共同による次世代対応型指導モデルの研究開発」プロジェクト 

連携等の相手方：文部科学省 OECD 

期間：2015 年度〜2017 年度 

概要： OECD は２１世紀型学力を知識、汎用的スキル、態度・価値の３つに分類しています。それを一体

的に育成する授業を提案し、その授業の中でその３要素がどのように関連して育成されるかを分析し

ています。 

 

現代社会の抱えた課題と向き合う人文学の先生 

石井 正己（いしい まさみ） 
著書：『100 分 de 名著ブックス 柳田国男 遠野物語』ＮＨＫ出版（２０１６年） 

著書：『ビジュアル版 日本の昔話百科』河出書房新社（２０１６年） 

著書：『博物館という装置─帝国・植民地・アイデンティティ─』編著／勉誠出版（２０１６年） 

著書：『国境を越える民俗学─日韓の対話によるアカデミズムの再構築─』編著／三弥井書店（２０１６年） 

著書：『昔話を語り継ぎたい人に』編著／三弥井書店（２０１６年） 

論文：「『北越雪譜』から民俗写真へ」にいがた地域映像アーカイブ 6（２０１６年） 

論文：「菅江真澄研究の戦後──内田武志の軌跡Ⅲ」真澄研究 20（２０１６年） 

論文：「新院崩御と入道死去─『平家物語』に見る薨卒伝─」面 9（２０１６年） 

論文：「日韓共同学術会議の意義─新たな民俗学を構築するための広場をつくりたい─」日韓共同学術会議実行

委員会編『日韓共同学術会議』（２０１６年） 

論文：「私たちは文学を伝えられるか─東日本大震災後の文学研究から─」日本文学（２０１５年） 

日本文学や民俗学を研究していますが、和歌文学、物語文学、口承文芸、昔話伝説など、言語芸術に関わる分

野を広く扱っています。これまでにも、『古事記』『源氏物語』『百人一首』『平家物語』『御伽草子』『草双紙』か

ら『遠野物語』『田舎教師』『注文の多い料理店』『聴耳草紙』『おおかみこどもの雨と雪』まで、多くの作家や作

品に取り組んでいます。人文学の社会的な存在意義が社会で問われる中で、特に東日本大震災後は、この学問が

現代社会においてどのような役割を持つのかを考えています。福島・宮城・岩手県の被災地では、復興を見つめ
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ながら講演を続けています。日本各地の図書館・博物館・公民館・文学館をはじめ、地元の小金井市でも東分館・

南分館・緑分館・福祉会館などで多くのお話をしています。合わせて、新聞や雑誌に寄稿し、機会があればラジ

オやテレビにも出演し、海外にも出かけて講演をしています。 

                             
戦争後初めてのお正月（昭和 21 年 1 月）に出版された昔話絵本です。以来、

「笠地蔵」は教科書に採択され、日本人の国民的な教養となりました。 
所  属  日本語・日本文学研究講座 日本語学・日本文学分野 

     専門分野  日本文学、民俗学、教育学 
     研究課題、キーワード 

物語文学、和歌文学、口承文芸、昔話伝説、柳田国男、佐々木喜善、 

遠野物語、子育て、絵本、教科書、災害と復興、オリンピック  
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

高齢者いきいき講座 

連携等の相手方：小金井市福祉協議会 

期間：2016 年 9 月～10 月 

概要： 江戸の昔話絵本から、「桃太郎」「かちかち山」「舌切り雀」「鉢かづき」を取り上げてお話ししまし

た。近現代の昔話絵本についても言及し、時代によって昔話が変化してきたことを確認しました。昔

話にはその時代の価値観や道徳観が反映していることがわかります。 

山桃忌 

連携等の相手方：兵庫県神崎郡福崎町 

期間：2016 年 8 月 

概要： 第 37 回山桃忌は日韓共同学術会議とともに開催されましたが、「井上通泰と柳田国男～兄弟の絆～」

の基調講演を行い、「現代に生きる妖怪たち」のシンポジウムの司会を務めました。安芸神楽の上演

に先立っては、「ひろしま神楽解説」のお話をしました。研究者のみならず、地域の方々と協働で事

業を推進し、充実した会になり、韓国からの参加者にも喜んでいただきました。 

講演会      

連携等の相手方：文京区立本郷図書館 

期間：2016 年 3 月 

概要： 関東大震災をテーマにした「震災を忘れない」という特別企画の中で、「子供たちの声に耳を傾ける

～関東大震災の本郷から～」の講演を行いました。旧本郷区の子供たちが震災の半年後に書いた作文

を読み解き、未来の防災に役立てたいと考えました。図書館がこうした事業を持続していることに深

い意義を認め、協力しています。 
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日本の近現代文学の先生 

大井田 義彰（おおいだ よしあき） 

論文：「〈男のロマン〉の行方－五木寛之『青春の門』をめぐって」アジア文化 31（２０１４年） 

論文：「或る『小倉日記』伝」と強者の論理－モデルの扱い方を起点として」「松本清張研究」第 14 号（２０１

３年） 

その他：『武蔵野の自然と歴史 キャンパス周辺散策ガイド』 第３章 文学散歩（２００４年） 

五木寛之と松本清張の作品に関する論文は、それぞれ、それらが書かれた時代との接点を探って、前者では〈男

のロマン〉が声高に叫ばれた 1960 年前後のリアリティの課題を論じ、後者では主人公とそのモデルとされる人物

とを比較し、長年当然とされてきた〈強者の論理〉の問題点を指摘する。ともに「作品論」として書かれたもの

だが、戦後を代表する２人の大衆作家の分析や再評価をも企図している。彼らに水上勉や石坂洋次郎さらには司

馬遼太郎らをも加え、今後は戦後の大衆文学論を展開できればと思っている。 

 また、『武蔵野の自然と歴史 キャンパス周辺散策ガイド』は刊行からすでに１０年以上の歳月が経ってしまっ

ているものの、東京学芸大学出版会の企画でかなり評判のよかった本であり、大井田は「文学散歩」と題する第

３章の序論と近代編を執筆しているのに過ぎないが、近郊の多磨霊園や小平霊園に眠る文学者たちの調査もして

おり、「はけ」を舞台とした大岡昇平の有名な『武蔵野夫人』を筆頭に、小金井・国分寺周辺、さらには中央線沿

線をも視野にいれた地域に根ざす文学について論じ、また、楽しく紹介等もしていければと考えている。 

                         
『キャンパス周辺散策ガイド』 

第３章では、国木田独歩「武蔵野」ほか、下村湖人「次郎物語」など数作品が紹介されている。 
所  属  日本語・日本文学研究講座 日本語学・日本文学分野 
専門分野  日本近世史、地域史 

     研究課題、キーワード 

小説論、自然主義、樋口一葉、島崎藤村、田山花袋、松本清張、大衆文学 

 

 

江戸時代の演劇（歌舞伎・人形浄瑠璃）や江戸時代の子供が読んだ絵本（赤本・黒本・青本）の研究を通して、

江戸時代の庶民文学や文化研究の先生 

黒石 陽子（くろいし ようこ） 

著書：『義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 41『石橋山鎧襲』翻刻・解説』玉川大学出版部（２０１５年） 

論文：「初期草双紙研究の現在と初期草双紙の教材としての可能性―富川房信を中心に―」月刊 国語教育研究

518（２０１５年） 

論文：「韓国国立中央図書館蔵『〔わにふか〕』について」叢 草双紙の翻刻と研究 36（２０１５年） 

その他：「お三輪の恋」文楽座学（２０１５年） 

その他：「甘輝館‐国性爺の母の思い―」文楽座学（２０１５年） 

論文：「『双／丘 金売橘次分別袋』について」叢 草双紙の翻刻と研究 35（２０１４年） 

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 41『石橋山鎧襲』翻刻・解説は、江戸時代に刊行された浄瑠璃正本のくずし字

を翻刻し、その上で作品内容について解説したもの。 

「お三輪の恋」（文楽座学）、甘輝館‐国性爺の母の思い―（文楽座学）は東京国立小劇場で上演された人形浄

瑠璃作品の内容について、解説し、鑑賞の助けとなるような内容を講演したもの。古典芸能作品として上演され

る作品の作品研究並びに芸能として伝承される過程における、変化やその意味についても研究している。 
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これらの研究によって、古典芸能を見る観点を明らかにし、古典芸能の鑑賞を豊かなものにすることに資する

とともに、伝統芸能の継承の意義についても考察している。 

 また江戸時代の子供絵本である赤本・黒本・青本については、これまでに３０作品以上、原本のくずし字を翻

刻し、注釈作業を進め、研究して来た。「韓国国立中央図書館蔵『〔わにふか〕』について」、「『双／丘 金売橘次

分別袋』について」はその一部である。江戸時代の子供が読んだと考えられる赤本・黒本・青本の作品を絵と文

章の双方から注釈、解釈して作品内容を読み解き、それらの成果を踏まえて、古典教材として赤本・黒本・青本

を活用できないかについて検討したのが、「初期草双紙研究の現在と初期草双紙の教材としての可能性―富川房信

を中心に―」である。 

今後は江戸時代の生活観を通して、古典への興味を喚起する教材として赤本・黒本・青本をどのように活用す

ることができるかの研究へと発展させる。 

所  属  日本語・日本文学研究講座 日本語学・日本文学分野 
専門分野  人形浄瑠璃に関する研究 歌舞伎に関する研究 草双紙に関する研究 

     研究課題、キーワード 

人形浄瑠璃、歌舞伎、草双紙 

  

古い（中世の）日本語の歴史の先生 

高橋 久子（たかはし ひさこ） 

著書：『いろは分類体辞書の総合的研究』共著／武蔵野書院（２０１６年） 

著書：『庭訓往来 影印と研究』共著／新典社（２０１４年） 

論文：「漢語の表記と古辞書の位相―「蠟燭」の場合」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

中世の辞書を中心として、日本語の言葉の歴史を研究する。とくに漢字で構成された漢語のさまざまな様相に

ついて考察を続けている。個々の漢語を扱った論文も多いが、基礎的な文献の言語的全体像を扱った著述もある。

ここでは、以下の二冊を紹介したい。 

第一の『いろは分類体辞書の総合的研究』は、中世の主要な漢語語彙集である、国立国会図書館蔵『色葉字尽』・

東京大学文学部国語研究室蔵『伊呂波集』および、新出資料の高橋家蔵『色葉字』の三本について、高解像度撮

影を行い、初めて影印に付した。また、翻字・総合索引と研究論文 13 本を添えて、総合的研究成果を広く示すも

のである。 

第二の、『庭訓往来 影印と研究』は、編著者架蔵の寛永五年版本の影印、索引、訓読、訳、注釈などを収載し、

『庭訓往来』を日本語学の立場から取り上げて、新たな知見を加えたものである。『庭訓往来』は、日本の最古の

教科書ともいわれ、様々な社会的用途を持つ語彙を学習させるための書物であり、日本の中世・近世の社会に与

えた影響は絶大であった。以上のような研究は、現在我々が使用している言葉の源流を探ることであり、その意

味や表記の発展変化を知ることは、日本語を理解するために重要である。今日常的に使用されている「蝋燭」を

取り上げても、その歴史的発展変化は、実に複雑なものがあるのである。それは、論文「漢語の表記と古辞書の

位相―「蠟燭」の場合」で論じている。 

所  属  日本語・日本文学研究講座 日本語学・日本文学分野 
専門分野  国語学 

     研究課題、キーワード 

日本語史、古辞書、漢字表記 

 

ジャンルを超えて物語と文化の関係を考える学問の先生 

疋田 雅昭（ひきた まさあき） 

論文：「視線の交錯あるいは視線の占有――青山七恵「窓の灯」をめぐって」明星大学研究紀要（２０１６年） 

論文：「宛先の無い「告白」が誤配される時 ―絲山秋子『沖で待つ』をめぐって」東京学芸大学紀要（２０１

６年） 

論文：「因果の呪縛―丸谷才一『樹影譚』を視座に―」明星大学研究紀要（２０１５年） 

論文：「記号文化に外部はあり得たのか―藤原智美『運転士』論―」長野県短期大学紀要（２０１５年） 

論文：「錯綜する境界線―多和田葉子「ペルソナ」論―」立教大学日本文学 113（２０１５年） 
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芥川賞を受賞した小説家の作品分析を通じ、現代文学と社会や文化との関係を考えています。これまでに書き

ためた作品論を、「移動」と「アイデンティティ」というキーワードでまとめた本を２０１７年度刊行にむけて現

在執筆中です。 

 今も昔も、「自己形成」は文学の重要なテーマですが、それを成し遂げるには、「変化」が必要であり、その変

化は、時間的な「移動」と空間的な「移動」によってなされています。その「移動」の質が劇的に変化したこと

が、様々な形で現代小説には刻まれています。「移動」に注目することで、現代小説が様々な形で現代社会や文化

の諸相を反映していることが読み取れ、今日我々はいかなる社会で自己実現を成し遂げてゆかねばならないかと

いう問題系が現れてくると考えています。 

 文学は一作家の思想だけではなく、時代の諸相を示すという文学の重要な機能を明らかにして、現代文学の再

興の一助となる様な研究をしたいと思っております。 

所  属  日本語・日本文学研究講座 日本語学・日本文学分野 
専門分野  日本近現代文学 

     研究課題、キーワード 

日本近現代文学、日本近現代文化、日本近現代詩、モダニズム、 

アヴァンギャルド文化、批評理論 

 

中国の喫茶文化史の先生 

高橋 忠彦（たかはし ただひこ） 

著書：『栄西『喫茶養生記』の研究』共著／宮帯出版社（２０１４年） 

著書：『東アジア海域に漕ぎ出す ６ 海がはぐくむ日本文化』／共著／東京大学出版会（２０１４年） 

著書：『東アジア海域に漕ぎ出す４ 東アジアのなかの五山文化』／共著／東京大学出版会（２０１４年） 

論文：「中国茶文化における「煎茶」の語と伝統の形成」東京学芸大学紀要（２０１４年） 

著書：『講座日本茶の湯全史 第一巻中世』共著／思文閣出版社（２０１３年） 

翻訳：『現代語でさらりと読む茶の古典 茶経・喫茶養生記・茶録・茶具図賛』原著者：陸羽他／淡交社（２０

１３年） 

中国の喫茶文化史の変遷について、主として文献資料によって研究しています。特にユニークで完成度の高い

のは、唐代の煎茶文化と、宋代の点茶文化ですが、その具体的な喫茶法を明確にしながら、文化史的諸問題を解

明しています。唐代には、固形の茶を粉にして鍋で煮る、という「煎茶」が流行し、宋代には、粉にした茶に湯

をかけて攪拌する「点茶」が完成しました。後者は、日本の「茶の湯」の源流となっています。このように中国

の茶文化の影響下に完成した、日本の茶文化についても、例えば栄西の『喫茶養生記』等について、論考を発表

しています。 
このような研究は、日本と中国の文化交流の実例として、茶に親しむ現代人にも興味を持てるものでしょう。

たとえば、「茶碗」という言葉一つとってみても、唐代の茶文化に深く関わりがあるのです。下っては、ヨーロッ

パで発展した紅茶文化ですら、そのルーツとして、中国の茶がありますし、日本でも知られている、現代中国の

茶芸文化（たとえば工夫茶）も、その正確な理解の為には、明代の中国に溯る必要があります。 
ところで、このような研究のためには、『茶経』など基礎的文献の解読が必要ですが、それが従来は不充分であ

り、具体的な喫茶の手順や理念が明確にされてこなかったといわざるを得ません。そのため、確実な言語研究、

文献研究に基づき、『茶経』『喫茶養生記』を初めとする諸文献の、平易な翻訳を完成させ、公開することにも努

めているわけです。 
所  属  日本語・日本文学研究講座 中国古典学分野 
専門分野  中国文化史 

     研究課題、キーワード 

中国茶文化、茶書、日本語史、古辞書、漢字表記 
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日本語学の先生 

北澤 尚（きたざわ たかし） 

論文：「広告キャッチコピーにおける破格の構文についての一考察」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「ゆるキャラ」ネーミングの形態論」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「複合助詞とメタ言語表現－「について」「に関して」について－」『国語研究』（２０１５年） 

上記の論文はすべて、現代日本語の文法に関する論文である。最近は特に、日本語文法についての単なる意味

用法の記述ではなく、現代日本の多彩な言語生活の様態や古今の様々なテクストジャンルにおいて文法がどのよ

うに「泡立ち、はじけて」いるかに興味を持っている。文法が個々のテクストのなかでいかに「活性化」し、そ

の活性化のあり様がテクストの全体構造の統一性にいかに機能しているかに関心がある。「広告キャッチコピー」

や「ゆるキャラ」など（かつては、本居宣長、源氏物語、教科の教科書、絵本、小説冒頭部文などを取り上げた

こともある）各現象間の関係が見えにくいような表層をあてどなく漂っているかのように見えるとしても、通底

する研究のまなざしは比較的不変であると本人は思っている。いわば、テクストジャンルの多様性と日本語文法

の現象化のヴァリエーションの研究といえる。 

所  属  日本語・日本文学研究講座 日本語教育学分野 
専門分野  日本語学 

     研究課題、キーワード 

国語学、日本語学、言語学、日本語文法、現代日本語文法、日本語文法史、

近代日本語、明治時代語、日本語教育文法、学校文法 

 

英語（英語史）の先生 

阿戸 昌彦（あど まさひこ） 
論文：「後期近代英語から現代英語の「名詞＋前置詞＋Wh 節」」英學論考 44（２０１５年） 

論文：「前置詞 in の脱落とその影響 Busy (in) Ving の場合」英學論考 42（２０１３年） 

１９世紀から２０世紀にかけての英語を対象に、その文法・語法の変化をとらえ、いつ頃から、どのように、

なぜ変化が生じたのか、を研究している。例だけ示すならば、I was busy (in) preparing the dinner. の前置詞

in は現代英語では用いないのが普通だが、１９世紀半ばまでは in がある方が普通であった。Such a plan would 
not solve the problem (of) who will go there. では wh 節の前の前置詞が省略されることがあるといわれている

が、歴史的には前置詞が生起するようになってきたととらえねばならない。現代英語では当たり前と思われてい

る事実も、歴史的にみると変化の途中にあることが見えてくることがある。 
所  属  外国語・外国文化研究講座 英語学・英米文学・文化研究分野 

     専門分野  英語学 
     研究課題、キーワード 

英語の歴史的変化、英語語法 

 

英語を言語学的に研究する英語学分野の先生 

河野 継代（こうの つぐよ） 

論文:「最上級と共起する関係節について」英語語法文法研究 21（２０１４年） 

中高の英語で学習する文法事項のなかに形容詞や副詞の最上級があります。 

最上級を伴う表現にはいろいろな修飾語がつきますが、そのなかに関係代名詞に導かれた節（以下、関係節）

があります。例えば、Bill is the tallest man that I have ever seen.では that で導かれた節が関係節で直前

の最上級形容詞を含む名詞表現を先行詞として修飾しています。 

本論文では上例におけるような最上級と共起する関係節（以下、最上級の関係節）について考察しています。

従来の研究では最上級の関係節は通常の関係節と同じ種類の関係節であるとされています。しかし、この分析に

は問題があります。というのは、最上級の関係節には通常の関係節には見られない特徴があるからです。例えば、
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通常の関係節では関係節内の述部を必要に応じて否定形にすることができますが、最上級の関係節では否定形に

すると容認度が落ち、上例の ever を never にすると非文法的な文となります。また、最上級の関係節では、名詞

表現を伴わない副詞の最上級のみを先行詞とすることができますが、これは通常の関係節ではありえないことで

す。最上級の関係節はこれ以外にも通常の関係節には見られない特徴を数多く持っています。 

これら諸特徴を説明するためには、最上級の関係節を通常の関係節としてではなく、河野(2012)の意味での「範

囲指定の関係節」の一種として分析する必要があるということを論じています。本分析によれば、最上級の関係

節のすべての特徴が極めて自然に説明できることが示されています。 

所  属  外国語・外国文化研究講座 英語学・英米文学・文化研究分野 
     専門分野  英語学 

研究課題、キーワード 

生成文法、動的文法理論、英語統語論、関係節、削除、命題 

 

文法理論と英文法の先生 

八木 孝夫（やぎ たかお） 

所  属  外国語・外国文化研究講座 英語学・英米文学・文化研究分野 
     専門分野  英語学、生成文法 

研究課題、キーワード 

統語構造と意味解釈の関係、項と修飾、文法の核と周辺 

 

アメリカ文学の先生 

山口 和彦（やまぐち かずひこ） 

論文：「暴力表象と倫理の行方―コーマック・マッカーシー『ブラッド・メリディアン』論」『関東英文学研究』

（２０１６年） 

論文：「「呪われた企て」―コーマック・マッカーシー『越境』における「剥き出しの生」と証人の責務」東京学

芸大学紀要（２０１５年） 

現代アメリカ小説全般を専門分野としていますが、最近はコーマック・マッカーシーの作品を中心に研究を進

めています。個々の作品を精読し、解釈をすることが基本的な作業ですが、国家や共同体、歴史、暴力といった

主題、魔術的リアリズムやポストモダニズムといった手法やモード、文学研究と映画研究の相互関連性など、様々

な視点を交差しながら、アメリカ的「自己」の成り立ちについて考察しています。最近の論文では、アメリカ／

メキシコの「ボーダーランド」表象や「ビルドゥングスロマン」という語りの様式をめぐり、「無垢（イノセン

ス）」の概念に依拠するアメリカ的「自己」のパラドクスについて批判的に考察しました。文化相対主義が色濃

い現代の知的潮流において見過ごされがちな「倫理」に光を当て、シニシズムを乗り越えるための新たな「倫理」

表象のあり方を探求する点が私の文学研究の特徴といえるかもしれません。 
所  属  外国語・外国文化研究講座 英語学・英米文学・文化研究分野 

     専門分野  アメリカ文学 
研究課題、キーワード 

現代アメリカ小説、比較文学、コーマック・マッカーシー研究 
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ドイツ語圏の、とくに世紀転換期のウィーンの文学・文化の先生 

赤司 英一郎（あかし えいいちろう） 

翻訳：『ムージル伝記 ３』法政大学出版局（２０１５年） 

著書：『思考のトルソー・文学でしか語られないもの――ローベルト・ムージルの小説の方法について』法政大

学出版局（２０１４年） 

著書：『多言語・多文化社会へのまなざし――新しい共生への視点と教育――』共編著／白帝社（２０１４年） 

著書：『陽気な黙示録－オーストリア文化研究』共著／中央大学出版部（２０１４年） 

私の研究は二つの流れからなります。 
一つは、小説家ローベルト・ムージルを中心とする、ウィーン世紀末から第二次世界大戦にいたる非言語的な

ものに係わる文学表現の研究です。ホーフマンスタール、リルケ、ムージル、カフカといった作家たちは、自分

が見出した人生において本質的なものは言葉にならないという認識から創作活動をはじめ、その困難を独自に克

服する試みを作品にしました。それは絵画においてリアリズムの限界、すなわち目に見えるものを見えるとおり

に写すことの限界にいたりついた印象派のあと、象徴主義、ナビ派、表現主義等の画家たちが、目に見えないも

のを見えるように描こうとした活動と似ています。たとえば永遠に他者的なものとの出会いやその像を、上記の

作家たちは、写実とは異なる表現によって描述しましたが、世界の奥行や世界全体の関係性がかつて見たことの

ない精緻さで表わされているので、その文学的方法を明らかにすることが研究の目的となりました。 
私の研究のもう一つの流れは、文化現象に時代の精神と地域の独自性を読みとろうとするもので、現在世界中

の人々から注目されているクリムトやシーレといったウィーンの画家たちが、どのような考えにもとづいて創作

したのか、さらにはウィーンの印象主義がパリの印象主義とどのように異なるか等を、作品分析や批評研究を通

して解明してきました。 
 

所  属  外国語・外国文化研究講座 ヨーロッパ言語・文化研究分野 
     専門分野  ドイツ文学、オーストリア文化 
     研究課題、キーワード 

モデルネ、印象主義、比喩、女性像、ムージル、ホーフマンスタール、 

シュニッツラー、クリムト、シーレ 
 

日中漢字情報処理の先生 

木村 守（きむら まもる） 

論文：「六朝期における「華」と「花」」学芸国語国文学 第 48 号（２０１６年） 

論文：「汉字教学中的一些问题─以汉语简体字、繁体字、日本常用字为中心─」知性と創造─日中学者の思考─ 7

（２０１６年） 

著書：『音声ペンで学ぶ 新・北京の春節』共編著／両風堂（２０１５年） 

論文：「異文化社会の中でのことばの教育」アジア文化 32（２０１５年） 

学会発表：「教學文字（漢語簡體字、繁體字、日本常用字等）上的一些問題」東亞文字與文化國際研討會（２０１５年） 

学会発表：「日本の学校教育における漢文・漢語・漢字教育について」日中人文社会科学学会（２０１５年） 

「漢字」は様々に異なる属性を持って存在しています。例えば、日本語を表記するための漢字と中国語を表記

するための漢字は、字体や意味などが異なります。日本語を学ぶ人が覚えなければいけない漢字、同じ日本語で

も古典（漢文）を学ぶ人が覚えなければならない漢字、そして中国語を学ぶ人が覚えなければならない漢字、同

じ中国語でも、香港や台湾などの地域で使っていることばを学ぶ人が覚えなければならない漢字。今まさにグロ

ーバル化しつつある社会の中で、漢字の学習はより複雑になっていくことでしょう。しかし、そこにある違いを

しっかり意識して学んでいくことで、漢字の面白さと奥深さがはっきりと分かっていきます。漢字情報処理とは、

そうした様々な属性を持つ大規模な漢字の集合を整理・分類することで個々の漢字の関係性を明らかにしつつ、

現代の漢字教育の発展のために役立たせていくことを目指しています。 

所  属  外国語・外国文化研究講座 アジア言語・文化研究分野 
     専門分野  中国語教育、中国古典文学（漢文学）・漢字情報処理 
     研究課題、キーワード 

中国語アクティブ・ラーニング、漢字教育 
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漢字の小宇宙─試行標準 IPSJ-TS 0008「大規模文字集合の異体字構造表現」（メンバー：松岡、木村、上地、

他）の作業を行っている過程で、上地が制作したもの http://fonts.jp/cosmo.html 

 
 

社会科，特に地理的内容の授業のあり方や改善について研究している先生 

荒井 正剛（あらい まさたか） 
論文：「地理学習におけるイスラーム世界の学習のあり方―ムスリムの生活理解を中心に―」新地理 64（２０１

６年） 

大学生への調査で，イスラームに否定的なイメージが強いことと，その地理的知識が貧しいことがわかった。

社会系教科書においても，服装の地域的多様性を示す写真を掲載している例もあるが，全体的にみて異質性が強

調されており，偏見を助長する恐れがある。 
中学校の授業で，ムスリムが各種の宗教的行為について思っていることを提示したところ，４カ月経っても，

多くの生徒がムスリムに対して寛容的な姿勢を示した。ムスリムの生活，なかでも誤解の多いラマダーンや女性

の服装規定について，彼らの考えを通して共感的に理解させることが重要である。また，同世代の生活や趣味な

どを通して，日本で生活している同じ人間としての共通点に気付かせることが重要である。 
ムスリム復興運動について，その背景にグローバル化による貧富の差の拡大に対して，イスラームの相互扶助

の精神が見直されていることをとらえさせるべきである。また，人口比による信者の分布図を使って，その分布

と地域的多様性をとらえることが求められる。  
学校でムスリムの生活を主に取り上げるのは地理であり，その責任は大きい。異文化理解を標榜してきた地理

教育で，ムスリムの理解を促す授業を進める必要がある。 
その他「となりのムスリム ―ムスリム観光客と滞日ムスリムの増加―」『地理』第 61 巻第４号（２０１６年） 

外国人旅行者の急増には，インドネシアやマレーシアなどのムスリム観光客の増加が見られる。彼らのための礼

拝の場所やハラール・レストランなどの提供が求められている。また，国内に定住しているムスリムは 10 万人

を超えている。彼らは日本に定着し，社会経済的に安定している。そして日本が好きで，東日本大震災に際して

そのネットワークを通じていち早く現地の支援に乗り出し，その活動を長く続けたり，定期的にホームレスのた

めの炊き出しを行ったり各種のボランティア活動を行っている。 
本稿ではモスクやハラール・レストランなどの分布を示すとともに，大塚や蒲田のモスクでのインタビューなど

を紹介している。モスクが増えて，その活動が活発になっており，今後，共生が課題になると思われる。イスラ

ームの相互扶助の考えなど，学ぶべきことも少なくない。そのためにも近くにいるムスリムと交流して，彼らの

考えや思いを知ることが必要である。 
所  属  人文科学講座 社会科教育学分野 
専門分野  地理教育、社会科教育、異文化理解教育、地誌学習 

     研究課題、キーワード 

地誌学習、イスラーム、異文化理解、地域理解，共生 
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社会科教師を育成するための先生 

渡部 竜也（わたべ たつや） 

論文：「我が国のベテラン社会科教師の授業分析に見られるコレクトネス：教育学者・ベテラン教師７人の授業

批評に見られる分析視点の違いから」東京学芸大学紀要(２０１６年) 

報告書：「ねらいについての議論ができる実践家の育成をめざした学部社会科教員養成プログラム」（２０１６年） 

「我が国のベテラン教師～」の論文は、現場での学びで身につく「社会科教師として必要になる」能力や知識

と、現場ではなかなか身につかないそれらについて明らかにした。学校現場の授業研究会や教育委員会の研修の

見直しなどに使うことのできる研究データを内包している。 

報告書『ねらいについての議論～』は、上の論文の成果を生かし、「自然には身に付きにくい（unnatural）」思

考である「社会科のねらいを熟慮する思考（aims talk）」のできる教師教育プログラムを提案したもの。こちら

も学校現場や教育委員会にとって有益な情報である。 

所  属  人文科学講座 社会科教育学分野 
専門分野  社会科教育学 
研究課題、キーワード 

社会的論争問題学習論、授業構成論、カリキュラム編成論、価値学習論 

 

自然地理学（地形学）の先生 

青木 久（あおき ひさし） 
所  属  人文科学講座 地理学分野 
専門分野  自然地理学、地形学 

     研究課題、キーワード 

海岸地形学、風化侵食論 

 

個性的な都市や商業地の形成理由を研究している地理学の先生 

牛垣 雄矢（うしがき ゆうや） 

論文：「動態地誌的観点と歴史的観点を取り入れた地域構造図の作成―神奈川県川崎市を事例に―」東京学芸大

学紀要（２０１６年） 

今日の中学校の地理学習では，「動態地誌」という観点から地誌学習を行っているが，このような地域の見方は，

学校教育での身近な地域学習において地域をとらえる際にも有効である。この論文では，神奈川県川崎市を事例

として，特に動態地誌的観点から地域の特徴をとらえている。また，近年では中学・高等学校での地理学習にお

いても，歴史的背景もふまえて事象を説明することが求められている。この論文では，川崎という地域の特徴お

よびその変化を，歴史的観点も取り入れて理解している。このような，動態地誌的および歴史的観点から地域の

特徴を理解するという見方は，学校教育のみならず，まちづくりや地域政策など，様々な場面で参考になると考

えられる。 

所  属  人文科学講座 地理学分野 
     専門分野  都市地理学、商業地理学、歴史地理学 
     研究課題、キーワード 

都市・商業地における地域的個性の形成メカニズム 
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                            工場の跡地に立つ川崎市内の高層マンション群 

ヨーロッパ地域研究の先生 

加賀美 雅弘（かがみ まさひろ） 

著書：『世界と日本の移民エスニック集団とホスト社会―日本社会の多文化化に向けたエスニック・コンフリク

ト研究』エスニック市場にみるウィーンのエスニック景観の動向／共著／明石書店（２０１６年） 

著書：『博物館という装置―帝国・植民地・アイデンティティ』ドイツ・フォークトラント地方の地域おこしと

野外博物館／共著／勉誠出版（２０１６年） 

論文：「保養地の環境評価に関する一考察―気候保養地メラーンの解説書（1881）を用いて」東京学芸大学紀要

（２０１６年） 

放送：地理「世界を結ぶ交通と通信」NHK 高校講座 教育テレビ（２０１６年９月放送） 

「温帯とは―東岸気候と西岸気候」NHK 高校講座 教育テレビ（２０１６年６月放送） 

「ここに注目！ヨーロッパ①―EUによる地域統合」NHK 高校講座 教育テレビ（２０１６年１月放送） 

「ここに注目！ヨーロッパ②―地域格差と多民族社会」NHK 高校講座 教育テレビ（２０１６年１月放送） 

指導書：『社会科 中学生の地理―世界の姿と日本の国土』共著／帝国書院（２０１６年） 

教科書：『中学校社会科 中学生の地理―世界の姿と日本の国土』監修／帝国書院（２０１６年） 

講演：「大気環境とツーリズム」第９期健康気象アドバイザー認定講座（２０１６年） 

著書：『オーストリアの風景』共著／ナカニシヤ出版（２０１５年） 

報告書：「保養ツーリズムにみる環境の評価と利用―ヨーロッパの気候保養地に着目した考察」研究代表者 

「研究概要」2014 年度東京学芸大学重点研究（２０１５年） 

講演：「EU の地域問題に着目したヨーロッパ理解の視角」石川県高等学校野外調査研究会（２０１５年） 

著書：『ヨーロッパ学への招待―地理・歴史・政治からみたヨーロッパ，第二版』共著／学文社（２０１４年） 

地理学の視点からヨーロッパを理解することをめざしており，現在は特に以下 3項目に取り組んでいます。 

1）多様な文化・社会からなるヨーロッパの理解：ヨーロッパ各地に固有の文化や社会がみられ，多様な地域が存

在している。EU の地域統合が進行しつつも，依然として多様な文化が維持される理由を，祭りや博物館などに着

目して検討している。 

2）外国人流入による多文化社会を形成するヨーロッパの理解：ヨーロッパ以外の地域から多くの移民が流入し，

彼らとの共存が強く求められる一方で，移民排斥や少数民族の排除も生じているヨーロッパの多文化社会の実態

解明を進めている。 

3）環境を活用した健康生活を追及するヨーロッパの理解：ヨーロッパでは森や山，海岸，温泉，都市の公園など

屋外での環境を利用した健康増進が伝統的に盛んである。そうした環境への関心とヨーロッパの文化・社会との

関係を分析している。 

「研究の特徴」 

ヨーロッパ研究を日本との比較という視野をもって臨んでいる点に特徴があります．1）についてはヨーロッパ

の地域おこしや町づくりが過疎化や少子化に直面する日本の市町村に適用できるのか，2）については外国人が急

増する日本において多文化共生社会にどの程度適用できるのか，3）については高齢化が進む日本社会における健

康増進のあり方に応用用可能なのか，いずれも重要なポイントと考えています。そのために，ヨーロッパと日本

の事情との共通点と異質点を明らかにして，今後の日本の地域の展開について考察しています。 

所  属  人文科学講座 地理学分野 
     専門分野  ヨーロッパ地誌学，人文地理学 
     研究課題、キーワード 

ヨーロッパの文化と社会、ヨーロッパの多文化共生、 

ヨーロッパの環境と健康、日欧比較研究 



28 
 

メソ気候の先生 

澤田 康徳（さわだ やすのり） 

論文：「夏期の関東地方における対流性降水の発現率の経年変化」地理学評論 89（２０１６年） 

この研究では，夏に頻繁に発生する夕立（ここでは対流性降水とします）について関東地方を対象に雨の降り

方の経年変化を解析しています。これまでの研究では，関東地方に多く存在する都市，とりわけ都心部を中心に

ヒートアイランドと降水発生の関連で議論されることが多く，関東地方スケールでの地域性や特徴を把握するこ

とを目的としたものです。対流性降水発現率の経年変化型は，Ⅰ型～Ⅲ型の 3 つに大きく分けられ，Ⅰ型は北部

山岳地域，Ⅱ型は北部山岳地域の山麓域，Ⅲ型は南関東の平野域にまとまって分布しています。Ⅰ型とⅢ型の対

流性降水発現率の経年変化には有意な負の相関関係（r＝－0.93）が認められました。また，Ⅰ型で対流性降水発

現率が高い（低い）年は海寄りの風の内陸への進入が明瞭（不明瞭）です。対流性降水発現率はⅠ型の場合微増

し，Ⅲ型ではやや減少しています。Ⅲ型では降水強度の経年変化は対流性降水の場合は明瞭でなく，総観規模擾

乱に伴う降水を含む降水全般で増大しています。したがって，関東地方スケールの降水発現の経年変化は総観規

模擾乱や海陸風の挙動と降水強度の強弱を考慮し，都心部を含む南関東の降水発現はそれに位置づけて議論する

必要性があると考えています。 

論文：教職科目の履修大学生における中国に対する環境認識と授業実践の志向―教員養成系大学の自然地理学－

東京学芸大学紀要（２０１６年） 

中国は日本の「近隣諸国」の一つで日本との結びつきも強い国です。それゆえ，地理学習において重要な事例

地に設定されることが多い国でもあります。これに対して教員養成の学生はどのような中国の自然環境イメージ

を持っているのか，将来教師になりどのような学習を想定しているのか。将来的授業実践の積極性と自然環境に

関する興味関心との関係を議論することを目的としました。そこでこの研究では，初等～中等教育段階における

地理学習を経た教職授業科目の履修大学生を対象にアンケート調査を行いました。それに基づき，中国を題材と

した教職課程の自然地理学学習の内容を検討しています。大学生の中国の自然環境に対する関心の高低は，知識

の高低とまず関連しています。また，中国の自然環境に関する情報獲得手段は，受動的情報の場合興味関心との

相関は低く積極的に学ぶ場合に知識が習得されることが判りました。さらに，中国のイメージに基づいて授業実

践の指向性は環境問題に関わるものが多く，教職の学生に対してイメージ形成に関わる学習内容を，環境問題，

砂漠，気候などに特化させず総合的に扱うことが必要であると考えています。 

所  属  人文科学講座 地理学分野 
     専門分野  自然地理学（気候学） 
     研究課題、キーワード 

降水特性、強雨、経年変化、ヒートアイランド，環境認識 

 

人・生活・文化と地域・社会・場所との関係&持続性を考える文化・歴史

地理の先生 

椿 真智子（つばき まちこ） 

大学史資料室展示報告「學藝アルバム−高度経済成長期の東京学芸大学と地域社会−」（２０１６年） 

オープンカレッジ東京 2016「ディスカバーワールドⅡ：お茶のちがいと地域性」（２０１６年） 

編著書：『小学校社会科を教える本』／東京学芸大学出版会（２０１５年） 

研究報告書：特別開発研究プロジェクト「多元的世界における寛容性と公共性の獲得にむけたプログラムおよび

教材開発−中高大学生の海外体験・認識をふまえて−」報告書／東京学芸大学（２０１５年） 

学術研究・教育上の開発：大学史資料室による展示の企画・資料作成・解説「学藝アルバム：高度経済成長期の

東京学芸大学と地域社会」（２０１５年） 

オープンカレッジ東京（公開講座）「ディスカバーワールドⅠ：麺のちがいと地域性」講師（２０１５年） 

東京学芸大学公開講座「新多摩学のすすめ：あなたの知らない多摩の魅力（全５回）」企画・運営とコーディネ

ート、第１回「多摩のイメージと都市郊外への眼差し」講師（２０１５年） 

現在の主な研究テーマ・活動 

①地域文化論：風土や地域社会に根ざした文化・景観の特徴や変化・継承プロセスや、まちづくりや地域おこし、

コミュニティ再生などの取り組み・活動の中で認識・再生・活用される文化や地域・場所の意味を問う。 

②エスニック文化の継承とエスニック景観：日本や多民族社会におけるエスニック集団のコミュニティとアンデ
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ンティティを、エスニック文化や「場所」、景観との関わりから捉え、今後の文化継承や異文化理解・コミュニケ

ーションの課題を検討する。 

③「郊外」のイメージと地域認識：「郊外」のイメージと履歴について、学芸大周辺地域を事例に、景観・風景や

暮らし・生活文化、コミュニティ、人びとの認識等との関わりを通して考察する。 

④フロンティアの特質と意味：フロンティア（開拓地・郊外）の社会・文化とフロンティアのもつ意味に関し、

社会構造や人びとの行動・認識をとおして、近代化・グローバル化との関わりから検討する。 

⑤景観写真とフィールドワークで読み解く風土・場所の意味：学芸大および周辺地域を事例に、都市郊外の景観・

風景の特徴を景観写真（およびフォト・コミュニケーション）とフィールドワークを通して読み解き、地域認識

や相互コミュニケーションを深める。一般向け公開講座やスタディー・ツアーをほぼ毎年実施。 

 

 

 

 

小金井公園近くで実施した「小金井江戸の農家みち」スタディー・ツアーの様子(2016 年 11 月撮影) 

所  属  人文科学講座 地理学分野 
     専門分野  文化・歴史地理学 地域文化論 
     研究課題、キーワード 

地域文化、エスニック、多民族・多文化社会、景観、北米、フロンティア、 

都市郊外 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

まちのカルチャーカフェ第２回「“農家みち”が都市を再生する」 

連携等の相手方：NP0 法人東京学芸大こども未来研究所、小金井江戸の農家みちの会 

期間：2016 年 7 月 25 日 

概要：「まちのカルチャーカフェ」は、大学と地域の垣根を越えて多様な人・情報が行き交う創造的学びと

気付きの場として、学芸大附属図書館「ノートカフェ」で月１回、地域と大学の人がテーマにそって

参加者とともに議論・交流する場。第２回は｢小金井江戸の農家みち｣と名付けられた場所をめぐる取

り組みとその魅力について議論。近世以来の新田集落の景観や都市農業・江戸東京野菜、農家の庭先

直売、歴史を物語る人・芸術家など、多様な人びとや新鮮野菜、懐かしい風景との出会い・発見を生

み出す要素・背景と今後に向けた課題等について活発な意見がかわされた。 

東京学芸大学公開講座「新多摩学のすすめ：あなたの知らない多摩の魅力（全５回）」 

連携等の相手方：多摩地域の研究者・教員等  

期間：2015 年 10 月～12 月 

概要：多摩地域の風土や歴史・産業・文化等の特徴とその成り立ち・背景について、地元の研究者と連携し、

それぞれの専門的知見やフィールドワーク・調査研究にもとづく研究成果を一般向けにわかりやすく講

義する講座を 2015 年度は全５回（多摩地域の自然・風土、園芸文化、ハケの文化、戦争遺跡）で実施。

多摩地域への理解・認識を深め、その魅力を発見・共有することを目的にテーマをかえて複数年度にわ

たり講座を企画。 

学芸大キャンパスおよび大学周辺地域におけるスタディー・ツアー 

「そうだったのか学芸大」「武蔵野へ行こう」ほか 

連携等の相手方：本学教員および学生・院生と一般市民  

期間：2010 年 11 月、2011 年 11 月 

概要：椿が主催する「文化地理ゼミ」の学生・院生とで、2007 年以降ほぼ毎年、日常の風景から地域性を

読み解き、地域・場所の魅力を再発見することを目的とした景観写真プロジェクトならびに一般市民向

けスタディー・ツアーを実施。大学キャンパスまたは周辺地域をフィールドに、学芸大や地域の自然・

風土・歴史や人びとの暮らし等について地理的視点から学生・院生が解説を担当し、地域の方々と現地

を歩きながら交流・情報交換を行っている。 
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江戸時代の先生 

大石 学（おおいし まなぶ） 

『首都江戸と加賀藩』監修／名著出版（２０１５年） 

ＮＨＫ大河ドラマ『花燃ゆ』時代考証（２０１５年） 

著書：『近世日本の勝者と敗者』吉川弘文館（２０１５年） 

それまでの貧困、抑圧、差別で語られてきた江戸時代のイメージの転換を目指している。江戸の「平和」、首都

江戸の発展、国家・社会の合理化・文明化、国民教育の普及などにより、世界からの訪問者たちが驚く日本型社

会を作り上げたことを改めて注目したい。 

新しい江戸イメージは、チャンバラ時代劇を克服し、時代考証を大切にするよりリアルな時代像を描くことに

なる。この結果、江戸は明治維新によって破壊された前近代社会と見るよりも、現代の渡したちと地続きの、近

代日本を生み出した社会として、位置づけられることになる。江戸周辺農村の小金井市域についても、新田、鷹

場、上水、街道、桜名所などを通じて、首都江戸と密接にかかわりつつ発展してきたことを注目すべきである。 

所  属  人文科学講座 歴史学分野 
専門分野  日本近世史、地域史 

     研究課題、キーワード 

      近世国家、地域、享保改革、時代劇、時代考証 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

小金井市おもてなしプロジェクト 

連携等の相手方：小金井市商工会 

期間： 2017 年 3 月まで 

概要： 東京オリンピック開催に向けて、小金井市商工会議所、商店街などが、江戸東京たてもの園を一つ

の拠点に、江戸料理の復元などを通じて、市内外の人々をもてなし、地域を活性化する活動。 

 

 

日本近現代の歴史の先生 

及川 英二郎（おいかわ えいじろう） 

論文：「水俣病事件と地域社会−1973 年以後の展開」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

著書：『小学校社会科を教える本』共著／東京学芸大学出版会（２０１５年） 

論文：「労働とジェンダー再考−男と同じように働け、さもなければ女は家にいろ−」人民の歴史学（２０１４年） 

1 つ目の水俣病については公害問題の経緯や、差別の諸相など、福島原発問題とも関わらせてさまざまな教訓

を学び得ます。また胎児性水俣病患者の「性」や「生」など、障がい者の人権や労働の問題を考えることができ

ます。 

２つ目は、戦後世代の戦争責任というテーマを取り上げた１節があり、そこでは、国際化が進むなか、海外か

らの問いかけにちゃんと向き合えるためにはどうしたらよいかを提案しています。 

３つ目はジェンダーやセクシュアリティの問題をとりあげたもので、セクシュアルマイノリティに関する近年

の取り組みやダイバーシティ（多様性）を考えるうえで基本になるような考え方を解説したものです。 

所  属  人文科学講座 歴史学分野 
専門分野  日本史 

     研究課題、キーワード 

生活協同組合、ジェンダー、在日朝鮮人、植民地主義とジェンダー、 

石橋湛山、水俣病、人権教育、セクシュアルマイノリティ 
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日本中世（平安時代～織豊時代）の先生 

下村 周太郎（しもむら しゅうたろう） 

論文：「中世における樹木観・竹木観の展開 ―伐採禁制を中心に―」（２０１５年） 
論文：「「幕府」概念と武家政権史 ―日本中世史研究の動向から―」（２０１５年） 

論文：「鎌倉幕府の草創と二つの戦争 ―〈鎌倉幕府二段階成立史観〉覚書―」(２０１４年) 
日本の中世（おおよそ平安時代～織豊時代）について研究しています。特に、中世の国家や社会について、戦

争や災害・環境を切り口に、当時の人々の心性に留意しながら考えています。上記論文のうち、「中世における樹

木観・竹木観の展開」では、中世の人々が樹木（植物）を動物などと同様に生命体として捉えていたか否かを再

検討しました。「「幕府」概念と武家政権史」では、研究者が「幕府」と呼んでいるものが何かについて、改めて

見直してみました。「鎌倉幕府の草創と二つの戦争」では、鎌倉幕府はいつ成立したか？という問題について、当

時の人々の認識から探ってみました。 

所  属  人文科学講座 歴史学分野 
専門分野  日本中世史 
研究課題、キーワード 

中世国家、鎌倉幕府、環境史、災害史、戦争史、心性史 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

小金井市史の編纂 

連携等の相手方：小金井市 

期間：平成 27 年～現在 

概要：小金井市が編纂を進めている『小金井市史』のうち中世を担当。 

府中市史の編纂 

連携等の相手方：府中市 

期間：平成 27 年～現在 

概要：府中市が編纂を進めている『府中市史』のうち主に鎌倉時代を担当。 

 

20～21 世紀の中国の社会・歴史についての先生 

田中 比呂志（たなか ひろし） 

論文：「村の歴史と個−−ある無名の農民の半生(1)」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

著書：『袁世凱』山川出版社（２０１５年） 

「華北農村訪問調査報告(5)--2012 年 8 月、山西省 P 県 D 村」東京学芸大学紀要（２０１４年） 

著書：『華北の発見』汲古書院（２０１４年） 

「近代中国の政治統合と地域社会」研文出版（２０１０年） 

現在、二つのテーマを設定して研究をしています。ひとつは「近代中国の国家形成と社会構造の変化」につい

てです。日本と社会構造・人的結合、共同性の状況が全く異なる中国社会は、いったい如何にして国家統合、社

会統合がなされ、現在にまで至っているのか、を研究することです。 

 そして、もう一つはオーラルヒストリーと檔案史料とを用いた現代中国民衆史研究です。一般の庶民が自分た

ちの歴史を書くことは極めて希です。そのため、有力な史料がほとんど残されません。そこで、中国の農村を訪

問して、口頭インタビュー、および「檔案」というミクロな行政文書（日本近世史で言う「地方文書（じかたも

んじょ）」）を利用して、1949 年前後から、今日に至るまでの中国農村の民衆の歴史を明らかにすることを続けて

きています。 

 

所  属  人文科学講座 歴史学分野 
専門分野  中国近現代史 
研究課題、キーワード 

地域社会、歴史教科書、中国農村社会史、国家建設 
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中国思想の先生 

井ノ口 哲也（いのくち てつや） 

著書：『入門 中国思想史』単著／勁草書房（２０１２年） 

著書：『後漢経学研究序説』単著／勉誠出版（２０１５年） 

論文：「朱子学と教育勅語」中央大学文学部『紀要 哲学』 第 57 号（２０１５年） 

論文：「「儒教」か「儒学」か、「国教」か「官学」か」『『中国哲学研究』 第 28 号（２０１５年） 

論文：「『周易』の革命思想」中央大学文学部『紀要 哲学』 第 58 号（２０１６年） 

拙著『入門 中国思想史』は、夏王朝から中華人民共和国まで、時代ごとの中国思想の特質を平易に記述した

初学者および一般読者向けの講義用テキストである。 
 拙著『後漢経学研究序説』は、中国の後漢時代に、経学という学問に関係した知識人の活動情況をつぶさに把

握し、経学がどのように習得され伝授されていったのか、そして次代の玄学という学問とどう連携しているのか、

を論じたものである。 
 拙論「朱子学と教育勅語」は、大学での道徳教育の講義に資するべく、近代日本の道徳教育を中国思想の観点

から長年考察したことをまとめた論文であり、幕末の開国以降の学術・文化の欧米化の波に流されず、教育勅語

には江戸幕府が支持した朱子学が残り、先の大戦終結まで多大な影響を及ぼしたことを論じたものである。 
 拙論「「儒教」か「儒学」か、「国教」か「官学」か」は、中国漢代の「儒教の国教化（儒学の官学化）」をめぐ

り、研究者の間で長年にわたって用語の混用が見られること、そして、この「儒教の国教化」という考え方が今

日では一定の役割を果たし終えたこと、を論じたものである。 
 拙論「『周易』の革命思想」は、伝世文献の『周易』と出土資料である漢代の馬王堆漢墓帛書『周易』を比較し

て、『周易』にみえる革命思想の成立過程について論じたものである。 
所  属  人文科学講座 哲学・倫理学分野 
専門分野  中国思想史（特に後漢時代の経学と思想） 

     研究課題、キーワード 

経学、五経、讖緯、通、章句、王充、『白虎通義』、鄭玄 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

公開講座「朱子学と教育勅語」 

連携等の相手方：小中高の教員、関心のある一般市民 

期間：2016 年 6 月 11 日（土）13：00～16：20 
概要： 朱子学が朝鮮半島や日本に伝わって、朝鮮王朝と江戸幕府において国家教学となったことについて、

それぞれの経緯や事情を説明し、日本では、幕末の開国以降の学術・文化の欧米化の波に流されず、

教育勅語には江戸幕府が支持した朱子学が残り、先の大戦終結まで多大な影響を及ぼしたことを述

べ、今日では朱子学はおろか中国思想研究全般が振るわないことを指摘した。 

 

 

哲学の先生 

栗原 裕次（くりはら ゆうじ） 

古代ギリシャの哲学者プラトンを研究しています。２０１６年に出版した『プラトンの公と私』では、プラト

ンが理想的な国家のあり方を論じながら、民主政下に生きる私たち一人ひとりがしっかりした哲学と信念をもっ

て政治や教育に関与する意味を明らかにしている、と論じています。これからの１０年は、気分を新たにして、

プラトンのイデア論の解明に集中し、存在とは何か、知識とは何か、人間とは何かを考えていく予定です。 

所  属  人文科学講座 哲学・倫理学分野 
専門分野  哲学、倫理学 

     研究課題、キーワード 

西洋古代哲学、倫理学、政治哲学 
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イスラーム研究の先生 

小林 春夫（こばやし はるお） 

著書：『知の継承と展開－イスラーム世界の東と西』共著／明治書院（２０１４年） 

イスラーム世界の歴史でもっとも傑出した学者の 1 人であるイブン・スィーナーの生い立ちと思想を自叙伝に

基づいて解説している。イスラーム文化の理解にとって有益であると考える。今後とも、イスラーム思想の歴史

を中心に、イスラーム世界の研究を続けていきたい。 

所  属  人文科学講座 哲学・倫理学分野 
専門分野  イスラーム学 
研究課題、キーワード 

イスラーム哲学 

 

人間が一緒に生きていく場所（社会）で生じている“生きづらさ”につ

いて、社会学というツールを使って何かできないかと模索している先生 

水津 嘉克（すいつ よしかつ）  

著書：『死別の社会学』共著／青弓社（２０１５年） 

著書：『ピア・サポートの社会学』共著／晃洋書房（２０１３年） 
『死別の社会学』の論文は、大切な人との死別を経験した人の「生きづらさ」に関して、「二人称の死」という概

念を用いながら、分析を試みたものです。また『ピア・サポートの社会学』のなかでは、自死で親を喪った人た

ちへのインタビューデータなどをもとに、死別という体験に人はどう向き合っていけばよいのか、そのためにど

のような支援が可能なのか・不可能なのかという（ある意味永遠の）問題への社会学的なアプローチを試みてい

ます。 

 辛い「死別」を経験した人は、社会から見えない存在になり、それをあえて隠さなくてはならない場合もあり

ます。“そのような「生きづらさ」をもう少し共有できる社会”とはどのようなものなのか……その課題に社会学

の視点から少しでも接近できないかと考えています。 

所  属  人文科学講座 地域研究分野 
専門分野  社会学 
研究課題キーワード 

     逸脱研究、排除論、死別論 

 

アメリカの歴史の先生 

菅 美弥（すが みや） 

学会発表：「センサスからみるトランスナショナル・インターレーシャルな家族のかたち：初期日本人移民を事

例に」日本女子大学術交流講演会 「ルーシー・クラフト氏のドキュメンタリーからたどる 3 人の女

性のライフ・ヒストリー ―グローバルな視座をもって―」（２０１６年） 

学術研究・教育上の開発：「地域研究と多文化共生 公開レクチャー・シリーズⅠ―アメリカ・地域研究を教育

の視点から考える―」（英語による講演、企画・運営・司会）（２０１５年） 

学術研究・教育上の開発：地域研究と多文化共生 公開レクチャー・シリーズ II ―アメリカ・地域研究を教育

の視点から考える―（英語による講演、企画・運営・司会）（２０１５年） 

学術研究・教育上の開発：地域研究と多文化共生 国際ワークショップ、「米国国勢調査と American Community 

Survey の統計調査システム」企画・運営・司会（使用言語：英語）（２０１５年） 
米国センサス（国勢調査）の手書きの調査票原票を一次史料として、センサス調査員による日系人や中国人へ

の「人種欄」記載を通じて、連邦の「ジャパニーズ」との公式分類を無視する形で、ローカルなまなざしは時に

中国人移民、日本人移をホワイトネスの内部に位置づけたことを検証している。最近の研究成果としては、先行

研究の希薄な東海岸の日系人の歴史のなかで異人種間結婚に焦点を当てて、20 世紀初頭に、異人種間結婚をした

日系人とはどのような人々であったのか、職業、居住地、一世である妻の多様なヨーロッパのエスニックな出自

を解明した。オリンピックの公式通訳や大リーグの通訳で培ったコミュニケーション力やグローバルなネットワ
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ークを駆使して、アメリカやオーストラリアの研究者や教員、NGO 関係者と積極的に国際シンポジウムやワーク

ショップを公開で開催し学生とともに発信する機会を設けている。2017 年 2 月にもトランプ政権のグローバルな

影響について日米の学生が共に考えるセッションを開催する。 

所  属  人文科学講座 地域研究分野 
専門分野  アメリカ史、移民・エスニック研究 
研究課題キーワード 

センサス、人種、トランスナショナルヒストリー 
 

文化人類学の先生 

出口 雅敏（でぐち まさとし） 

著書：『博物館という装置：帝国・植民地・アイデンティティ』「ヨーロッパ・地中海文明博物館の開館」勉誠

出版（２０１６年） 

21 世紀のグローバル化時代における博物館の民俗展示の場の再編について考察した。そこでは国民国家時代の

暗黙の展示単位の枠を越え、より意識的に構成された時空間上に民俗文化が再配置されるようになる。 
具体的には、フランスのある博物館の運命について紹介した。その博物館はかつて、「民間伝承芸術博物館」と

呼ばれていた。フランス民衆文化・民俗文化を対象として 1937 年にパリで開館し、2005 年に閉館した。そして、

2013 年 6 月に、地中海沿岸の港湾都市マルセイユでリニューアル・オープンされた。新たな名称は、「ヨーロッ

パ・地中海文明博物館」となった。 
本稿では、この民間伝承芸術博物館からヨーロッパ・地中海文明博物館へ、という民族学博物館の移転・改組

にいかなる背景と展望があるのかを考察した。そこで、民間伝承芸術博物館の当初の構想と歴史を振り返り、次

に移転・改組案の背景にあるフランス民族学再編の動きを概観し、そして最後に、ヨーロッパ・地中海文明博物

館の構想と展示構成を紹介している。 
民間伝承芸術博物館は、創設初期にはフランス国内の地域を越えてその差異と類似性を示しつつ、ナショナル・

アイデンティティを展示する場として一定の機能を果たしてきた。だが 21 世紀の現在、民俗文化や社会の混成

性が強く自覚される中、フランス民族学を再編しつつ、博物館の展示枠組も大きく変更せざるを得ない。新しい

博物館は、収集・研究対象をヨーロッパ・地中海地域内においてトランスナショナルに拡大し、その「拡大され

た地域」内部の差異と類似性を示しつつ、「ヨーロッパ・地中海的アイデンティティ」を展示する場になると予想

される。博物館は、ヨーロッパ連合や地中海連合の文化的受け皿にも、トランスナショナルな市民意識を醸成す

る場にもなり得る。また、新しい博物館は、フランスとヨーロッパ・地中海地域の文化間の関係・混交に関心を

示す「市民博物館」として、さらに、現代の社会的・文化的問題を市民が深く認識し議論するような「フォーラ

ム」の場として、社会的役割を担うことも期待されている。 
著書：『ヨーロッパ人類学の視座：ソシアルなるものを問い直す』「地方社会集団の再編成と協同関係―フランス

の地方自然公園と地方文化団体」世界思想社（２０１４年） 

戦後フランス農山村社会の変貌は、「農民の終焉」、「第二次フランス革命」、「農村ルネッサンス」と指摘されて

きたが、本稿では、その変化の一つとして「地方自然公園」の設立に着目した。 
 地方自然公園の目的は、フランス農山村部の自然保護と地域社会の持続的発展を両立させることである。それ

は、ときに「生きた博物館」、「緑の博物館」と形容されることもあるように、地域の自然や文化を「遺産 patrimoine」
として保護し、さらにそれらの活用を積極的に行なってきた。遺産とは、かつて日常的活動のうちに統合されて

いたものが公共の財産として価値を新たに認知され、維持・管理の対象となったものである。地方自然公園は、

そのような地域遺産と、そこに暮らす人々の日常生活や社会活動を再び統合することを通じて、都市支配にさら

され続けてきた農山村部の地域社会を、新しい地方社会集団へ転換させる試みと言える。 
 その地方自然公園で中心的役割を担ってきたのは「公園の家」と呼ばれる技術者・専門家集団である。彼らは

伝統的な農山村社会・地方社会にはこれまで存在しなかったタイプの職業集団であるが、現在、各地方自然公園

の中核となって現場での遺産化活動に従事している。彼らは、一体どのような人々なのか。そしてまた、彼らは

地域住民とどのような関係を作り上げようとし、実際に、どのような関係にあるのか。本稿では、フランス農山

村社会を舞台に、地域の自然遺産や文化遺産の保護および活用に従事する技術者・専門家集団の人々の姿と、彼

らが地方文化団体に集う地域住民たちとどのような「協同関係」を築いているのかを考察した。 
所  属  人文科学講座 地域研究分野 
専門分野  文化人類学、フランス民族学、地域研究 
研究課題キーワード 

祝祭、儀礼、象徴、文化変容、コミュニティ、伝統、生活 
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魚と人との関わりの民俗学を調べている先生 

橋村 修（はしむら おさむ） 

著書：『国境を越える民俗学―日韓の対話によるアカデミズムの再構築―』「海の民俗学―祭事での魚利用と海を

渡る魚名―」三弥井書店（２０１６年） 

著書：『姶良市誌 地図絵図編』旧薩藩沿海漁場図解説／姶良市役所 市史編纂委員会（２０１６年） 

論文：「江戸末期薩摩藩領内の海産物からみた「地魚」利用」『国際常民文化研究機構年報』（２０１５年） 

所  属  人文科学講座 地域研究分野 
専門分野  地域研究、民俗学 
研究課題キーワード 

漁業史、魚と人との関係史、比較民族、外国人研修生 シイラ 

回遊魚 漁場紛争 

 

ミエン(ヤオ)研究と総合人類学の先生 

吉野 晃（よしの あきら） 

著書：『ミエン・ヤオの歌謡と儀礼』共著／大学教育出版（２０１６年） 

論文：「〈歌〉の詠唱法と儀礼への応用：タイ北部、ユーミエン(ヤオ)の新たな宗教現象に関する調査の中間報告

２」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

著書：『積徳行と社会文化動態に関する地域間比較研究―東アジア・大陸東南アジア地域を対象として―』共著

／京都大学地域研究統合情報センター（２０１５年） 

学会発表：「タイ北部におけるミエンの歌謡と儀礼の新たな形態について」国際シンポジウム“瑶族の歌謡と儀

礼”（２０１５年） 

著書：『東南アジア大陸部 山地民の歴史と文化』共著／言叢社（２０１４年） 

東南アジアと中国南部に居住するミエン(ユーミエン、ヤオ)という山地民族の村でフィールドワークを 30 年近

く行ってきました。それに基づいて、①ミエンの焼畑耕作のシステムと労働交換、②他民族養取とエスニックア

イデンティティ、③家族構成の変化、④祖先祭祀・儀礼、⑤出稼ぎ、⑥文化復興運動、⑦新しい宗教現象、⑧歌

謡の研究を行ってきました。本来の関心は②と③と④が主でしたが、ミエン社会に大きな変化が生じ、焼畑耕作

ができなくなって出稼ぎが増え、一方で自らの文化を復興しようとする動きが起こってきました。また、新たな

宗教現象も現れ、それに関連して歌謡の研究も必要になりました。このように、ミエン社会に次々生じた変化を

追いかけてきた訳です。専攻は社会人類学ですが、生態人類学、言語人類学の手法も使い、総合人類学的な方向

を目指しています。教育面でも総合人類学的な幅広い分野を教えてきました。 

所  属  人文科学講座 地域研究分野 
専門分野  社会人類学 生態人類学 道教研究 
研究課題、キーワード 

ユーミエン、ヤオ、焼畑耕作、社会組織、核家族化、儀礼、エスニシティ、

出稼ぎ、民族表象、文化復興運動、民俗知識 新しい宗教現象、歌謡 
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政治学の先生 

久邇 良子（くに よしこ） 

著書：『ヨーロッパ学への招待－地理・歴史・政治からみたヨーロッパ 第二版』（２０１４年） 

多様な文化・言語・民族を擁しながらひとつにまとまろうとしているヨーロッパは、どのような空間的・地理

的広がりをもち、過去の歴史と向き合ってきたのか。地域的ならびに歴史的与件ゆえに、ヨーロッパが着手した

欧州統合という実験はどのようなものなのか。本書の中で、欧州連合を中心に今日ヨーロッパで進められている

壮大な地域統合の試みに着目しつつも、同時にそれだけではない、ヨーロッパの人々と社会の成り立ちの多様性

を政治学的な側面から概説した。 

 約 70 年の欧州統合の歴史の中で超国家機関である欧州連合は、困難に直面するたび政治的解決をはかり難局を

乗り越えてきた。今再び、債務危機、難民の流入ならびに英国の離脱などの問題を抱えた欧州連合は、この局面

にいかに立ち向かうのか。欧州において複数の国々が与してきた地域統合に関する研究に、社会で多様性を許容

しながら共生をはかる方法について何らかの示唆を得ることを期待する。 

所  属  社会科学講座 法学・政治学分野 
専門分野  政治学 

     研究課題、キーワード 

フランス政治、欧州の国際関係、欧州連合に関するガバナンス 

 

憲法の先生 

斎藤 一久（さいとう かずひさ） 

著書：『ガイドブック教育法〔新訂版〕』三省堂（２０１５年） 

論文：「脱原発テントと表現の自由」法学セミナー731（２０１５年） 

論文：「子どもと考える学校と生徒の憲法問題」法学セミナー729（２０１５年） 

論文：「教育基本法 14 条（政治教育）」別冊法学セミナー・新基本法コンメンタール・教育関係法（２０１５年） 

論文：「教育基本法 15 条（宗教教育）」別冊法学セミナー・新基本法コンメンタール・教育関係法（２０１５年） 

論文：「暴力団員排除規定を定める市営住宅条例の合憲性」法学セミナー727（２０１５年） 

論文：「平成 25 年東京都議会議員選挙無効訴訟」法学セミナー724（２０１５年） 

論文：「戦後 70 年を考える 政教分離」法学教室（２０１５年） 

論文：「平成 25 年参議院議員選挙無効訴訟」法学セミナー721（２０１５年） 

著書：『教育法の現代的争点』日本教育法学会／法律文化社（２０１４年） 

憲法学の中でも、とりわけ教育に関係する分野の研究を行っています。またドイツとの比較研究も並行して実

施しています。 

研究のアウトリーチとして、２０１６年には高校生向けに斎藤一久編著『高校生のための選挙入門』（三省堂）、

教員及び教員志望者向けに西原博史・斎藤一久編著『教職課程のための憲法入門』を出版し、好評を得ています。 

所  属  社会科学講座 法学・政治学分野 
専門分野  憲法学、比較憲法学、教育法学 
研究課題、キーワード 

憲法学、比較憲法学、ドイツ公法学、教育法学 
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医（医療や医学研究）と法との関係について考えている先生 

佐藤 雄一郎（さとう ゆういちろう） 

著書：『持続可能社会への転換と法・法律学』共著／成文堂（２０１６年） 

著書：『医と法の邂逅 第 2 集』共著／尚学社（２０１５年） 

医と法について幅広く考えています。たとえば、超高齢社会を迎えたわが国が医療提供体制を維持していくに

はどうしたらよいか、研究や先端的医療をどのように扱っていくべきなのか、また、人の生（生殖補助など）お

よび死（尊厳死など）をどう考えたらよいか、などを研究課題としています。医学部や法科大学院で教えるほか、

裁判所に意見書を提出するなどの経験があります。そのほか、本学では、契約や損害賠償などを含む民法を教え

ています。認知症高齢者が起こした事故に伴う家族の責任（列車との事故の後鉄道会社が家族に損害賠償を請求

できるか）や成年後見制度にも関心を持っています。 

所  属  社会科学講座 法学・政治学分野 
専門分野  民法、医事法 

     研究課題、キーワード 

民法、医事法 

 

人権や法に関係する思想（思想および歴史）の先生 

宿谷 晃弘（しゅくや あきひろ） 

所  属  社会科学講座 法学・政治学分野 
専門分野  刑事法、修復的正義 

     研究課題、キーワード 

修復的正義、刑罰論、法思想 

 

財政学の先生 

羽方 康恵（はかた やすえ） 

所  属  社会科学講座 経済学分野 
専門分野  財政学，租税論 
研究課題、キーワード 

税制改革，課税論，自動安定化装置（built-in stabilizer） 

 

社会学の先生 

浅野 智彦（あさの ともひこ） 
所  属  社会科学講座 社会学分野 
専門分野  自己論、物語論、若者文化論 
研究課題、キーワード 

自己論、物語論、若者文化論、社会参加、社会関係資本論 
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経営学の先生 働く人々を研究する人事労務管理論が専攻です 

内田 賢（うちだ まさる） 

「高年齢労働者が「労働力」を最大限に発揮するには～実情と課題～」『安全と健康』中央労働災害防止協会（２

０１６年） 

「これからのシニアの活用」『電気評論』電気評論社（２０１５年） 

これからの高齢者雇用では職業能力にばらつきがあり、意欲にも高低があると思われるたくさんの定年退職者

が出現し、定年後の就業も希望する者を、全員雇用しなければならない。いわば、「その他大勢」の高齢者に雇用

機会をもれなく提供しなければならない。大量の人々を受け入れねばならない大企業が身構え、防衛線（雇用最

長年限の延長抑制）を張ろうとするのは無理からぬところである。 

一方、中小企業の高齢化施策の現状は「個別対応」、「柔軟性」、「頻繁なコミュニケーション」が特徴である。

中小企業では経営陣も人事担当者も高齢者本人との意思疎通の機会は頻繁にあり、平素から彼らの要望の吸い上

げ、会社方針の説明を容易としている。 

また、規則の有無にかかわらず、個別事情を忖度した働き方や処遇の決定が可能である。大企業ではそのよう

なことは一見すると難しいが、工場単位、営業所単位、また職場単位で意思決定を行なうことで「頻繁なコミュ

ニケーション」に徹し、「個別対応」や「柔軟性」が可能にはなると思われる。同じ会社でありながら事業所ごと、

部や課ごとに仕組みが違うというのは問題をはらむが、そのようなアプローチも考えられて良い。実際に中小企

業では行われている一日２回の出社（出社→通院のため外出→再出社）、兼業の承認等、語弊があるが、ある程度

の「いい加減さ」がこれからの高齢者対応に求める。 

所  属  社会科学講座 社会システム分野 
     専門分野  人的資源管理論 
     研究課題、キーワード 
 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

金属工作機械製造業高齢者雇用推進事業 

連携等の相手方：日本工作機械工業会 

期間：２０１４～２０１５年 

概要： 旋盤や研削盤、マシニングセンター等の金属工作機械を製造する企業の業界団体を通した定年後再

雇用従業員等の高齢者雇用推進施策の調査研究と啓蒙活動 

 

 

生活問題の解決を包括的に支援する社会福祉の先生 

髙良 麻子（こうら あさこ） 

著書：『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル−「制度からの排除」への対処』単著／中央法規出版（２

０１７年） 

   『子どもが笑顔になるスクールソーシャルワーク―教師のためのワークブック―』編著/かもがわ 

   出版(２０１４年) 

社会的に排除されている人びとへの支援のあり方について、十数年研究を続けています。実際にこのような人

びとに支援をしている独立型社会福祉士（社会福祉関連法にもとづく組織から独立して活動している社会福祉士）、

地域包括支援センターの社会福祉士、スクールソーシャルワーカーなどの実践を分析することで、社会的に不利

な立場にいて声をあげられない人びとへの支援を明らかにしています。中でも近年では、個別課題から地域や社

会の課題を把握し、多様な人びととともにその課題解決に向けてどのように活動していくのかについて研究して

います。 

所  属  社会科学講座 社会システム分野 
専門分野  ソーシャルワーク 
研究課題、キーワード 

ソーシャルアクション、地域包括ケア、社会的排除 
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地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

立川市社会福祉協議会地域あんしんセンターたちかわ運営委員会 

連携等の相手方：立川市社会福祉協議会 

期間：2011-現在 

概要：権利擁護センターの運営方針や事業計画の検討、法人後見受任、苦情相談や援助困難ケース等への助

言・検討などを専門的、客観的に行なっている。 

小金井市生活支援事業協議体 

連携等の相手方：小金井市 

期間：2015.4.1-現在 

概要：小金井市における高齢者の地域での生活支援・介護予防サービスの提供体制整備を推進するため、生

活支援コーディネーター、生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び

連携強化の中核となっている。 

 

がんなどの病気やさまざまな障がいと共に生活する人々を支援することを

専門とする先生 

露木 信介（つゆき しんすけ） 

「働く世代のがん患者の多側面理解に関する質的研究」『医療と福祉』（２０１６年） 

この研究は、進歩する新たながん治療に伴う，新たながん患者像を理解するための研究である。特に、働く世

代のがん患者を対象とし、『がんと仕事』の実態について明らかにするものである。具体的には、「入院（治療）

期」「通院期」「経過観察期」におけるがん患者の取り組みや状況を多側面で理解することで、医療ソーシャルワ

ーカーが適切に患者理解や支援を行うことを可能とするものである。今後の展望としては、調査対象者の年齢や

就労年数・職種，がんの部位・ステージ・治療方法などを細分化し、調査分析していきたい。 

「先端・先進医療患者の多側面構造に関する質的研究」埼玉県立大学奨励研究費（２０１５年） 

この研究は、先端・先進医療における患者理解として、患者を身体的、精神的な側面のみで捉えるのではなく、

心理的、社会的、物理的、霊的な多側面で理解することの重要性を再確認させるものである。ただ、患者を多側

面で理解する際に、同時に患者のライフステージに着目した患者理解が重要であることを新たに導き出した。よ

って、「小児期」「高齢期」「生産年齢期（働く世代）」などを対象とした研究を課題とした。 

「回復期リハビリテーション病棟の患者及び家族のニーズ構造の精査—多側面理解と側面間の交互作用性

(transaction)を中心としたソーシャルワーク支援」『医療と福祉』 （２０１１年） 

この研究は、回復期の患者家族のニーズを分析し、この時多側面ニーズが交互に作用していることを明らかに

することで、回復期における的確なソーシャルワーク支援について検討したものである。これにより、多側面間

が複雑に相互作用する「累積的相互作用」の実態が明らかとなり、回復期患者へのソーシャルワークでは、「相互

作用」と「累積的相互作用」を包括する「交互作用」に着目して支援することが重要であることを明らかにした。 

「知的障害分野における専門職へのスーパービジョン」（２０１６年） 

知的障害者を支援する社会福祉法人において、就労支援継続や生活支援に携わる専門職への研修をおこなって

いる。具体的には、事例研究を中心とし、支援や組織運営等の検討・検証を行っている。また、ガイドヘルパー

の養成研修の講師などを行っている。 

「社会福祉士養成教育／受験対策」（２０１６年） 

学内における社会福祉士養成教育を担当するとともに、住民や社会福祉の経営に携わる人々、社会福祉に関わ

る人々で社会福祉士国家資格取得を目指す受験生への対策講座などを担当している。 

 

私は、大学の教員になる前、病院で医療ソーシャルワーカーとして医療福祉の相談員をしていました。このほ

か、病院の経営や運営、管理業務に携わり、新人や後輩のソーシャルワーカー、社会福祉士を目指す学生や社会

人に対する後継者育成をしてきました。現在も、大学生への教育だけでなく、社会福祉士を目指す社会人や、病

院のソーシャルワーカーに対する研修・教育を行っています。また、障害者障害支援区分の認定審査会委員や知

的障害者を支援する社会福祉法人の運営や専門職への研修・教育なども行っています。 

研究の分野では、がんなどの病気と共に生活する人々への支援に関する研究をしています。病気や怪我に伴い、

身体的精神的な問題だけでなく、友人関係や家族関係、学校や会社、地域や社会内での様々な心理的社会的問題



40 
 

が生じます。この心理的社会的問題は、生活や人生に直結する問題であり、このような問題に対するソーシャル

ワーカーの支援は非常に重要なもので、このようなソーシャルワークに関する研究をしています。 

所  属  社会科学講座 社会システム分野 
専門分野  医療と福祉、ソーシャルワーク 
研究課題、キーワード 

がん（先進・先端医療）、障がい、医療と福祉、保健医療、 

ソーシャルワーク、スーパービジョン、社会福祉士 

 

数学教育学の先生 

太田 伸也（おおた しんや） 

著書：『教科教育学シリーズ 03 算数・数学科教育』共著／一藝社（２０１５年） 

論文：「日常的な事象の数学化」を目標とする授業とその評価についての一考察」日本数学教育学会 第３回春期

研究大会（２０１５年） 

翻訳：『数学教育の哲学』共著／東洋館 

研究報告書：「数学教育における学力論の再構築と学力調査の再編に関する総合的研究」科学研究費補助金（基

盤研究（Ｂ）研究分担者（２０１５年） 

学会発表：「空間を観る「対象／視点」の枠組みで「視点移動能力」を考える―理科教育研究における「視点移

動能力」に着目して」日本数学教育学会（２０１５年） 

学会発表：「空間における位置関係のとらえ方 ―南半球から見た太陽の動きを題材として―」日本数学教育学

会（２０１５年） 

学会発表：「「日常的な事象の数学化」を目標とする授業とその評価についての一考察」日本数学教育学会（２０

１５年） 

論文：「空間図形の教材研究における「対象／視点」の役割―空間の分割の問題を事例として―」日本数学教育

学会誌 数学教育論究 96（２０１４年） 

研究報告書：「数学的リテラシーについての生涯モデルの構成とその理論的枠組についての研究」（２０１４年） 

学会発表：「「日常的な事象の数学化」にかかわる活動とその評価についての一考察」日本数学教育学会（２０１

４年） 

(1)空間図形指導の改善を意図し，空間の想像力の育成を目標とする授業のあり方を研究している。 

空間図形の問題解決場面での活動を捉え、「何を（対象）どこから観るか（視点）」が重要な役割を果たしてい

ることに着目した。そして、対象として「3次元空間の図形や実物」「平面図形」「想像上の図形」、視点として「視

覚に頼る場合の目の位置」「想像上の視点」を想定して「対象／視点」の枠組みをつくった。空間図形に関する教

材研究の事例として，空間の分割の問題を取り上げ，対象／視点の役割を分析したところ．(a)実世界の事物や模

型などを観る活動，その見取図，投影図や展開図などの 2次元表示を観る活動，視覚に頼らずに空間図形を想像

する活動を明確にし，問題解決に都合のよい対象／視点を見出しこれらの活動を関連付ける，(b)空間図形の問題

の解決が対象／視点により分析的になり，解決に都合のよい変換を見出すことにつながる，の 2 点が示された。

「対象／視点」を顕在化させる価値について実際の授業場面と関係づけて研究を継続している。 

(2) 「日常的な事象等の数学化」にかかわる生徒の活動に焦点をあて，条件・仮説を設定する活動や，それを

理想化，単純化する活動は，結果が予め決まっていないという広い意味でオープンエンドである（島田茂，1977）

ことに着目し，その評価や授業への示唆について研究している。 

所  属  数学講座 数学科教育学分野 
     専門分野  数学教育学 
     研究課題、キーワード 

数学教育、幾何教育、教材開発、空間の想像力、対象／視点 
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数学教育学の先生 

西村 圭一（にしむら けいいち） 

研究報告書：「数理的意思決定力の育成に関するホリスティック・アプローチ研究」（２０１６年） 

論文：「数理的問題解決力を育成する授業実践へ向けた課題」『品質』（２０１５年） 

論文：「国際的な視野から見た算数・数学教科書の研究・開発 : 算数・数学教科書の研究と開発に関する国際会

議(ICMT2014)から」『数学教育』（２０１５年） 

論文：「データに基づく問題解決プロセスとその教材の開発－緑茶の官能データ分析を例に－」『教材学研究』（２

０１５年） 

著書：『真の問題解決能力を育てる数学授業―資質・能力の育成を目指して―』明治図書 

著書：『真の問題解決能力を育てる算数授業―資質・能力の育成を目指して―』明治図書 

著書：『中学校新数学科 活用型学習の実践事例集―豊かに生きる力をはぐくむ数学授業』明治図書 

現代社会では、質の高い数理的思考力が、職業生活だけでなく、市民生活においても不可欠となっています。

換言すれば、数理的思考力は、グローバル社会を生き抜く上で必要な資質の核心に位置づけられるべき力となっ

ているのです。言うまでもなく，そのような力は，従来のような教科書や教材，あるいはわかりやすい「講義」

によって育成できるものではありません。現在は，従来の算数・数学科の学びに収まっていないような，数理科

学の内容や方法を扱う教材や授業の開発を中心的な課題に据え，研究を行っています。 

所  属  数学講座 数学科教育学分野 
     専門分野  数学教育学 
     研究課題、キーワード 

数学的モデル化、数学的リテラシー、デジタル教材 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

グローバルマス 

連携等の相手方：ベネッセ 

期間： 2014 年～ 

概要： 算数・数学に関わるゲーム，並びに，そのプラットフォームの開発。 

http://www.globalmath.info/globalmath_pfweb/ 

https://www.facebook.com/globalmath.info 

まなぼう統計 

連携等の相手方：東京都総務局統計部 

期間： 2011～2012 年 

概要： 小・中学生のための統計学習に関するコンテンツの開発。 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/manabou/tyuu/ma1204t001.htm 

 

数学、特に、代数学の先生 

相原 琢磨（あいはら たくま） 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  多元環の表現論 

     研究課題、キーワード 

      導来圏、導来同値、三角圏、傾理論、傾変異 
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確率論の先生 

高橋 弘（たかはし ひろし） 

「弱い従属性を持つ確率変数による確率微分方程式の近似解の研究」（２０１６年） 

「ランダム媒質中の確率過程の研究」（２０１６年） 

不規則な運動をモデル化して考察するときに，確率微分方程式を用いた表現は非常に優れていると考えられま

す。その一方で，期待値などの値を解析的に求められる場合は，極めて限定的となります。そのために，近似解

を与える数値的な解法が必要となります。また，確率微分方程式の近似解は独立な確率変数列で構成されること

が多いのですが，数理統計学の問題として見直すと，近似解の確率変数列は観測される時系列データとみなすこ

とができます。その際に標本の独立性を仮定することは，非常に強い条件となります。私の研究では，従属性を

持つ確率変数列に対し確率解析を用いて，確率微分方程式の近似解の収束の速さを求めました。現在，この結果

を数理ファイナンスのモデルへと応用する研究にも着手しています。 

 また，不純物が混ざった媒質のような複雑な構造を持つ環境の中で，粒子はどのように伝わっていくか，とい

う疑問に関する研究は，1960 年代から数理物理学・物理化学などの分野で始まり現在まで続いています。調べた

い問題は，媒質の中を動く粒子の長時間の振る舞いで，確率論の枠組みで定式化すると二重のランダムネスを扱

うことになります。一つは，媒質が固定されたときに粒子の動きが持つランダムネスで，もう一つは，媒質のラ

ンダムネスです。1 次元のランダム媒質中の拡散過程については，その漸近挙動や極限分布など，詳しいことが

知られています。その一方で，多次元の場合は基本的な性質についても未解決な問題が残っています。このよう

な問題も研究対象としています。 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  確率論・確率過程論 

     研究課題、キーワード 

ランダム媒質中の拡散過程、自己相似確率過程 

 

数学の先生 

竹内 伸子（たけうち のぶこ） 

論文：「Geometric Constructions of Blum Surfaces which Contain Six Circles through Each Point.」東京

学芸大学紀要 自然科学系（２０１６年） 

論文：「On a system of fifth-order partial differential equations describing surfaces containing two 

families of circular arcs.」Complex Var. Elliptic Equ.59（２０１４年） 

論文：「A system of fifth-order partial differential equations describing a surface which contains many 

circles.」Bulletin des Sciences Mathématiques 137（２０１３年） 

論文：「The non-integrability of some system of fifth-order partial differential equations describing 

surfaces containing 6 families of circles.」京都大学数理解析研究所講究録別冊 B40（２０１３年） 

３次元空間内の回転体であるトーラス上には各点を通り２つの円が乗っている。しかしその他にも回転軸に対

して斜めに傾いた２つの円も含んでいる。１９８０年に R.Blum が、ある種の cyclides と呼ばれる４次代数曲面

上には各点を通り６つの円を含む事を示した。そして、曲面上の各点を通り、７つ以上円を含むなめらかな閉曲

面は球面であるという予想を立てた。この問題およびこのような多種の円の族を含む曲面に関する微分幾何学的

および微分方程式の立場からの研究がこれらの論文の内容である。円が連続的に動いてできる曲面を「円織面」

というが、「円織面」は円という単純な素材を用いた造形物や、円柱と円柱のつなぎめ等、デザイン的にも線織面

と共に産業界でも注目されている形である。 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  微分幾何学および特異点論（曲面論） 

     研究課題、キーワード 

微分幾何学、特異点論、曲面論 
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トーラス上の４つの円 

 

結び目理論の先生 
田中 心（たなか こころ） 

論文：「On rack colorings for surface-knot diagrams without branch points」『Topology and its Applications』

（２０１５年） 

ラックという代数系を用いることで、ラック彩色数と呼ばれる古典的結び目不変量が定義できることは知られ

ていた。一方、曲面結び目に対しては、ラック彩色数は不変量にならないことが簡単な考察で確認できる。本論

文では、ブランチ点のない曲面結び目図式に限定し、ラック彩色数を考察した。主定理として、種数がゼロの曲

面結び目に対してなら、ラック彩色数が不変量を与えていることが分かった。また、種数が正の場合には、図式

の正則同値類の不変量になっていることが分かった。その事実を用いて、同値な曲面結び目を表すが正則同値で

ない図式のペアとして有名な佐藤氏の例に対して、ラックを用いた代数的な別証明を与えることができた。 
所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  位相幾何学 

     研究課題、キーワード 

曲面結び目、結び目、図式、カンドル 

 

数学（解析学）の先生 

谷川 政雄（たにがわ まさお） 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  解析学 

     研究課題、キーワード 

関数解析学、超関数論 

 

数学（代数）の先生 

長瀬 潤（ながせ ひろし） 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  多元環の表現論 

     研究課題、キーワード 

コホモロジー、表現型 
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数学(代数学)の先生 

宮地 淳一（みやち じゅんいち） 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  多元環の表現論 

     研究課題、キーワード 

ホモロジー代数学、導来圏、三角圏 

 

数学の先生 

山田 陽（やまだ あきら） 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  複素解析 

     研究課題、キーワード 

再生核空間, ヒルベルト空間, 不等式 

 

科学史の先生 

渡辺 純成（わたなべ じゅんせい） 

著書：『西学東漸と東アジア』共著／岩波書店（２０１５年） 

著書『訓読から見なおす東アジア 東アジア海域に漕ぎだす５』共著／東京大学出版会（２０１４年） 

著書『海がはぐくむ日本文化 東アジア海域に漕ぎだす６』共著／東京大学出版会（２０１４年） 

近代自然科学は、基本的には西欧文明で発生したものですが、それが現代日本社会でどのようにすれば適切に

組み込まれるのか、これは、科学者にとっても社会にとっても重要な課題ですが、解決するには歴史を参照する

ことも必要です。西欧科学が始めて東アジアに入ってきたのは 17 世紀のことでした。そこでは在来の思想的伝統

との衝突があり、さまざまな政治的経緯もありました。私はこれらの点について、東アジア大陸部の状況を、清

朝の公用語であった満洲語で書かれた資料も活用しながら、調べています。また、満洲語で書かれた科学文献や

思想文献を解読する上では、言語学として満洲語の意味論を解明することも必要ですが、数学講座に所属してい

るという理由もあり、満洲語儒教書などを電子化した資料に対して統計言語学の手法を適用しながら、調べてい

ます。このような素材と手法とを同時に扱っているのは、世界中で、どうやら私だけのようです。 

所  属  数学講座 数学分野 
専門分野  東アジア科学史 作用素環 
研究課題、キーワード 

満洲語、東西文化交流、漢訳西洋科学書 
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ICT を活用する理科教育の先生 

松浦 執（まつうら しゅう） 

学会発表：「オンライン学習資源のインタフェースとしてのヒューマノイド・ロボットの可能性」日本物理学会

（２０１６年） 

インターネットを用いたオンライン学習システムを頭脳としたヒューマノイド・ロボットを、授業のパートナ

ーとして導入した。ロボットは、人間と簡単な会話をしながら、人間（特に授業者）の要求に応じて、オンライ

ン学習システムから知識を引き出して応答する。この会話の基本構成として、お笑いの基本構成である「フリ・

ボケ・ツッコミ」の枠組みを利用し、人が問いまたは知識の必要性を準備し、ヒューマノイドが引き出す知識に

意味づけをする形式で、ロボットを知識システムのインタフェースとして活用することを提案した。 

所  属  基礎自然科学講座 理科教育学分野 
専門分野  科学教育 
研究課題、キーワード 

Topic Maps、ヒューマノイド・ロボット、インターネット、e-Learning、 

バーチャル・リアリティ、オグメンテッド・リアリテティ、科学教育 

 

ブラックホールとビッグバンの先生 

小林 晋平（こばやし しんぺい） 

上毛新聞 インタビュー オピニオン 1000 「なぜ大学へ行くのか」（3.27）」（２０１６年） 

論文：「物理教育の新しい工夫 方法より大事なこと：泥臭い物理教育のやり方」『パリティ』（２０１５年） 

上毛新聞 視点 オピニオン 

「真の学びが持つ力 生来の束縛からの解放」（10.20）（２０１５年） 

「科学から学ぶ 生き方に無限の選択肢」（8.18）（２０１５年） 

「「意欲」高める意味 有限の人生を生き切る」（7.17）（２０１５年） 

「真のオリジナリティー 想像超す"分岐点"作る」（5.27）（２０１５年） 

「世界は 3 次元空間か 見えない領域考えよう」（4.1）（２０１５年） 

「自分の頭で考える 目的と俯瞰する視点を」（2.04）（２０１５年） 

「学問への意欲 学ぶことは生きること」（12.10）（２０１４年） 

講演「13 歳からの相対性理論・第４回「光とは何か」（２０１５年） 

国立宇部工業高等専門学校 FD 研修会招待講演「万人に効果的な教授法はあり得るか？」（２０１４年） 

私は宇宙物理学を専門としていて，特に「ブラックホールの中には何があるのか」ということと「宇宙はどう

やって始まったのか」について興味があります．アインシュタインによって作られた相対性理論や，この世界に

あるものは全て「弦」と呼ばれる 1 次元物体からできていると考える超弦理論という仮説を用いて，ブラックホ

ールや宇宙の構造について調べています．ブラックホールの内部や，生まれたての宇宙では，私たちの住む世界

が 10 次元出会った可能性や，時間や空間が滑らかに連続にはつながらず，離散的になっている可能性もありま

す．そうした可能性を実験や宇宙の観測から実証するのが研究のメインテーマです．またそれと並行して物理を

切り口とした教育の実践的研究にも興味があり，月に 1〜2 回程度，一般向けの講演会や子供向けの講演会で講

師を務めています．それにより，役に立つ・立たないという近視眼的な目的を超えて，「人間にとって学びとは

何か」について，参加者の皆さんと一緒に考えています． 

所  属  基礎自然科学講座  物理科学分野 

専門分野  理論物理学（宇宙論・素粒子論） 
研究課題、キーワード 

相対論、ブラックホール、初期宇宙、超弦理論、量子重力、量子光学 
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Ｘ 線の実験屋 

荒川 悦雄（あらかわ えつお） 

論文：「教育用 3 次元 X 線 CT 装置の開発と利用」『RADIOISOTOPES』（２０１６年） 

概要：放射線教育用として特に開発した３次元Ｘ線ＣＴ装置を紹介した論文です。Ｘ線源、被写体搭載用回転ス

テージ、及び二次元検出器などの主要部品が使用者からよく見える構造としました。被写体にはピーマンの果実

を選び、ＣＴ像とこれを得るまでの代表的な解析過程を数式とともに図示しました。解析の過程としてレントゲ

ン写真、ラドン変換を施したサイノグラム、及び逆ラドン変換の際に現れるフーリエ成分の実部と虚部です。こ

れら解析や画像の表示は学生のノートパソコンでも実施でき、商用のＣＴ装置と性能を比較しました。学生が当

装置の原理と構造を視覚的に理解する教育への利用を提案しています。 
特徴：市販のパーツを購入して作成した手作りのＸ線ＣＴ装置です。手続きさえすれば、各部をパーツに分解し

て自家用車に乗せれば全国各地に搬送できます。但し、本物のＸ線を取り扱うので、操作できるのは放射線業務

従事者に限られます。 
今後の展望：当ＣＴ装置は検出器にエネルギー分解能があります。この機能を利用して被写体内部を元素分別し

た結果を画像表示する試みを行なっています。数種類の金属薄膜に対して、それぞれを元素分別したレントゲン

写真に相当する画像を得ています。 
 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

ＨＡＴＯプロジェクト 
期間： 平成２５年〜 
概要： 放射線教育の物理学分野担当、例えば「教育用 3 次元 X 線 CT 装置の開発と利用」、「Ｘ線で光る宝

石と岩塩」 

国立大学法人東京学芸大学放射線パンフレット作成プロジェクトチーム 
期間：平成２４年 
概要：中学生向け放射線教育用のパンフレット「放射線の軌跡」及びカレンダーを作成 

 

空（くう），つまり，何もない空間の真空と清浄な物質表面の先生 

松本 益明（まつもと ますあき） 

論文：「モンテカルロ法による真空配管に対する気体分子の通過確率計算」Journal of the Vacuum Society of 

Japan（２０１５年） 

学会発表：「物理チャレンジ 2015 報告：IV 第２チャレンジ実験問題」日本物理学会（２０１５年） 

学会発表：「演示用真空実験装置の試作」日本物理学会（２０１５年） 

一口に真空と言っても，掃除機の作り出す 0.9 気圧程度の低真空から，100 億分の１気圧以下の超高真空まで，

様々な領域に分かれます。超高真空領域の圧力では空間に長時間漂う気体分子は存在せず，分子は壁から壁へと

秒速数百メートルの速さで，他の分子とぶつかることなく飛び移ることを繰り返しています。このような超高真

空中でないと物体の表面をきれいにしても周りから気体や油などの分子が降ってきて表面を汚してしまいます。

超高真空中においては半導体や金属の表面がそれらの純粋な性質を示しますので，その上に特定の気体や固体が

吸着させた時の幾何学的な構造や結合状態を，走査プローブ顕微鏡法や電子回折法，光電子分光法といった手法

により研究しています。最近のエネルギー問題ではクリーンな水素エネルギーが注目されていますが，その安全

な貯蔵やエネルギーを取り出すための反応などについて，分子・原子レベルで詳細に明らかにしようとしていま

す。 

所  属  基礎自然科学講座 物理科学分野 
専門分野  表面・界面物性 
研究課題、キーワード 

表面ナノ物性、表面構造解析、低速電子回折法 
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けい素（シリコン）の電子回折パターン（上）と走査トンネル顕微鏡による表面原子像（下） 

 

化学教育の先生 

生尾 光（いくお あきら） 

論文：｢Calculation of Potential Energy Concerning “H + Cl2 → HCl + Cl” and Production of CG movie 

for Learner to Acquire Its Image with Structures of Reactants and Reaction Profile｣, Journal of 
Computer Chemistry（２０１６年） 

化学反応は分子の組み替えにより起こります。反応物として H と Cl2 が衝突して HCl が生成する反応を例に反

応物の衝突方向により反応に要するエネルギーが大きく異なることを示しました。併せてその反応経路をコンピ

ュータグラフィックス(CG)により動画として作成しました。 

現在、その他の反応（例えば下図）について計算化学的手法に基づいた CG を作成し、大学生向けの電子化学実

験書として作成しようとしています。 

所  属  基礎自然科学講座 分子化学分野 
専門分野  物理化学，電気化学，化学教育 

     研究課題、キーワード 計算化学的手法による化学反応の可視化、電子実験書の開発、 
燃料電池教材の開発、空気亜鉛電池の酸素センサへの応用 

  

               
酢酸とエタノールからエステルが生成する瞬間 

 

 

 

 



48 
 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

｢青少年のための科学の祭典｣東京大会 in 小金井実行委員 

連携等の相手方：小金井市,国際ソロプチミスト東京-小金井 

期間： 2008 年以後現在まで 

概要： 小金井市周辺の地域にある教育・研究機関そして産業が協働することで例年 100 ものブースを展示

し、8,000 人以上の来場者に科学の面白さを体験する機会を提供している。祭展は文字通り祭りとし

て地域の活力を醸成するばかりでなく、理科離れに歯止めをかけ、文と理を総合的に知る豊かな感性

と深い知性とを併せ持つ青少年の育成を目的としている。近年の小金井市立小中学生夏休み作品展示

における作品の上達ぶりから市内に科学が文化として根付きはじめていることがうかがえる。 

 

有機化学の先生 

前田 優（まえだ ゆたか） 

著書：『フラーレンの化学（化学の要点シリーズ１７）』共著／共立出版（２０１６年） 

C60 に代表されるかご状構造を有するフラーレン類の化学、「合成法・構造と性質」、「化学反応性と分子変換」、

「機能と応用」について解説している。 

著書：「Recent Progress on the Chemical Reactions of Single-Walled Carbon Nanotubes」分担執筆／Chemical 

Science of π-Electron Systems Springer（２０１５年） 

カーボンナノチューブの化学反応とその評価方法について、筆者らの研究成果を中心に解説している。 

解説記事：「金属内包フラーレン研究の進展」『現代化学』（２０１５年） 

フラーレンの内部空間に分子を導入すると様々な特徴が生まれる。近年研究が進み、理解が深まってきた金属

内包フラーレンの構造、性質、化学反応性について解説している。 

著書：『フラーレン誘導体・内包技術の最前線』内包フラーレンの合成と誘導体化／分担執筆（２０１４年） 

ランタノイド内包フラーレンの合成・分離・化学修飾について解説している。 

著書：『未来材料を創出する 電子系の科学—新しい合成・構造・機能化に向けて（CSJ カレントレビュー12）』 

金属内包フラーレンの 電子化学／分担執筆（２０１３年） 

筆者らの研究成果を中心に、「常磁性金属内包フラーレン M@C82 の構造解析」、「化学反応性に及ぼす内包金属

の効果」、「位置選択的化学反応」、「内部金属の運動制御」について、解説している。 

論文：「Tuning of the photoluminescence and up-conversion photoluminescence properties of single-walled 

carbon nanotubes by chemical functionalization」『Nanoscale』（２０１６年）  

 単層カーボンナノチューブ（SWNTs）を化学修飾することで効率の高い新しい近赤外蛍光を生じさせることが

できる。本研究では、化学修飾法によって付加様式を制御することで、新たに生じる近赤外蛍光波長の制御に成

功した。また、SWNTs 付加体の発光寿命と up-conversion 発光特性の評価を行い、付加基に付加様式が与える

発光特性の影響を明らかにした。 

論文：「Thermal Stability of Oxidized Single-Walled Carbon Nanotubes: Competitive Elimination and 

Decomposition Reaction Depending on the Degree of Functionalization.」『Chemistry A European 

Journal,』（２０１６年） 

単層カーボンナノチューブ（SWNTs）の光酸化反応とその熱処理の効果について検討し、以下のことを明らか

にした。SWNTs を酸化すると発光効率の高い新しい近赤外蛍光が生じる。酸化の程度が低い場合には、熱処理

によって酸素を脱離させることで、発光効率を大きく高めることができる。一方、酸化の程度が高い場合には、

熱処理によって酸化 SWNTs の分解反応が進行する。 

論文：「Control of the photoluminescence properties of single-walled carbon nanotubes by alkylation and 

subsequent thermal treatment」『Chemical Communication』（２０１５年） 

単層カーボンナノチューブ（SWNTs）は、高い機械的強度と構造によって金属性・あるいは半導体としての電

子特性を示すナノ炭素材料である。近赤外光は生体組織透過性が高いために高感度・高深度のバイオプローブと

して期待されており、SWNTs は弱い近赤外蛍光を生じることが知られている。本研究では、2 段階のアルキル

化反応により SWNTs を化学修飾すると、新しい近赤外蛍光が生じることを明らかにした。さらに、熱処理によ

って付加基を適度に脱離させることで、著しく近赤外蛍光の効率を増大させることに成功した。 

論 文 ：「 Isolation and characterization of [5,6]-pyrrolidino-Sc3N@Ih-C80 diastereomers 」『 Chemical 

Communications』（２０１４年） 

金属内包フラーレン Sc3N@Ih-C80 とアジリジンとの反応によりピロリジノフラーレン Sc3N@Ih-C80 を合成する
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と共に、得られた付加体をジアステレオマーとして初めて単離して、その構造や性質を解明した。 

 

π電子系化合物の構造と機能の制御を目的として、歪んだ sp2 混成炭素から構成されるかご型の分子「フラー

レン」や筒状炭素物質群である「カーボンナノチューブ」に注目して、これらのナノカーボンの有機化合物との

相互作用や化学反応による分子変換について検討し、性質や化学反応性の解明と新たな機能の発現に取り組んで

います。 

 sp2 混成炭素から構成される分子は一般的には平面構造をとりますが、フラーレンやカーボンナノチューブは

大きく歪んだ分子構造を有しています。これまでにはない拡張された高歪みπ電子系に起因して、優れた物理的・

化学的性質を示すことから、基礎・応用研究の両方で、大変注目を集めています。 

 例えば酸化還元特性に優れるフラーレンは、有機薄膜太陽電池の材料として注目されています。本研究室では

フラーレンの分子変換方法の開拓と付加基の導入により酸化還元特性がどのように変化するか、などを研究して

います。また、電子受容性に優れるフラーレンに金属原子を内包させた「金属内包フラーレン」の構造と性質、

化学反応性に関する研究も行っています。金属内包フラーレンは、内包金属の影響によって、空のフラーレンと

は異なる電子特性や化学反応性を有するようになります。 

 カーボンナノチューブは、チューブ骨格を構成する 6 員環の幾何構造によって、金属性あるいは半導体として

の電子構造を示します。有機化合物との相互作用によってその分散性を向上させたり、選択的相互作用によって

分離したり、あるいは化学反応によって半導体カーボンナノチューブの近赤外発光特性（発光波長や発光効率）

を制御・向上させたりする研究を行なっています。 

所  属  基礎自然科学講座 分子化学分野 
専門分野  有機化学 

     研究課題、キーワード 

有機化学、有機ケイ素化学、有機光化学、フラーレン、ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ 

 
                    

単層カーボンナノチューブと金属内包フラーレンの付加体 
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分子の構造と物性の相関を解明しながら新物質創製を目指す先生 

山田 道夫（やまだ みちお） 
著書：『フラーレンの化学』共著／共立出版（２０１６年） 
C６０に代表されるフラーレンは炭素のみで構成された多面体分子の総称です。炭素のみからなる単体としては、

宝石のダイヤモンドや鉛筆の芯にも使われるグラファイトが知られていますが、フラーレンはそれらに続く、炭

素の第三の同素体として１９８５年に発見され、発見者達には１９９６年にノーベル化学賞が授与されました。

近年では、フラーレンの兄弟であるカーボンナノチューブや、グラフェンなどにも脚光が集まっております。 

本書は、ナノカーボンとも称されるこれらのナノ炭素物質の中心的存在であるフラーレンについて基礎化学の

観点からまとめたものです。１）フラーレンの概略として、フラーレン発見の歴史や、その仲間達（フラーレン

にはサッカーボール型の C６０だけでなく、ラグビーボール型の C７０や、金属原子などが中に取り込まれた内包

フラーレンなどの仲間達がいる）について、２）フラーレンの構造と性質や合成法について、３）フラーレンの

化学反応性について、４）フラーレンの機能と応用について、それぞれわかりやすく解説しています。実際に、

フラーレンは多岐に渡る機能をもっていて、例えば C６０分子を用いて超伝導物質や、生理活性物質、液晶物質、

発光物質などが得られることが知られています。フラーレンの応用と実用化のポテンシャルは非常に高く、今後、

さまざまな分子変換技術などを組み合わせることで、フラーレンの化学のさらなる発展が期待できます。 

所  属  基礎自然科学講座 分子化学分野 
専門分野  有機化学 

     研究課題、キーワード 

構造有機化学、π電子系、フラーレン、カーボンナノチューブ 

サッカーボール型分子として知られるフラーレン C６０の構造 

 

触媒の先生 

吉永 裕介（よしなが ゆうすけ） 

触媒は石油から化学原料や繊維・樹脂・塗料などの多くの化学工業品を製造するために必須であり、また，自

動車の排気ガスの浄化にも古くから利用され、人間の生活にとって必要不可欠な機能性材料といえます。近年は、

ガソリン合成や燃料電池の燃料（水素）製造などのエネルギー変換プロセスや、環境中の有害物質や温室効果ガ

スの除去など環境改善のための技術として利用され、バイオマスを有用な資源に変換する技術としての活用にも

高い注目が集まっています。 
 目的の物質だけを選択的に、しかも効率よく創るために必要な機能性材料である触媒は、昔は"魔法の石"と呼

ばれ、今も様々な科学技術を駆使し、より高度な機能を持つ新しい触媒材料の研究開発が世界中で行われていま

す。 
 触媒の研究では、新規触媒材料の合成・構造解析・表面の物性評価・触媒活性の評価・反応機構の解析などに

ついて、色々な装置やアイデアを駆使して謎解きをすることになります． 
 現在は、触媒を用いたバイオマス変換や有害物質の除去等をターゲットにして、金属や金属酸化物の構造や物

性の制御をテーマに、酸化物クラスター（ヘテロポリ酸）、層状化合物やゼオライト等の物質について研究を行っ

ています 

所  属  基礎自然科学講座 分子化学分野 
専門分野  触媒化学 

     研究課題、キーワード 

触媒調製化学、資源・エネルギー有効利用技術、環境触媒化学 
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葉の先生 
FERJANI ALI（フェルジャニ アリ） 

私は、1997年の来日後、ほうれん草やラン藻の生命現象の基本メカニズムを解析、近年は、アブラナ科植物で

あるシロイヌナズナをモデル系として葉の器官サイズ制御を研究しています。 

 2003年の博士号取得後は、植物が葉のサイズを適応的に制御する機構の解明を目標とし、葉の細胞数とサイズ

の間の関係について「補償作用」の概念を視座に解析を進めてきました。補償作用とは、葉原基で細胞増殖活性

の低下が起きた場合、それを引き金として起こる細胞の異常肥大現象のことで、その理解は器官のサイズ制御機

構の鍵と考えられます。その中で、補償作用を示す突然変異体を多数単離し、その中から、fugu5変異体の示す特

異な表現型に焦点をあてて研究してきました。その過程で、生物におけるピロリン酸（PPi）の代謝の重要性を証

明しました。この発見は動植物を通して、生物におけるPPiの分解酵素の役割を解明した初めての成果であり、そ

の生理機能解明の一里塚となりました。さらに、液胞の酸性化こそが重要な機能であるというこれまでの誤った

理解を根本から正す突破口となりました。この研究成果は、植物分野のトップジャーナルであるPlant Cell誌に

掲載され、また掲載号中の注目すべき論文として紹介されました。 

 PPiの存在の発見以来70年余経ちますが、未だに生体内におけるPPiの代謝ターゲットは同定されていません。

そこで私は現在、中央代謝におけるPPiの阻害メカニズムを明らかにするとともに、PPiの過剰な蓄積により引き

起こされる様々な発達異常のメカニズムの解明に取り組んでいます。PPi分解酵素は生物に普遍的な酵素であるた

め、転写因子を中心に考える古典的な発生生物学の考え方を超えた「代謝と発生」を結びつける新たな仕組みを

明らかにできると期待しています。 

所  属  広域自然科学講座 生命科学分野 

 

動物の行動の先生 

狩野 賢司（かりの けんじ） 

著書：『交尾行動の新しい理解』（２０１６年） 

論文：「Facial recognition in a group-living cichlid fish.」『PLOS ONE』（２０１６年） 

論文：「Female presence promotes male-male aggression among Taninchthys albonubes, a fish species without 

intense combat.」『Journal of Ethology』（２０１６年） 

学会発表：「チェリーバルブのメスの体色と繁殖の関連 II」日本動物行動学会（２０１６年） 

論文：「Male red coloration, female mate preference, and sperm longevity in the cyprinid fish Puntius 

titteya.」『Environmental Biology of Fishes』（２０１４年） 

論文：「Variation in female guppy preference for male olfactory and visual traits.」『Journal of Ethology』

（２０１４年） 

学会発表：「チェリーバルブのメスの体色と繁殖の関連」日本動物行動学会（２０１４年） 

私は魚の性淘汰を中心に研究しています。性淘汰は大雑把に言えば、メスをめぐるオス同士の競争と、相手の

オスを慎重に選ぶメスの配偶者選択です。人間社会のことでしたら簡単に想像できると思いますが、私の研究し

ている小さな魚でも、他の哺乳類や鳥でも、そして昆虫などの無脊椎動物でも、オス同士が争い、メスが配偶相

手を選ぶことは一般的なのです。 

オス同士の争いでは、大きなオスや、立派な角などを持つオスが競争に勝ってメスを獲得することが普通です。

では、弱いオスは異性を獲得できないのでしょうか？弱いオスは強いオスとは違った方法で異性を獲得しようと

します。例えば、強いオスが不在の時を狙ってメスにアプローチしたり、オスなのにメスのふりをして強いオス

のハレムに侵入してメスと配偶しようとしたりします。メスと配偶できなければ自分の子孫を残すことができな

いので、どのオスも必死です。 

それでは、メスはどのようなオスを選ぶのでしょう。優れた遺伝子を子に引き継がせることのできる優秀なオ

ス、あるいは子育ての上手なオスなどをメスは配偶相手に選びます。では、メスはどのようにしてオスの優秀さ

や子育て能力を見極めるのでしょうか？多くの場合、オスの美しさや匂いなどを基準にして、メスはオスを評価

しています。しかし、中には優秀なふりをして、メスを騙そうとするオスもいます。そんなメスとオスのしたた

かな駆け引きを、魚を材料に研究しています。 

所  属  広域自然科学講座 生命科学分野 
専門分野  行動生態学 
研究課題、キーワード 

性淘汰、配偶者選択 
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地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

コラム「魚の子育て」 

連携等の相手方：社団法人日本助産師会 

期間：2009～2010 

概要：社団法人助産師会が発行する雑誌「助産師」に、人間とは異なる方法で子育てをする魚の子育て行動

の多様性を紹介した。 

大人のためのスイート講演会 

連携等の相手方：東京都葛西臨海水族園 

期間：2015～2016 

概要：葛西臨海水族園がバレンタインデーなどに主催した「大人のためのスイート講演会」で、繁殖をめぐ

る魚のメスとオスの駆け引きやその多様性を講演し、その後、水族園の魚を見ながら解説した。 

 

 

アリの超能力を多くの人に知ってもらいたい先生 

原 健二（はら けんじ） 

著書：『小学校教員のための理科教育』下を向いて歩こう ～アリの観察と飼育～／東京学芸大学出版会,（２０

１１年） 

著書：『昆虫ミメティックス ～昆虫の設計に学ぶ～,』働きアリの女王探し／ＮＴＳ（２００８年） 

協力：「音の実験を楽しもう」アリの足音を聞こう『科学のタマゴ１２号』／学習研究社（２００６年） 

我々ヒトを含めた社会で生活する生物は、幼児期に集団の中で育っていく間にいろいろな影響を受け、個体間

の関係を結ぶ上で必要な素地を獲得していきます。この過程にはそれが正常におこるための適当な時期（臨界期、

感受性期）があり、その時期を逃してしまうと、将来、正常な社会関係を築けなくなります。  

 この「社会」あるいは「仲間」を脳ではどのように扱っているのでしょうか。生後の集団環境を、「社会」と扱

うか、単なる「過密状態」と処理するかによって、その後の脳機能の発達も全く異なるものになります。つまり、

社会行動が発達する前提として、その状況を「社会」として認知する能力が必要で、その神経生物学的な本質は

ヒトでも昆虫でも同じであろうと考えています。当研究室では、社会性昆虫であるクロオオアリ(Camponotus 

japonicus)を用いて、このような社会脳の神経生物学的な基盤について研究しています。  

 昆虫の微小な脳の解析は、構造の単純さと基本システムの共通性から、脳機能の基本原理の理解に大きく貢献

しています。アリで顕著に観察される、同一の巣に属する個体（巣仲間）を同種他巣の個体から識別する能力（巣

仲間識別）は、社会の形成および維持には不可欠です。この巣仲間識別の実体は、巣ごとに異なり且つ巣仲間に

共通する体表の炭化水素分子群の混合パターン（コロニーラベル）を鍵刺激とした、個体間ケミカルコミュニケ

ーションであることが知られています。このコロニーラベルの記憶は、羽化後間もない時期に遭遇した体表ラベ

ルを「巣仲間」として刷り込むプログラム学習によって成立し、その後のさまざまな社会行動の発達にとって不

可欠です。羽化後間もない幼若アリにとって、身辺の女王や働きアリからコロニーラベルを学習し、自らの体表

成分もそれに合わせることが社会適応の最低要件となります。つまり、巣仲間を学習する能力は「社会適応力」

に他なりません。我々は、羽化直後に巣仲間学習を可能にするクロオオアリの脳機能について、分子、細胞、内

分泌、発生、行動発達などの生物学的視点から理解することを研究の中心テーマとしています（図１）。また、そ

の成果をもとに、教育学的応用の基盤作りを目指しています（図２）。 

所  属  広域自然科学講座 生命科学分野 
専門分野  発生発達神経科学 行動生理学 教科内容（理科） 

研究課題、キーワード 

脳・神経、行動発達、社会性行動、アリ、 

「アリの飼育」が内包する教育効果 
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図１；アリにも脳があるのです。 

 

図２；「アリの飼育」は想像力と創造力を喚起します。  

 

細胞電気の先生 

吉野 正巳（よしの まさみ） 

論文：Nitric oxide/ cGMP/ PKG signaling pathway activated by M1-type muscarinic acetylcholine receptor 

cascade inhibits Na+-activated K+ currents in Kenyon cells（２０１６年） 

コオロギはすぐれた学習・記憶能力をもっています。コオロギは、本来バニラの匂いが大好きで、ペパーミン

トの匂いは嫌いなのです。でもそんなコオロギでも、のどをカラカラにしておいて、ぺパーミントの匂いを嗅が

せたあと砂糖水を与えると、それ以後コオロギはペパーミントの匂いを覚えて、その場所に行こうとします。こ

うして匂いと味を連合させてあげるとコオロギは一度に 8種類の匂いを覚えることができます。これを嗅覚連合

学習と呼んでいます。何度も練習をすると短期の記憶は長期の記憶になります。 

昆虫の脳にはヒトでいえば小脳や海馬に相当するキノコ体という名前のついた記憶の中枢があります。このキ

ノコ体で匂いと味の連合が行われ、匂いを覚えることができるのです。短期の記憶が長期の記憶になるとき、キ

ノコ体からガス状分子の一酸化窒素（NO）が、放出されることが知られていました。しかし、NO はいつ、どうや

って放出されるのか、また出た NO がそのあと、どのようにして短期の記憶を長期の記憶へと変化させるのかはよ

く分かっていませんでした。 

私はこの論文で、何度も練習を行うと匂いの情報を伝えるアセチルコリンという物質が、NO を作り出し、NO

がサイクリック GMP という物質を介して細胞の電気的な性質を決めているイオンチャネルというタンパク質の性
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質を変化させることを明らかにしました。今後は NO が出ていることを実際に確かめ、さらにそれが作り出される

仕組みをもっと詳細に明らかにしていきたいと思っています。 

 

 

細胞が発生する微小な電気を記録する実験装置（パッチクランプ） 

 

所  属  広域自然科学講座 生命科学分野 
専門分野  電気生理学 神経生理学 筋生理学 
研究課題、キーワード 

イオンチャネル、レセプター、パッチクランプ、高次脳中枢ニューロン、

内臓筋、ペースメーカー、神経伝達物質、膜電流、イオン電流、 

Ca チャネル 

 

化石の先生 

佐藤 たまき（さとう たまき） 

『名古屋市科学館特別展「恐竜・化石研究所」ガイドブック』（２０１６年） 

学会発表：「ONTOGENY OF YUNGUISAURUS (SAUROPTERYGIA; PISTOSAUROIDEA)」SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY

（２０１５年） 

学会発表：「化学合成生物群集を共産した白亜紀ウミガメ類の遺骸」日本古生物学会（２０１４年） 

論文：A new elasmosaurid plesiosaur from the Upper Cretaceous of Fukushima, Japan.（２００６年） 

私の研究テーマは中生代（恐竜が栄えた時代：約 2億 5千万年前から 6600 万年前）の化石爬虫類の記載と分類・

系統学です。「記載」とは、その化石がどのような種類の生物のどの部分であるのか、似ている他の生物とどのよ

うな違いや共通点が見られるのか、ということを図や文章を用いて詳細に説明していく作業のことです。また、

博物館等における展示や一般向け書籍の監修やお手伝い、講演会などを通じて、研究の成果を非専門家の方々に

説明する機会も多くあります。 

 これまでに主に日本・カナダ・中国から産出した首長竜などの海生爬虫類標本を研究対象にしてきました。研

究した標本の中で有名なのは、上野の国立科学博物館などに骨格が展示されている、フタバスズキリュウという

福島県産の白亜紀の首長竜でしょうか。この標本が新属新種の首長竜であることを示し、学名を点けた論文を共

著で執筆しました。 

所  属  広域自然科学講座 宇宙地球科学分野 
専門分野  古生物学 
研究課題キーワード 

古脊椎動物学 
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気象学の先生 

佐藤 尚毅（さとう なおき） 

論文：Contribution of sea-surface wind curl to the maintenance of the SST gradient along the upstream 

Kuroshio Extension in early summer.（２０１６年） 

黒潮と気象との関係についての研究です。すでに論文として公開済みの内容ですので、詳細は論文誌の公式サ

イトをご覧ください。 
所  属  広域自然科学講座 宇宙地球科学分野 
専門分野  気象学 
研究課題キーワード 

アジアモンスーン、梅雨、ヒートアイランド、大気海洋相互作用 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

地球温暖化に係る政策決定と普及啓発のための気候変動シナリオに関する総合的研究 

連携等の相手方：環境省 

期間：２００７～２０１０年度 

概要：地球温暖化のような気候変動の予測に関する研究です。詳細はすでに公開されている報告書をご覧く

ださい。 

渦と海流が生み出す大気海洋間の多階層相互作用 ～気候研究のパラダイムシフト～ 

連携等の相手方：文部科学省 

期間：２０１０～２０１４年度 

概要：黒潮と気象との関係についての研究です。詳細はすでに公開されている報告書をご覧ください。 

地球温暖化に伴う気候変動と日本・東アジア域の降水現象の変化に関する研究 

連携等の相手方：環境省 

期間：２０１５～２０１７年度 

概要：地球温暖化による低気圧や台風の変化を予測するための研究です。研究内容はプロジェクト終了後に

報告書として公開する予定です。 

 

銀河天文学の先生 

西浦 慎悟（にしうら しんご） 

所  属  広域自然科学講座 宇宙地球科学分野 
専門分野  銀河天文学 
研究課題キーワード 

銀河、銀河群、銀河環境、銀河形成、銀河進化、天文教育、天文教材開発 

 

環境物理の先生 

佐藤 公法（さとう きみのり） 

論文：「Reverse-martensitic hardening of austenitic stainless steel upon up-quenching」J. Phys. Chem.

（２０１６年） 

論文：「Quantitative Elucidation of Cs Adsorption Sites in Clays: Toward Sophisticated Decontamination 

of Radioactive Cs」J. Phys. Chem.（２０１６年） 

学会発表：「ポジトロニウムを用いた粘土鉱物中のセシウム吸着サイトの研究」粘土学会（２０１６年） 

論文：「Enhancement of molecular sensitivity in positron emission tomography with quantum correlation 

of γ-ray photons」Rev. Sci. Instrum（２０１５年） 
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論文：「Grain-Boundary Structures Associated with Ionic Transport in Gd-doped Ceria Nanostructured 

Electrolyte」J. Phys. Chem.（２０１５年） 

論文：「Molecular study of Cs and CO2 adsorption sites in smectite nanoparticles」Inter. J. Eng. Prac. 

Res.（２０１５年） 

論文：「Element specificity of ortho-positronium annihilation for alkali-metal loaded SiO2 glasses」

Inter. J. Nanoscience（２０１５年） 

論文：「Long-term self-assembly of smectite nanoparticles influenced by the states of the interlayer 

cations」Phys. Chem. Chem. Phys.（２０１４年） 

論文：「Tunable states of interlayer cations in two-dimensional materials」Appl. Phys. Lett.（２０１

４年） 

地球環境で起こる現象を，原子・分子スケールで解明し，グローバルな環境現象への対応に貢献する物質を開発

を進めている。具体的には，以下の 2 本柱で研究を進めている。 

(1) 自然環境と自然現象が研究の対象 

 物質がどのように動くか？ 

 マントル環境下で石英はどのようにしてできるのか？   

 除染効率化を目指した特異的に強いセシウム吸着の研究 

 二酸化炭素吸着の研究 

(2) エコマテリアルの分子デザインと開発 

 機能性ナノ空間の構築    

 分子閉じ込め・ふるい物質の開発    

 次世代型燃料電池の研究   

 光触媒反応物質の開発 

 1 次元プロトン伝導体の開発 

所  属  広域自然科学講座 環境科学分野 
専門分野  物性物理学 
研究課題、キーワード 

物性物理学、陽電子，ポジトロニウム 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

陽電子消滅法による非晶質シリカの解析 

連携等の相手方：三菱マテリアル中央研究所 

期間：平成 24 年 11 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 

概要：陽電子消滅法により，非晶質シリカ中のオングストロームスケールの空隙を調べた。 

環境改善機能を有した高付加価値ガラス材料の研究 

連携等の相手方：立山マシン科学 

期間：平成 22 年 4 月 1日から平成 26 年 3月 31 日 

概要：環境改善機能を有した高付加価値ガラス材料の開発を行った。 

 

 

大気環境問題を化学的視点から研究する大気化学の先生 

中野 幸夫（なかの ゆきお） 

論文：「Kinetics and mechanism of the gas-phase reaction of nitrate radical with phenol」Reaction Kinetics, 

Mechanisms and Catalysis (２０１６年) 

論文：「「理科室の安全な管理の仕方と安全な実験方法：薬品の管理・取扱・廃棄の方法と物質領域の実験で必要

とされるスタンダードテクニックの習得」に関する教材開発と評価」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

論文：「理科室の管理と安全な実験指導」に関する教員研修用教材の開発と評価東京学芸大学紀要（２０１５年） 

論文：「Detection of Stable Carbon Isotopes of Methane with a 2.4-μm Distributed Feedback Laser」Journal 

of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (２０１４年) 

学会発表：「高層大気における HO2 日変化化学」第 20 回大気化学討論会（２０１４年） 
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学会発表：MBL におけるヨウ素サイクルの検討 ―メチルペルオキシラジカルとヨウ素原子の反応 ―第 20 回大

気化学討論会(２０１４年) 

上記の研究は、大気化学に関連するものです。ここで、大気化学とは大気を中心とした視点から地球上におけ

る化学物質循環を考えることにより、例えば、PM2.5 や地球温暖化問題、オゾン層破壊などの大気環境問題を自

然科学的な立場から解明することを目的とした学問です。具体的に上記の研究では、PM2.5 や地球温暖化問題、

オゾン層破壊などに繋がるような人間活動により大気中に放出された化学物質が大気中で引き起こす化学反応を

実験室において実際に測定し、それらの化学反応に関する反応速度定数や反応機構などの化学的性質を明らかに

し、それら化学物質が大気環境へ与える影響の評価などを行っているものです。これらの測定では、特に高感度

な測定が要求されるため、主に、長光路レーザー分光装置や長光路ガス用赤外分光装置などのガス状物質の微量

成分検出ができる装置を自作して測定を行っております。また、必要に応じては、種々の地球大気観測用の人工

衛星で得られた地球観測データを用いた研究なども行っております。 
 

所  属  広域自然科学講座 環境科学分野 
専門分野  大気化学、反応速度論、物理化学 
研究課題、キーワード 

ﾗｼﾞｶﾙ反応、反応速度論、微量成分検出、ｷｬﾋﾞﾃｨｰﾘﾝｸﾞﾀﾞｳﾝ分光法 

 

地層ができた環境を調べる先生 

西田 尚央（にしだ なおひさ） 

論文：「Sedimentary processes and depositional environments of a continuous marine succession across the 

Lower–Middle Pleistocene boundary: Kokumoto Formation, Kazusa Group, central Japan」Quaternary 

International（２０１６年） 

 

千葉県中部の市原市に分布する地層，「上総層群国本層」を対象として，形成された当時の環境の特徴を解明し

ました．国本層には，地質学の年代尺度である下部更新世と中部更新世の境界を含みます．この境界の国際的な

標準模式地が未決定であるため，現在，その候補地として名乗りをあげており，地元市原市や千葉県の協力のも

と，国の支援も受けて採択に向けて活動しております．私を含む研究者グループは，標準模式地の条件を満たし，

学問的価値が十分にあることを証明するために研究を進めています． 

 私は，専門である堆積学の視点から，国本層を構成する泥質堆積物や砂質堆積物の特徴を詳細に検討しました．

特に，野外における肉眼観察によって認められる特徴や，室内での粒度分析や微細組織の観察の結果に加えて，

共同研究者によって得られた軟エックス線写真による詳細な堆積構造の観察や，生痕化石群集の解析の結果をあ

わせて，地層が形成された当時の環境について総合的に検討しました．その結果，およそ 77 万年前の地層形成

時は，基本的に泥粒子のゆっくりとした堆積によって特徴づけられる，大陸棚斜面の環境であったことが明らか

となりました．このことは，標準模式地としての条件の１つである安定的な堆積環境を満たします． 

 地質時代の国際的な標準模式地に採用されることは，学術的な意義に加えて，観光資源の１つともなり，地域

の活性化につながると期待されます．このため，本研究の成果は，専門研究の地域や社会への還元の一例として

位置づけられます． 

所  属  広域自然科学講座 環境科学分野 
専門分野  堆積学，海洋地質学，地学教育学 
研究課題、キーワード 

堆積プロセス，堆積環境 
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生態系生態学の先生 

山本 昭範（やまもと あきのり） 

論文：「Lime-nitrogen application affects nitrification, denitrification and N2O emission in an acidic 

tea soil.」（２０１４年） 

茶園の面積は日本の農耕地の約 1%であるが、茶園からの N2O 放出は農耕地からの N2O 放出量の約 16%を占

めている。そのため、茶園では N2O 放出の削減が重要な課題である。そこで、農薬効果と肥料効果を併せ持つ

化学資材である石化窒素による N2O 放出削減効果を検証した。本研究の結果から、石灰窒素は、硝化と脱窒の

両方を抑制することで茶園からの N2O 放出を削減できると考えられた。 
石灰窒素による N2O 放出削減効果を正確に評価するためには、今後、様々な環境条件下における長期間の試験

を実施することが必要である。 
所  属  広域自然科学講座 環境科学分野 
専門分野  生態系生態学 
研究課題、キーワード 

物質循環、炭素、窒素、環境農学 
 

文化財のお医者さん 

服部 晢則（はっとり あきのり） 

論文：「東京学芸大学大学史資料室関連収蔵施設の保管環境に関する調査研究」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

学会発表：「東京学芸大学所蔵盤双六修理のための事前材質調査研究」日本文化財科学会第 32 回大会（２０１５

年） 

主に文化財の状態や文献資料の置かれている環境についての医者の診察に当たる調査研究です。図書館の環境

調査では、照明や紫外線などの物理学的劣化因子、温湿度や酸・アルカリガスなどの化学的劣化因子、虫害虫や

浮遊菌などの生物学的劣化因子について、それらの有無や量について測定し、文献資料の保管環境改善のための

基礎資料の作成と提言を行いました。盤双六修理のための事前調査では、盤双六に使われている材料を特定する

ためサンプリングを行い、有機物の分析を行う機器を使って、膠や漆、象牙などの使用を確認しました。これら

の経験や成果が地域連携・産学連携に繋がるのであれば幸いです。 
所  属  広域自然科学講座 文化財科学分野 
専門分野  保存科学 修復科学 
研究課題、キーワード 

考古資料保存処理、保存材料、保存環境調査 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

小金井市環境基本計画改定検討委員会 

連携等の相手方：小金井市 

期間：2014 年 5 月～2014 年 11 月 

 

 

技術・職業・労働に関する教育学の先生 

坂口 謙一（さかぐち けんいち） 

著書：『技術教育の諸相』東京都北区立中学校技術教室の改築過程を通してみる普通教育としての技術教育の実

習施設の整備に関する現状と課題／共著／学文社（２０１６年） 

著書：『人間いたるところ青山あり 佐々木享先生追悼集』「科学技術イノベーション政策」の推進と国民的「技

術ガバナンス能力」育成構想の理数系〈知性〉主義；中学校技術科の次期教育課程基準をめぐる動向を中

心に／大空社（２０１６年） 

論文：「アジア・太平洋戦争の時代における国民教育としての「創意工夫」養成；帝国日本の働く青年のプロジ
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ェクト活動」『産業教育学研究』（２０１６年） 

論文：「すべての高校生に情報化社会の「組み込まれた原理」を実感させる情報科の指導；教員養成「情報科教

育法」のカリキュラム編成論」『産業教育学研究』（２０１５年） 

論文：「農山漁村経済更生運動下の青年期教育における農業実習のプロジェクト活動；茨城県那珂郡佐野村の事

例から」『産業教育学研究』（２０１５年） 

論文：「「喜多方市小学校農業科」制度に見る普通教育としての食料生産に関する技術・職業教育の取り組みと課

題」『教職研究』（２０１５年） 

著書：『技術科教育』編著／一藝社（２０１４年） 

論文：「地方分権化時代の小・中一貫ものづくり科に関する調査研究（Ⅱ）；長野県諏訪市「相手意識に立つもの

づくり科」の普通教育的意義を中心に」『教職研究』（２０１４年） 

「ものづくり」に関わる、技術・職業・労働の教育学を専門にしています。とくに、日本の学校におけるすべ

ての子ども・青年たちのための、普通教育としての技術・職業教育（実習を含む）に関する歴史的研究及び同時

代的研究を行ってきました。このうち、「歴史的研究」として近年重点的に取り組んでいるのは、第 1 次世界大戦

以降の総力戦が推進された時代における、「働く若者たち」の定時制教育における技術・職業教育に関する研究で

す。事実上、農村部の農業教育にとくに着目することになります。この農業教育は、学校内と学校外の両エリア

で行われていましたので、広い視野からの分析が不可欠です。 

他方、「同時代的研究」としては、中学校の技術科に関する理論的かつ実践的な研究に主に取り組んできました。

教育制度として見ると、技術科は、日本において普通教育としての技術・職業教育を担う唯一の教科だからです。

この「同時代的研究」のうち「歴史的研究」とは別に進めているものとしては、学校現場の先生たちとの共同に

よる、カリキュラム・教材開発といった授業づくりに関する研究および教育条件に関する研究があります。教育

条件とは、施設・教材などの物的条件、担当教員の資格や配置、学級規模などの人的条件、これら物的・人的条

件整備のための財政措置、から成るものです。技術・職業教育は、実習を不可欠としているので、こうした教育

条件の整備も疎かにできません。 

所  属  技術・情報科学講座 技術科教育学分野 
専門分野  技術・職業教育学 
研究課題、キーワード 

日本の技術・職業教育、青年期、近現代史、カリキュラム・教材開発、 

教育条件整備 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

フィリピン国技術職業高校支援プロジェクト 

連携等の相手方：国際協力機構（JICA）、株式会社コーエイ総合研究所 

期間：2014 年～現在 

概要：2011 年より中等教育の 2 年間延長を開始したフィリピン国における技術職業高校のカリキュラム開

発及びモデリング事業に関し、JICA の委託を受け、実務を担っている株式会社コーエイ総合研究所の

依頼により、日本国内研修における唯一の学識経験者として参画している。フィリピン国側のメンバー

は、教育省担当官、地方教育行政官、学校長、教員らである。 

中学校技術・家庭科（技術分野）検定教科書編纂 

連携等の相手方：開隆堂出版株式会社 

期間：2006 年～現在 

概要：中学校技術科（技術・家庭科の技術分野）の検定教科書の編纂に関し、開隆堂出版株式会社の依頼に

より、編集・執筆・校閲等を担当している。検定教科書は、大きくは学習指導要領等の国の教育課程基

準の全面改定にもとづいて内容が大規模に刷新されるが、学習指導要領等の改定が行われない期間にお

いても、4 年毎に再検定を要するため、随時、新しい教科書編纂が行われている。 

世田谷区夏季教科等研修 

連携等の相手方：世田谷区教育委員会 

期間：2013 年～現在 

概要：世田谷区教育委員会の依頼により、同区立中学校に勤務する技術科教員（専任）を対象とした夏季研

修（半日研修会）において、講師を担当し、講演等を行っている。なお、世田谷区教育委員会との連携

は、2010 年度に委嘱された「世田谷区 9 年教育カリキュラム作業部会」委員としても実施した 
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無いものは何でも自分で作ってしまう技術情報の先生 

今井 慎一（いまい しんいち） 
「実践教育のための安全性を考慮したＮＣ工作機械の開発とその実践」（２０１５年） 
私の研究は大きく２つに分けることができます。 
１つめは、工作実習における実践教育のための教材開発、２つめは、制御系設計に関する研究です。 
①数値制御（NC(Numerical Control))を用いた自動工作機械を使いこなすには，長年の経験や実績が必要です。

そのため，シミュレーション等で NC の理論のみ理解しても，実際に取り扱う事は難しく，実際の現場と同じ内

容を学習することが必要です。しかし，実際に作業を行う場合，実習時間の不足，事故の危険性，高額な実習費

用などの問題が発生しています。この問題点を解決するため，実際の現場と同じ内容を学習することのできる，

導入教育に活用できる安全な教育用 NC 工作機械や安全計測装置を開発し，装置の有効性を検証するため授業実

践を行っています。 
②石油プロセスや化学プロセスに代表される産業システムの多くは，制御性能を維持するために，時間の経過

や操業条件の変化などに対応して，制御系を再設計する必要があります。この問題は，ニューラルネットワーク

などの学習を利用することで解決する方法が提案されています。しかしながら，これらの手法による学習時間や

計算処理が問題となり，シミュレーションでは制御が行えても，実際の装置に適用を考えた場合，制御構造が複

雑なため実装化が困難な場合があります。これらの問題点を解決する手法として，局所線形モデルを用いた制御

系の設計法を提案し，数値例，ならびに実際の装置を想定したプロセス制御の一種である熱制御装置など，実験

システムへの適用を通して有効性を明らかにしています。 

                              
開発した卓上型数値制御導入教育教材 

所  属  技術・情報科学講座 技術科学分野 
専門分野  制御工学 メカトロニクス 

研究課題  制御系の設計 

キーワード 

適応制御、セルフチューニング、ロボット、PID 制御、データ駆動型 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

環境保全及び創造に関する環境学習・啓発のあり方及び地域活性化協働実践事業等の共同開催 

連携等の相手方：広島県三原市 

期間：２０１４年～２０１５年 

概要：環境保全及び創造に関する環境学習・啓発のあり方を共同で研究・検討しながら、具体的な地域活性

化協働実践事業等を共同開催し、子どもたち科学実験や工作を通じてエネルギー環境学習を毎年開催し

た。 

こどもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業江田島サイエンススクール 

連携等の相手方：独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立江田島青少年交流の家 

期間：２０１４年６月 

概要： 子供たちが体験的に科学に触れる機会を提供し，理科や科学に対する興味・関心を深め，知的探究

心や創造性を育てる活動として、センサを使用したペットロボットのものづくり教室を実施した。 
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科学・技術フェスタ in 京都－平成 22 年度産学官連携推進会議－ 

連携等の相手方：内閣府 

期間：２０１０年６月 

概要： 科学技術の重要性や、産学官連携の成果を、日本の国民に幅広く PR するという目的で「科学・技術

フェスタ」が開催され、高等専門学校の代表校の一つとして、高専ロボコン 2009 でロボコン大賞を受

賞したロボットのデモンストレーションおよび操縦体験を実施した。 

 

情報や通信の先生 

かって印刷技術が近代社会の牽引となったように、今日では情報ネットワークが新たな世界をかたちづくろう

としています。 

山田 朗（やまだ あきら） 

論文：「あみだくじを基にしたカードゲームを用いたプログラミング学習の提案 -CS アウンプラグドの応用-」

『日本教育工学会論文誌』（２０１３年） 

論文：「CS アンプラグドの応用によるカードゲームを用いた構造化プログラミングの学習の提案」『日本教育工学

会論文誌』（２０１２年） 

情報ネットワーク上で動く、通信ソフトウェアの研究をしています。現在、莫大な量のデータがネットワーク

上を流れていますが、それらをいかに集約して、意味のある概念を構築するかが課題です。 

また、家電製品をインターネットで操作する、IoT 技術についても研究をしています。近年では、RaspberryPi

と呼ばれる手のひらサイズのコンピュータをインターネットにつなげ、介護老人の遠隔モニターシステムの構築

などを目指しています。 

このほか、プログラミング言語の視覚化や、コンピュータを使わないプログラミング学習なども研究対象です。

このほか、情報理論をわかりやすく説明する方法などを研究しています。 

所  属  技術・情報科学講座 技術科学分野 
専門分野 研究課題、キーワード 

インターネットを用いた教育 インターネットのセクリティ 情報の構築 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

Raspberry Pi を用いた植物工場の試作とその実践 

連携等の相手方：小金井市立小金井第一中学校 

期間：2016 年 7 月～2016 年 9 月 

概要：中学校技術科において、生物育成をどう取り扱うかが課題であったが、本プロジェクトでは、インタ

ーネットに接続された小型植物工場システムを開発した。夏休み期間中を利用して小松菜を育成した。

生徒たちは育成状況や植物工場内の気温・湿度などを Web で閲覧することができ、生物育成とともに、

コンピュータによる機器制御を学ぶことができた。 

 

教育に ICT（情報通信技術）を効果的に活かす方法を研究している先生 

北澤 武（きたざわ たけし） 

著書：『Mobile, Ubiquitous, and Pervasive Learning: Fundaments, Applications, and Trends』Springer Book 

（２０１６年） 

これまで大学の情報教育の授業改善のために、モバイルラーニング（m ラーニング）に着目し、大学生のテス

ト接近・回避傾向を考慮した小テストのあり方について研究を行ってきました。 

具体的には、スマートフォンとタブレット端末に着目し、小テストの問題数やテスト形式、全ての問題を一画

面に表示する「全問表示」と一問一答形式で出題する「一問一答」の出題形式に着目した研究を行ってきました。

得られた知見として、スマートフォンでもタブレット端末でも 15 問程度の多肢選択式と穴埋め問題の混合の小テ

ストが自己効力感や成績の観点から有効であることが分かっています。 

また，スマートフォンでは，全問表示の方が一問一答の出題形式よりも問題全体の文脈を理解できる観点から
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成績が高くなる傾向がありますが，テスト接近傾向が低く，かつ，テスト回避傾向の高い者は，一問一答の出題

形式の方が小テストに対する意欲が高いことが明らかになっています。  

 今後の課題として、タブレット端末を活用した小テストの文脈の影響や解答時間の分析を行うことや，多様な

問題形式を扱った研究が求められています。 

所  属  技術・情報科学講座 情報科学分野 
専門分野  教育工学，情報教育，学習科学，科学教育 

     研究課題、キーワード 

     教育工学,情報教育,モチベーション,e ラーニング,ブレンディッド, 

   ラーニング,モバイルラーニング,ICT 活用指導力,校内研修 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

CCSS:児童・生徒支援連携センター（東京学芸大学） 

個性伸長・応用力育成を含む学習支援(ICT 等を利用した個別学習支援等を含む)プロジェクト 

連携等の相手方：足立区 

期間：平成 28 年 9 月〜（４年間の予定） 

概要：社会的・経済的に困難な状況にある家庭の子どもを支援するためのモデルを構築するための調査研究

の一環である。インターネットを介して足立区立の中学校と本学を繋ぎ，中学生と教員志望の大学生

がリアルタイムで双方向通信を行い，英語を中心とした個別学習支援を行うプロジェクトである。本

プロジェクトを通じ，生徒のモチベーションや学習効果，および，大学生の教職に対する意識の変容

について分析を行っている。 

公立小中学校 ICT 教育環境整備支援事業（東京都事業） 

連携等の相手方：西東京市、足立区ほか 

期間：平成 27 年 7 月〜（３年間の予定） 

概要：東京都の支援のもと，小中学校に児童生徒１人１台のタブレット端末や無線 LAN，ICT 支援員を整

備し，各教科等におけるタブレット端末を活用した授業実践の支援を行う．教員研修，授業後の指導講

評，講演の実施とともに，本事業による児童生徒の効果測定を行っている． 

ICT を活用した教育推進自治体応援事業（文部科学省事業） 

連携等の相手方：世田谷区 

期間：平成 27〜28 年度 

概要：子供１人１台のタブレット端末や無線 LAN が自治体によって整備された環境のもと，文部科学省の助

成により，各教科のデジタル教科書を充実させたり，ICT 利活用の授業実践の支援，教員研修を行った

りしている．本事業による子供達の効果測定に携わっている． 

 

情報科教育・プログラミング教育の先生 

天良 和男（てんら かずお） 

「プログラミング教育必修化に対応する教育支援人材の育成～ プログラミング教育必修化に向けての方策 ～」

日本情報科教育学会第９回全国大会講演論文集（２０１６年） 

「プログラミング的思考を育む Scratch プログラミング」第 12 回情報教育合同研究会ワークショップ（２０１

６年） 

5 歳から 16 歳までの全児童生徒にプログラミングが義務化されたイギリスをはじめとして、世界各国で子ども

のプログラミング教育が盛んに行われています。日本でも政府の方針で「義務教育段階からのプログラミング等

の IT 教育の推進」という目標が掲げられ、2016 年 4 月 19 日、文部科学省は、小学校でのプログラミング教育の

必修化を検討すると発表し、2020 年度からの新学習指導要領に盛り込む方向で有識者会議が開かれました。しか

し指導できる教員が極めて少なく、今後この分野における外部人材による教育支援が必要となってきます。これ

からのプログラミング教育では単に特定のコーディングを学ぶことではなく、意図する一連の活動を実現するた

めに論理的・創造的に思考し課題を発見・解決していく「プログラミング的思考」を育むことが求められていま
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す。 

 このような状況の中で、今後地域の学校や企業等との連携を進めながら、小学校等での「プログラミング的思

考」を育むための学習モデルを開発するとともに、教育課程全体を見渡し、プログラミング教育を行う単元を位

置付けていく学年や教科の検討を行い、教員養成や教員研修の内容と方法に関する実践的な研究を進めておりま

す。 

 可能ならば、研究の成果を近隣の小学校の教員に対するプログラミング教育に関する教員研修等に還元したい

と考えております。 

所  属  技術・情報科学講座 情報科学分野 
専門分野  情報科教育、プログラミング教育 
研究課題、キーワード 

情報の科学的な理解を深めるための教材開発とその活用、 

プログラミング教育、カリキュラム開発、小型コンピュータの教育利用 

 

最新の情報通信技術・理論を教育支援に適用する分野の先生 

宮寺 庸造（みやでら ようぞう） 
論文：「Attribute Graph Grammar Method for Research Information Collection and Sharing」Proc. IEEE The 

11th International Conference on Digital Information Management（２０１６年） 

論文：Methods for Supporting the Understanding of Differences between Search Intentions and Actual 

Browsing Situations in Collaborative Exploration」Proc. IEEE The 11th International Conference 

on Digital Information Management（２０１６年） 

論文：「Development of a LMS with Dynamic Support Functions for Active Learning, Computer and Information 

Science」Computer and Information Science, Studies in Computational Intelligence（２０１６年） 

論文：「Hybrid Analysis of Audience Gaze and Constitutive Features of Slides for Extracting the Defective 

Portions from Presentation Slides」 

     「Estimation of the Error Factors in Programming Exercises Based on Dynamic Revisions of Case-Bases」 

Intl IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced and Trusted Computing, 

Scalable Computing and Communications, Cloud and Big Data Computing, Internet of People, and Smart 

World Congress（２０１６年） 

論文：「Subdivision and Homogenization of cells in Heterogeneous Rectangular Dissections by an Octal Grid 

Graph Model」Proc. IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics（２０１６年） 

論文：「研究情報関係視覚化システム生成のためのジェネレータの開発」 

「プログラミング学習における学習状況推定のためのソースコード編集履歴分析ツールの開発」 

「注視対象抽出のための Small World における着目ノードに応じた貢献度算出手法」 

「e ラーニングにおける主体的な学びを促進させる「V マーク式学習法」の提案」 

「電子メール中の議論過程把握支援とその実践的評価」電子情報通信学会技術研究報告（２０１６年） 

 

私達の身の回りには多くの情報が存在し，それらが何らかの関係を持ち意味のあるものとして人々の役に立っ

ている．情報を如何に効率用よく収集・管理し，情報の関係構造を把握することは，現代の情報社会において重

要な事柄である． 

 しかしながらこれらを遂行することは容易ではない．情報の収集・管理は，利用者に多大な労力を強いること

になる．それを自動化しようとすると固定的なものになってしまい，汎用性が失われる．また，収集した情報の

関係構造を自動抽出するには，用途に合った様々な視点からの分析が要求される．さらにその結果を分かり易く

提示する必要がある． 

 そこで私たちは，これら問題を解決するために，以下の事柄にチャレンジしている． 

・利用者に負担をかけずに，多様な情報を収集し管理する手法の開発． 

・収集した情報間の関係構造を多様な視点から分析し，関係構造を自動抽出する手法の開発． 

・抽出した関係構造を，利用者に分かり易く視覚的に提示する手法の開発． 

・上記手法を様々な分野に適用した実際に役立つ情報管理支援システムの開発． 

 これまでに上記手法を適用した，研究室内の情報管理・研究活動支援のためのシステムを開発している．これ

により，研究室内での情報の管理および共有が容易になり，研究活動支援にも寄与している．さらに，プログラ
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ミング学習支援システムにも適用し，学習者の陥りやすい状況の推定や，教授等の自動化にも寄与している． 

所  属  技術・情報科学講座 情報科学分野 
専門分野  情報科学・教育工学 

     研究課題、キーワード 

情報視覚化、教育支援環境開発、プログラミング教育 

 
研究情報の関係構造の視覚化 
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生涯音楽学習を支援する先生 

石川 裕司（いしかわ ゆうじ） 

論文：「題名づけによるイメージの形成とピアノ学習への影響‐初歩の学習者を中心に‐」『音楽学習研究』（２

０１２年） 
論文：「高齢者のピアノ学習支援の方法 : 初歩の学習者へのインタビューから」東京学芸大学紀要（２０１５年） 

「PTNA 第 3 回山手支部会員による個人研究発表会ピア・ラーニング 皆で考え・感じ・分かちあう 

「小学校の音楽授業につながるピアノレッスンとは～現状における問題点とピアノ指導者への提案」」（２０１４

年） 

「題名づけによるイメージの形成とピアノ学習への影響‐初歩の学習者を中心に‐」  
「高齢者のピアノ学習支援の方法 : 初歩の学習者へのインタビューから」 
 上記 2 つの研究は、大人になってからピアノ学習を始めた初心者を主たる対象としたものです。第 1 の研究

は、無題のピアノ練習曲に取り組むときに、どのようなイメージをもって演奏しているのか、またそのイメー

ジが演奏にどのように影響を与えているのかについて、曲に題名をつけるという活動を通して検討をしたもの

です。 
 第 2 の研究は、高齢者がピアノを学習するときにどのような支援が必要かということを検討したものです。 
 いずれも、生涯の各期において、よりよく音楽を学習するための方法を探るものであり、生涯音楽学習に関

係した研究です。 
 これらはピアノ学習を対象とした研究ですが、地域等において成人の音楽学習に関わっていらっしゃる指導

者の方々にも参考になるものと思います。 
「小学校の音楽授業につながるピアノレッスンとは～現状における問題点とピアノ指導者への提案」 
 ピアノ指導者は、ピアノに関わる能力の向上については非常に気を配っているものの、音楽科に生かすよう

なピアノレッスンという意識はあまり高くはないように感じられます。その実際について検討したのがこの研

究です。子どもの時（この研究では小学校卒業まで）に受けたレッスンを振り返って、ピアノレッスンで学ん

だことが音楽科のどのような活動に生かせたのか、アンケート調査をして現状の課題について探りました。 
所  属  音楽・演劇講座 音楽科教育学分野 

     専門分野  音楽教育学 
     研究課題、キーワード 

生涯音楽学習の方法論 音楽科教育における筝の活用 

 

声楽（主にドイツ歌曲を専門とする）の先生 

石﨑 秀和（いしざき ひでかず） 

１）演奏活動  

主にドイツ歌曲のプログラムを中心としたコンサート活動を行っている。 

ドイツ歌曲を聴くのが初めての方でも楽しめるように、自身の最近のリサイタルでは字幕を導入して、より多く

の観客に対してドイツ歌曲の魅力を身近に伝えることに情熱を傾けている。 

また多数のオペラ、宗教曲のソリストとして出演している。 

 

２）合唱指導 

2013 年より小金井市のシルバーコーラス「銀の櫂」の指導を行っている。月に二回の練習、また 1 年半に一回を

目安として小金井市民交流センターにて発表会を行っている。 

その他、混声合唱、男声合唱を各一団体ずつ指導、また３箇所の合唱団でヴォイストレーニングを行っている。

その中には東京学芸大学の混声合唱団も含まれる。 

それぞれの合唱団においては、練習及びピアニスト、代行指揮者等を東京学芸大学の優秀な学生を積極的に起用

して、教育実践の場としても、学生にとって有意義な機会となるよう努めている。 

所  属  音楽・演劇講座 音楽分野 
     専門分野  声楽 
     研究課題、キーワード 

ドイツ歌曲、オラトリオ、オペラ、合唱指導 
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地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

高齢者いきいき講座 石崎先生の歌の会 

連携等の相手方：小金井市社会福祉協議会 

期間：2015 年３月（計４回） 

概要：講座にて歌唱指導を行った。発声から始まり、童謡・唱歌など、身近に親しまれている有名な曲を選

び、皆さんで楽しく歌えるよう努めた。１回につき２時間、計４回の講座を持ち、最終回には講師演奏

も行った。 

 

歌の先生 

鎌田 直純（かまた なおよし） 

芸術実績：日仏シンポジウム、コンサート 「芸術照応の魅惑 ―近代パリにおける文学、美術、音楽の交差―」

への出演（２０１５年） 

芸術実績：横浜フランス月間２０１５「フランスを知る」への出演（２０１５年） 

芸術実績：東京カントライ演奏会、フォーレ『レクイエム』にバリトンソロで出演（２０１５年） 

 
近代フランスの音楽を中心として、音楽と文学、美術などヨーロッパの諸芸術との関係性、照応について研究

している。 
所  属  音楽・演劇講座 音楽分野 

     専門分野  音楽分野・声楽 
     研究課題、キーワード 

フランス、歌曲、オペラ、オラトリオ、新作歌曲 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

日仏シンポジウム、コンサート 「芸術照応の魅惑 ―近代パリにおける文学、美術、音楽の交差―」 

連携等の相手方：日仏会館、日仏美術学会、日本フランス語フランス文学会 

期間：2015 年 11 月 7 日～8日 

概要：１9 世紀から 20 世紀にかけてのフランスは、パリを中心に芸術家の交友、作品の影響の両面におい

て、文学、美術、音楽などの諸芸術が緊密に交流していた。そのこと自体は既に知られているが、その

豊かな成果は詳しく分析、解明されているとは言い難い。外国人研究者を含め、文学、美術、音楽の各

分野から集まった発表者は、少なくとも二つの異なる領域にまたがる主題を取り上げた。２日目のシン

ポジウムの後には、テーマにちなんだミニ・コンサートを開催して、研究と実演の照応も目指した。 

 

オペラと合唱の先生 

小林 大作（こばやし だいさく） 

芸術実績：ローズフェスタ合唱団 日本語訳詞による「オペラハイライトコンサート」 F.レハール作曲 オペ

レッタ「メリー・ウィドウ」より、他１作品 指揮。Ｇ．ビゼー作曲 歌劇「カルメン」よりハイライ

ト ホセ役。（２０１５年） 

芸術実績：いわきフレンズ体験工房 Vol.6 「うたの講座 その 2」 小林大作とうたってみよう！演じてみよ

う！ 講師、レクチャー、指揮、演奏 「ビリーブ」 「花は咲く」、J.シュトラウス２世作曲 オペ

レッタ「こうもり」第２幕より（２０１５年） 

芸術実績：いわきフレンズ体験工房 Vol.4 「うたの講座 その１」 小林大作とうたってみよう！演じてみよ

う！ 講師、レクチャー、指揮、演奏 「花は咲く」、J.シュトラウス２世作曲 オペレッタ「こうも

り」第２幕より（２０１５年） 

芸術実績：いわきフレンズ体験工房 Vol.2 オペレッタ「こうもり」をうたってみよう！おどってみよう！～テ

ノール歌手 小林大作とともに～ 指揮・演奏・総合演出・指導 J.シュトラウス２世作曲 オペレッ

タ「こうもり」ハイライト（２０１４年） 
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いわきフレンズ体験工房」は、福島県いわき市で年に３、４回開催されている、シリーズ化された“合唱講座”
です。「ローズフェスタ合唱団」は、長野県中野市で３年続いた市民講座をきっかけにして発足した合唱団体です。

どちらも、合唱曲も扱いますが、オペラやオペレッタの中に出てくる合唱を、ソリストとともに、演技付きで歌

うことを主な活動としています。どちらも、年に１回程度の演奏会の場を持ち、私は指導者として、合唱の指揮

をするだけでなく、独唱、重唱も披露したりします。今後の展望としましては、地元でのオペラやオペレッタ全

幕上演の実現が、大きな目標として挙げられます。 

所  属  音楽・演劇講座 音楽分野 

専門分野  声楽 

研究課題、キーワード 

声楽、オペラ、イタリア、ベル・カント、発声法、演奏法、演技、合唱 

 

フルートと吹奏楽指導の先生 

清水 和高（しみず かずたか） 
芸術実績：コンセール・クレール Flute の響き Vol.5（２０１６年） 

芸術実績：TBS こども音楽コンクール地区大会審査（２０１５年） 

芸術実績：TBS こども音楽コンクール東日本大会審査（２０１５年） 

芸術実績：SBC こども音楽コンクール審査（地区大会）（２０１５年） 

芸術実績：TBS こども音楽コンクール審査（地区大会）（２０１４年） 

芸術実績：TBS こども音楽コンクール審査（東日本大会）（２０１４年） 

芸術実績：SBC こども音楽コンクール審査（地区大会）（２０１４年） 

TBS が主催のこども音楽コンクールの審査を長年務めております。このコンクールは小学生と中学生の器楽、

合唱部門があり、今年で 64 回目を迎える権威のあるものです。コンクールは地区大会から始まり、東日本大会、

そして優秀な学校は文部科学大臣奨励賞選考会へと進みます。このコンクールの特徴は審査後に演奏の講評用紙

を全ての審査員より受け取ることができること、また部門によっては直接顧問の教員が講評会にて話を聞くこと

ができるとても教育的意義の高いものになります。近隣地区の小中学校がよりこのコンクールに参加して頂くこ

とと、私がコンクールに向けての指導に関わることがあれば、地域連携としてより発展していくものと思います。 
所  属  音楽・演劇講座 音楽分野 

専門分野  フルート 吹奏楽演習 総合学習 

研究課題、キーワード 

フルート、吹奏楽、バロック、演奏 

 

合奏や合唱等の指揮をすることを研究し実践する先生 

山本 訓久（やまもと のりひさ） 

芸術実績：附属世田谷小学校創立 140 周年記念第九演奏会（２０１６年） 

著書：『新版 学ぼう指揮法 Step by Step 』アルテスパブリッシング（２０１５年） 

芸術実績：学芸フィルハーモニカー演奏会（２０１５年） 

芸術実績：東京ウィンド・シンフォニカ第 4 回演奏会（２０１４年） 

芸術実績：学芸ブレーザー・フィルハーモニカー第 4 回演奏会（２０１４年） 

芸術実績：アンサンブル・ぺガサス トウキョウ ドイツ公演 ノイ・ウルム ペトルス教会演奏会（２０１４年） 

オーケストラ、吹奏楽、合唱等の指揮を中心に研究しています。指揮の準備のためには事前に楽曲分析、作品

の時代背景などについて研究を幅広く進めて行きます。 
演奏のためには招かれて外国に行くこともあります。これまでに演奏旅行でチェコ、ドイツ、オーストリア、ス

ウェーデン、ノルウェーなどを訪れました。スウェーデンのヨーテボリ大学では金管アンサンブルの公開講座も

行いました。 
 初心者からグループで指揮を学べる指揮法の本も書いています。小著は全国の教員養成系大学・音楽科でテキ

ストとして広く使用されています。 
新実徳英：「神はどこに？」（吹奏楽版）世界初演の動画：http://concert.yutokun.com/tws/sample-niimi.html 
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ハンブルクの聖ミヒャエル教会での演奏会のための練習風景(2008) 

所  属  音楽・演劇講座 音楽分野 

専門分野  バロックから現代までの管弦楽作品の演奏と解釈（指揮法） ブラス・アンサンブルの

演奏とレパートリー研究 ルネサンスからバロックまでの演奏法研究 

研究課題、キーワード 

指揮法、管弦打楽器 

 

ヨーロッパの古い音楽の先生 

吉川 文（よしかわ あや） 
学会発表等：「『ミクロログス』と文法」『音楽学』（２０１５年） 

学会発表等：「東西の十二平均律」『音楽学』（２０１５年） 

 
所  属  音楽・演劇講座 音楽分野 

専門分野  音楽学 音楽理論 

研究課題、キーワード 

西洋音楽史、音楽理論、記譜法 

 
 

インプロ（即興演劇）と吹奏楽教育の先生 

高尾 隆（たかお たかし） 
本：「学びと創造の場としての吹奏楽部」『生活世界に織り込まれた発達文化』東信堂（２０１５年） 

 
インプロ（即興演劇）を吹奏楽教育に応用し、吹奏楽部を生徒たちの〈学びと創造の場〉にするにはどうした

らいいかを論じた論文です。自ら中学校吹奏楽部の指導に関わりながら、社会構成主義、状況的学習論、リーダ

ーシップ論、組織開発、文脈に埋め込まれた学習、文化的実践、ポジティブ心理学などの観点からこれまでの吹

奏楽教育のあり方を検討し、〈コミュニケーションとしての音楽〉という視点から新しい吹奏楽教育像を提示し

ています。 
所  属  音楽・演劇講座 演劇分野 

専門分野  演劇教育 

研究課題、キーワード 

演劇教育、ドラマ教育、インプロ、ワークショップ、ファシリテーション、 

応用演劇、吹奏楽教育 
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アート・ワークショップの先生 

笠原 広一（かさはら こういち） 

「映像表現ワークショップでの変容体験と相互浸透についての考察－感性的コミュニケーションによるエピソ

ード記述を基にして−」（２０１５年） 

幼児・児童とその親子による映像表現ワークショップの実践について、参加者の体験とそのプロセスの中での

変容の姿を考察した。企画者兼スタッフとしてワークショップでの関与観察を行い、感じたことをエピソードに

綴ってその意味を考察するとともに、ビデオカメラの映像記録の分析も行い、それらの結果を比較検討した。そ

れによって、実践者である筆者が場の中で感じ取った参加者の体験についての実感を伴った理解や、参加者相互、

参加者とスタッフがともに影響しあいながら表現を生み出し、その中で相互に自分のあり方が変化していく相互

的な変容の姿が明らかになった。 

こうした実践と研究の連携した取り組みは、地域で子どもたちとの文化活動に取り組む上で、意義ある実践と

研究の方法になると考える。 

所  属  美術・書道講座 美術科教育学分野 
     専門分野  美術科教育学 
     研究課題、キーワード 

芸術教育、美術教育、幼児造形、アート・ワークショップ 

 

彫刻の先生 

石橋 恵美（いしばし めぐみ） 
芸術実績：個展[Once upon a time]日本橋髙島屋（２０１５年） 

芸術実績：[不思議な生き物たち]展 日本橋髙島屋（２０１５年） 

芸術実績：[Female times] Bunkamura Box Gallery（渋谷）（２０１５年） 

芸術実績：[未来へつなぐ展]上野の森美術館（２０１５年） 

芸術実績：[新収蔵作品とパリ賞の作家たち展]JAM (相模原市)（２０１５年） 

芸術実績：個展[め組のかたちーいしばしめぐみ展] 相模原市民ギャラリー（２０１４年） 

芸術実績：個展[ユメ U ウツツ U マボロシ -のみすけさんはゆめとうつつとまぼろしがまじわるところにこしを 

おろす-]ギャラリーせいほう（銀座）（２０１４年） 

芸術実績：個展[いしばしめぐみ展] FABulous（世田谷）（２０１４年） 

美術分野の中で主に立体表現とそれを取り巻く空間、環境などとの関わりを中心に研究を行っています。 
また企業とのコラボレーションによる作品設置や企画への参加、生涯教育の一環としてワークショップやアーテ

ィストトーク、地域や住民との交流を目的とした展覧会の企画や運営等の活動を行っています。 
所  属  美術・書道講座 美術分野 
専門分野  美術、立体、彫刻 

     研究課題、キーワード 

立体、彫刻、空間、美術 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

め組のかたちーいしばしめぐみ展 

連携等の相手方：相模原市民ギャラリー アートスポット 

期間：2014.11.15-2015.1.11 

概要：相模原市にゆかりのある作家を紹介する企画。ギャラリースタッフセレクション#52 
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いろいろなモノ・コト・バをデザインをする先生 

鉃矢 悦朗（てつや えつろう） 

研究報告書：「体験活動推進プロジェクト「青少年の体験活動の評価・顕彰制度に関する調査研究」報告書／一

般社団法人 教育支援人材認証協会（２０１６年） 

研究報告書：ＨＡＴＯプロジェクトシンポジウム―教員養成の質保証を目指して―活動概要」東京学芸大学 教

員養成開発連携機構（２０１５年） 

芸術実績：「第一回新聞紙タワーコンテスト in 逗子」 企画・指導（２０１４年） 

芸術実績：「メキシカン ウィーク」プロデュース（２０１４年） 

モノづくり、コトづくり、バづくりをキーワードに、建築・空間デザイン／デザイン教育／ものづくり教育の

研究と実践を行っているとともに、教育者の育成に従事。05 年より「遊びが最高の学び」をモットーに NPO 東京

学芸大こども未来研究所の礎となる「こども未来プロジェクト」をメンバーと設立。産学や異分野連携、市民協

働などの活動を積極的に展開している。 

豊島師範学校の「成美荘」の保存活用も重要です。 
 

所  属  美術・書道講座 美術分野 
専門分野  建築・空間デザイン／デザイン教育 立体デザイン まちづくり 

     研究課題、キーワード 

建築・空間デザイン、デザイン教育、ものづくり教育 

 

日本画の先生 

速水 敬一郎（はやみ けいいちろう） 
芸術実績：再興第 100 回院展東京展（２０１５年） 

芸術実績：第 70 回春の院展東京展（２０１５年） 

芸術実績：再興第 99 回院展（２０１４年） 

芸術実績：第 69 回春の院展（２０１４年） 

私の第 1 の研究テーマは日本画制作です。私の所属する日本美術院は毎年 2 回、4 月の「春の院展」、9 月の「秋

の院展」という名称で親しみを持たれおり、全国公募で日本画作品を募り、東京展を初めとした巡回展を各地で

行いながら地域文化の振興に寄与すべく活動している団体です。そこに一人の作家として作品を発表しています。

創設者は岡倉天心であり、横山大観、菱田春草、平山郁夫など名立たる日本画家を輩出した団体です。日本美術

院では近年「地域連携教育プログラム」の運営を始め、内容としては所属作家による出前授業、アートカードに

よる鑑賞授業、会場プログラム（ワークショップ）、賛助会員企業との連携プログラム等を行い、小・中・高等学

校、各教育施設及び教育機関、生涯教育等を主な対象としています。詳しくは日本美術院ＨＰまたは日本美術院

事務局℡03-3821-4510 にて、ご確認をお願い致します。 
所  属  美術・書道講座 美術分野 
専門分野  日本画 

     研究課題、キーワード 

日本画、技法、素描 
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「予感」215×170 ㎝ 2015 年制作（再興第 100 回院展出品） 

 
 

金属工芸の先生 

古瀬 政弘（ふるせ まさひろ） 
論文：「金属工芸における生命科学分野との連携実践について －観察から創造までの制作プロセスに関する考察

－」『美術教育学研究』47（２０１５年） 

「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井（ワークショップ）（２０１５年） 

「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井（ワークショップ）（２０１４年） 

≪概要≫「論文」は生命科学分野との連携実践の中で、金属工芸の制作プロセスにおける観察から完成作品に至

るまでの「変化」や「創造性」ついて、考察したものである。「その他」では小学生を対象として微細藻類に興味

関心をもってもらえるように考案された造形ワークショップを展開した。 
≪特徴≫美術における創造力は、内発的要素（output）が主として重視されるが、「観察」を含む外発的要素（input）
との兼ね合いが工芸の育む創造力に大変重要である点や、理科や工芸の学びが「自然観察」を通じて美しさを感

受するところからはじまる点の再確認など、教科間の枠組みを越えた連携教育実践故であることに特徴が見受け

られる。≪今後の展望≫自然科学系及び芸術系の資料館、博物館、美術館及び教育機関や施設等との連携実践に

よる教材開発や造形ワークショップを展開し、自然と人との関係から生じる創造性について考察する。 
所  属  美術・書道講座 美術分野 
専門分野  金属工芸 
研究課題、キーワード 

金属工芸、工芸、鍛金、彫金、工芸教育 

 
ミクロの生物である珪藻の胞紋細部構造の美しさを照明器具として表現した学生作品の部分拡大画像。1ｍｍ厚

の銅板に大小の穴をあけて層状に重ねており、灯りの陰影効果を引き出している 
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メディア表現教育の先生 

正木 賢一（まさき けんいち） 

芸術実績：「ニッポンの伝統を未来につなぐ小金井の人たち」広報・展示デザイン（２０１５年） 
 ［概要・特徴］地域の作家たちが合同で展覧会。その広報デザインを手がける。作家とのコミュニティづくり 
［展望］学生たちとのコラボレーション。 

芸術実績：「渋谷ビジネス教室」VI 計画・WEB サイトデザイン（２０１５年） 

 ［概要・特徴］社会人・経営者向けビジネス教室の VI 計画、広告メディア開発。 
［展望］企業プロモーションの事業化 

芸術実績：「沖縄観光インフラカード」VI 計画デザイン（２０１５年） 

［概要・特徴］沖縄・内閣府主導の観光事業のプロモーションデザイン。 
［展望］観光インフラ事業を通じた教育コンテンツの開発 

芸術実績：はけの森美術館「串田孫一展」広告デザイン（２０１５年） 

［概要・特徴］美術展の広報デザイン。 
［展望］美術館における教育プログラムの開発。 

芸術実績：「こどアプリ」クリエイティブデザイン／東京書籍（２０１４年） 

［概要・特徴］アプリ開発。 
［展望］ICT を活用した教育メディアの開発。  

芸術実績：絵本「シーゲルンのゆめ」プロデュース／おもちゃ王国（２０１４年） 

［概要・特徴］絵本メディアによる企業プロモーション。 
［展望］企業プロモーションの事業化。 

芸術実績：学習タブレット「コドなび！」トータルデザイン／バンダイ（２０１４年） 

［概要・特徴］商品開発、広告デザイン。 
［展望］企業との商品開発・事業化。 

所  属  美術・書道講座 美術分野 

専門分野  グラフィックデザイン、ビジュアルデザイン 
研究課題、キーワード 

ビジュアル・コミュニケーション、メディア表現教育、絵本研究、 

情報デザイン 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

「くるカメ大作戦」（小金井市のごみ低減プロジェクト） 

連携等の相手方：小金井市 

期間：2011〜 

概要：小金井市のごみ低減に関するプロモーション活動。 

水の巡回展ネットワーク 

連携等の相手方：公益財団法人リバーフロント研究所、国土交通省・河川局 

期間：2010〜 

概要：大学の学生や教員、気象キャスター、展示プランナーやデザイナー、国土交通省の職員等の有志のメ

ンバーで構成され、水に関する様々なテーマの展示ユニットを開発し、それらを各地の展示館に巡回し

ながら、多くの場所で活用できる、汎用性の高い、楽しく学べる展示を創造していくことを目的に活動

している団体。 

水辺の学びデザインプロジェクト 

連携等の相手方：コカ・コーラ 

期間：2016〜 

概要：水辺をテーマにした SIT（Special Interest Tour）を大学生の視点で調査・企画し、見つけた場所

やコースがもっている学びの可能性を考えます。水辺の魅力を伝えるためには、とらえにくい水辺の自

然や文化の可視化が大切です。ツアーを経験した後、イラストレーションや映像を活かした教材作成を

行います。 



73 
 

運動遊びで子どもたちを心身ともに元気にする先生 

佐藤 善人（さとう よしひと） 

論文：「子どものやる気を引き出すコーチング」『コーチング･クリニック 31 巻 4号』(２０１７年) 

論文：「元気に遊ぼう!ACP キッズ」連載第 5 回／監修『スポーツ･ジャパン 29 号』（２０１７年） 

論文：「元気に遊ぼう!ACP キッズ」連載第 3 回／監修『スポーツ･ジャパン 27 号』（２０１６年） 

論文：「元気に遊ぼう!ACP キッズ」連載第１回／監修『スポーツ･ジャパン 25 号』（２０１６年） 

論文：「子どもの指導における言葉の使い方 ～大切にしたい３つのこと～」『コーチング･クリニック 30 巻 7 号』

（２０１６年） 

論文：「連載第 5 回幼児期からのアクティブ･チャイルド･プログラム ～リーダーの活躍により異年齢集団が楽

しく遊ぶ」『スポーツ･ジャパン 23 号』（２０１６年） 

著書：『幼児期からのアクティブ･チャイルド･プログラム』分担執筆／(公財)日本体育協会（２０１５年） 

著書：『ACP 子どもの心と体を育む楽しいあそび』編著／ベースボール･マガジン社(（２０１５年） 

論文：「運動遊びに秘められた無限の可能性に迫る」『コーチング･クリニック』（２０１５年） 

 

私は運動遊びを核にしながら、子どもたちを元気にしようと取り組んでいます。 

以前は、地域で運動遊びが盛んに行われ、子どもたちは心身ともに成長していました。しかし、3 つの間(時間･

空間･仲間)の減少により、地域での運動遊びは少なくなり、心身の成長が停滞しています。私は、体育授業や学

校の休み時間、スポーツ少年団や運動部活動などで運動遊びを広める取り組みをしています。具体的には地域指

導者への講演や実技指導、雑誌や書籍などへの執筆、スポーツ指導の場面で子どもへの直接指導を実施していま

す。 

もちろん、子どもたちの心身の健全な成長を期待していますが、それとともに、地域から失われつつある昔の

運動遊びを文化として継承していきたいと考えています。運動遊びによって引き出された笑顔で子どもは元気に

なります。その笑顔を見て大人も元気になります。そんな社会づくりに貢献したいと思います。 

 

運動遊びでアクティブ･チャイルドになろう!! 
 

所  属  健康・スポーツ科学講座 体育科教育学分野 
     専門分野  体育科教育学 
     研究課題、キーワード 

持久走、長距離走、運動遊び、伝承遊び、 

アクティブ･チャイルド･プログラム 

 

体育科教育学の先生 

鈴木 直樹（すずき なおき） 

著書：『教育支援とチームアプローチ』分担執筆／朱鷺書房（２０１６年） 

翻訳：『21 世紀の学習者と教育の４つの次元：知識，スキル，人間性，そしてメタ学習』東京学芸大学次世代教

育研究推進機構(訳)／北大路書房（２０１６年）  
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研究報告書：「「研修カリキュラム開発事業 （ⅰ）教育課題研修カリキュラム開発事業」報告書（２０１６年） 

学会発表：「学習評価における動画情報活用に関する検討ー教師の意識に注目して」日本体育学会第 67 回大会（２

０１６年） 

学会発表：「Impact of the "Warm-Up Game" on Tactical Awareness」Research Quarterly for Exercise and Sport 、

Germany（２０１６年） 

学会発表：「Incorporating the TGfU Framework into PETE」Research Quarterly for Exercise and Sport 、

Germany（２０１６年） 

「次世代における体育の ICT 活用」（編著：体育における ICT の活用方法）東書 Eネット（２０１６年） 

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/en_download/dlf81/chjz9495.htm 

論文：「ガラパゴス化する「体育」の扉を開く！ ～体育の新しい認識論～」『女子体育』（２０１６年） 

所  属  健康・スポーツ科学講座 体育科教育学分野 
     専門分野  体育科教育学 
     研究課題、キーワード 

学習評価、ICT の利活用、教師教育、ボール運動・球技の指導、 

国際比較研究 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

体育授業を支援する ICT 機器の活用に関する研究及び支援ソフト開発 
連携等の相手方：日本ナレッジ 

期間：2016 年 6 月―2017 年 3 月 

概要： 体育・保健体育科で活用可能なアプリケーションソフトの開発に実践での検証を通しながら取り組

んだ。開発したソフトは、学習場面で、課題提示、問題解決、学習評価にアクティブ・ラーニングと

して取り組むができるようなものになった。 

大学（教員・学生）と教育委員会が連携した教師力向上の場づくりの推進 
連携等の相手方：東大和市教育委員会 
期間：2014 年 4 月―2015 年 3 月 

概要：現職教員と教員養成課程の学生がかかわりながら、問題を共有し、課題解決に取り組む中で、教師と

しての力量形成をしていくことのできるプログラムの開発をした。一斉でのプログラムとチームごと

の取り組みにわけて実施し、一斉のプログラムでは教育関係者以外からみた教育への期待を共有する

ようにし、チームごとの取り組みは、大学教員、指導主事、現職教師、学生が異質協働できる取り組

みの開発を行った。 
 

 

運動学習と剣道の先生 

奥村 基生（おくむら もとき） 

「技術講座チェンジ！連載」『月刊剣道日本』（２０１５年） 

「技術講座チェンジ！連載」『月刊剣道日本』（２０１４年） 

 

スポーツにおける運動制御や学習，熟練過程，コーチングの研究をしています．特に，剣道に興味があります． 

所  属  健康・スポーツ科学講座 体育学分野 
     専門分野  体育・スポーツ心理学 
     研究課題、キーワード 

運動学習、剣道 
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スポーツ人類学（舞踊文化論）の先生 

神戸 周（かんべ ちかし） 

論文：「ブラジル、ペルナンブーコ州レシーフェのカルナヴァルにおける行政機関の取り組み～コンテストなら

びに文化教育実施本部による「2010 年度活動報告書」を手掛かりとして」東京学芸大学紀要（２０１４年） 
 

 この論文は、ブラジル連邦共和国ペルナンブーコ州レシーフェのカーニヴァルに対するレシーフェ市当局の取

り組みの一端をその報告文書を基にして明らかにしたものである。具体的には、2010 年のカーニヴァルでレシー

フェ市が主催した民衆芸能のコンテスト（日本ではリオデジャネイロのサンバのコンテストが有名であるが、レ

シーフェではサンバを含めて 11 種類もの芸能のコンテストが行われている）に関する取り組みがその検討対象で

あった。ブラジルでは毎年 2月から 3 月にかけて開催されるカーニヴァルは、地元民にとっての年間最大の祝祭

娯楽であるとともに外部に向けては有力な観光資源でもある。この地の民衆芸能も、この二つの観点の交叉する

部分に位置づけられるため、観客の目を意識したスペクタクル化が進行しており、レシーフェ市はスペクタクル

化に向けて民衆芸能を実践する団体に補助金を支給している。 

この研究を通じて、元来民衆の自発的な祝祭であったはずのカーニヴァルが、今日では行政当局の綿密な管理

下で極めて計画的に運営されていることが確認された。また機会があれば、この地のカーニヴァルを今回とは異

なる視点から眺めてみたいと考えている。 

所  属  健康・スポーツ科学講座 体育学分野 
専門分野  スポーツ人類学 
研究課題、キーワード 

舞踊文化、ブラジル北東部 

 

 

キャンプ・アウトドア・いろいろ体験の先生 

小森 伸一（こもり しんいち） 

研究報告書：「森永リトルエンゼル育成事業における教育的効果の研究」（２０１６年） 

文部科学省体験活動推進プロジェクト「青少年体験奨励制度」委員会委員長（２０１６年） 

研究報告書：体験活動推進プロジェクト「青少年体験活動の評価・顕彰制度に関する調査研究」報告書」教育支

援人材認証協会（２０１５年） 

著書：「「体験」がもたらす子どもの成長」『児童心理』金子書房（２０１５年） 

研究報告書：「森永リトルエンゼル育成無人島探検隊（社会貢献事業）における教育的効果の研究」（２０１５年） 

著書：『野外教育の理論と実践』責任編集者・分担執筆／杏林書院（２０１１年） 

自然度の高い環境の中で仲間と生活をともにし、様々な体験活動を通して育まれる「豊かな心・人間性」及び

「生きる力/生き抜く力」～自然・社会/他者・自分自身とつながり理解し調和して生きていく力～を、どのよう

にして体得して自己創造していくのか、またより良い人生を築いていけるのか、そしてそのための学びの在り方

や導き方について探求することを研究課題としています（ホリスティック教育及びその具体的アプローチとして

の野外環境教育並びに体験学の視点）。 

 加えて、そのような自己成長および自己実現のプロセスを基盤として、その延長線上にもたらされる持続可能

で幸福なコミュニティや社会をどのようにして築いていくことができるのかということも追求しています（サス

テイナビリティ教育の視点）。 

 上記したような研究を大きな枠組みとして、その中でも最近では特に、「幸福学」およびその下支えとなってい

る研究分野の「ポジティブ心理学」の知見を取り入れながら理論構築を図っています。 

 以上のような点について、理論だけでなく（それを軸としつつ）、フィールドワークの実践を交えた研究活動を

しています（理論と実践の往還かつ合一＜知行合一＞の視点）。 

所  属  健康・スポーツ科学講座 体育学分野 
専門分野  ホリスティック教育；サステイナビリティ教育（持続可能な社会のための教育）； 

野外環境教育；レクリエーション；体験学；幸福学 
研究課題、キーワード 

野外活動、野外教育、環境教育、野外・環境教育、エコロジカル教育
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（Ecological Education）、    ホリスティック、ホリスティック教育 

(Holistic Education)、サステイナビリティ、 

サステイナビリティ教育 (Sustainability Education)、 

経験教育、持続可能な社会/地球/未来、レクリエーション、アウトドア、 

グループワークゲーム、コミュニケーション（能力）、 

自然環境、地球、環境認識、他者理解、自己理解、組織キャンプ（教育キ

ャンプ）、旅、成長、共同（協働）生活、シンプル生活、ボランタリ・シン

プルシティ、必要にして足る、調和、創造、感性、相対性/関係性哲学、東

洋哲学（東アジア）、活学（living-learning）、プロセス哲学、ディープ・

エコロジー（Deep Ecology）、 

社会変革（Social Change/Transformation）、幸福学、ポジティブ心理学、

体験学、 

レジリエンス（逆境力）、グリット（やり抜く力） 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

森永リトルエンゼル育成事業における教育的効果の研究 

連携等の相手方：森永製菓(株).・森永乳業(株) 

期間：2010～2016（現在も進行中） 

概要： 産学共同研究：小学校 4 年生～6 年生の男女 30 人を対象とした「全人的人間力」「生きる力」を育

むことを目指したキャンプにおける多様な体験活動における教育的効果の研究 

東京都の公園の教育的活用について 

連携等の相手方：東京都公園協会 

期間：2015～2016（現在も進行中） 

概要：産学共同研究：東京都の公園における体験活動とその学びによる成長の効果を視野にいれたその教育

的活用について 

電子機器を活用した自然体験活動とその学習効果 

連携等の相手方：カシオ計算機 

期間：2016（現在進行中） 

概要：産学共同研究：産学共同研究：身近な自然環境の場において、電子機器を活用した自然体験活動とそ

の学びの効果について 
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陸上競技の先生 

繁田 進（しげた すすむ） 

論文：「中学陸上競技者におけるコントロールテストと競技成績の関係」陸上競技研究紀要（２０１６年） 

論文：「棒高跳びにおける空中動作の上昇局面に関する運動学的研究」陸上競技研究紀要（２０１６年） 

論文：「日本代表選手の青少年期における運動遊び経験およびトレーニング環境 －日本代表選手に対する奇跡

調査－」陸上競技研究紀要（２０１６年） 

論文：「小学生の相対的年齢効果と身体・競技継続意志の関連についてー"日清食品カップ”第 29 回全国小学生

陸上競技交流大会出場者を対象としてー」陸上競技研究紀要（２０１５年） 

論文：「全国中学校駅伝指導者の実態と課題について－アンケート調査を基にして－」陸上競技研究紀要（２０

１５年） 

論文：「日本代表選手におけるスポーツ・種目転向（トランスフアー）の特徴－日本代表選手に対する軌跡調査 

－」陸上競技研究紀要（２０１５年） 

研究報告書等：「競技者育成プログラム」公益財団法人日本陸上競技連盟（２０１５年） 

所  属  健康・スポーツ科学講座 運動学分野 
専門分野  運動学（陸上競技） 
研究課題、キーワード 

陸上競技、混成競技、ジュニア 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

学芸大学クラブ ジュニア陸上教室 

連携等の相手方：小金井市 小学生２０名 

期間：毎年２月、３月の４日間 

概要： 小金井在住の小学生を対象に，陸上競技の基礎基本を学習し，楽しい陸上競技に触れる機会を持つ。 

学芸大学クラブ ウオーキング・ジョギング教室 

連携等の相手方：小金井市 一般市民２０名 

期間：毎年２月、３月の４日間 

概要：小金井在住の市民を対象にウオーキング、ジョギングの基礎基本を学習し，楽しい陸上競技に触れる

機会を持つ。 

 

運動指導やコーチングの先生 

高橋 宏文（たかはし ひろぶみ） 

体育実績：関東大学秋季１部バレーボールリーグ戦 監督（２０１５年） 

体育実績：東日本大学バレーボール選手権 監督（２０１５年） 

体育実績：関東大学春季１部バレーボールリーグ戦 監督（２０１５年） 

体育実績：全日本大学男子バレーボール選手権 監督（２０１５年） 

体育実績：関東大学秋季１部バレーボールリーグ戦 監督（２０１４年） 

体育実績：東日本大学バレーボール選手権 監督（２０１４年） 

体育実績：関東大学春季１部バレーボールリーグ戦 監督（２０１４年） 

体育実績：全日本大学バレーボール選手権大会 監督（２０１４年） 

論文：「体育実技におけるバレーボール指導のためのマルチメディア教材の開発に関する研究」『バレーボール研

究』（２０１３年） 

現在、教育現場では ICT の活用について様々な取り組みがなされているが、本研究では、専門的なバレーボー

ルの学習経験がない学習者が PC を用いて主体的にバレーボールの基礎技術のポイントやコツを学習するための

映像と静止画を併せたマルチメディア教材を開発し、学習者の運動経験による効果の違いについて学習者の動き

を観察評価した運動学的な分析を行い、バレーボールの基礎技術を学習する教材の作成上における基礎的知見を

得ることを目的とした。 

 研究の結果、教材とする映像にポイントやコツを示すマーク、そしてテキストによる解説、さらにそれらを見
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やすくするために自動的にスロー再生や一時停止になるように加工、編集することが有効な教材作成豊富尾であ

ることが認められた。 

所  属  健康・スポーツ科学講座 運動学分野 
専門分野  スポーツコーチング スポーツ戦術 
研究課題、キーワード 

コーチング、基礎運動の指導 

 

器械運動の先生 

馬場 亮輔（ばば りょうすけ） 

所  属  健康・スポーツ科学講座 運動学分野 

 

水泳の先生 

森山 進一郎（もりやま しんいちろう） 

「競技経験のない一般女子学生のクロール泳における異なる速度による腹腔内圧および体幹筋活動の変化」体育

測定評価研究（２０１５年） 

「異なる泳速度におけるクロール泳時の腹腔内圧および体幹筋活動の変化」東京体育学研究（２０１５年） 

「水泳競技中の腹腔内圧」ストレングス＆コンディショニングジャーナル（２０１５年） 

【概要】この研究は、クロールにおける腹腔内圧および体幹部の筋活動を測定し、体幹部に焦点を当てたクロー

ル指導法を確立すること、および競泳選手がより速く泳ぐためのトレーニング法の立案を目的としています。結

果として、初心者体幹筋群は泳速度に伴い高まるものの、腹腔内圧は個人による相違が大きく生じました。一方

で選手は泳速度に伴い体幹筋活動および腹腔内圧ともに高まりました。結論として、より速く泳ごうとする際に

は、選手は体幹筋群の協働的収縮を伴いつつ腕や脚に力を入れているのに対し、初心者は単に腕や脚という末梢

のみに力を入れている可能性が見られたため、クロールを習熟させる指導法として体幹部の固定を意識させるこ

との有効性が示唆されました。 
【特徴】本研究の最大の特徴は、クロールにおける腹腔内圧の変化を体幹部の筋活動と関連づけて検討すること

によって、今日行われている腕のかきや脚の蹴り方だけでなく、体幹部の使い方を指導のポイントとして盛り込

むという新しい視点からの水泳指導法の確立を狙いとしている点です。 
【今後の展望】学校体育やオリンピックで行われる水泳における泳法はクロール以外にバタフライ、背泳ぎおよ

び平泳ぎという合計で 4 つであり、今後はクロール以外の泳法についても検討を重ね、水泳指導における体幹部

への意識の大切さを広く社会に発信すると同時に、海洋国家である日本における国民皆泳、ならびにオリンピッ

クを頂点とした日本競泳界の競技力向上に役立てたいと考えています。 
 また、最近では、着衣水泳が身体に及ぼす影響に関する検討を行い、海洋教育の教材開発にも取り組み始めて

います。 

 
着衣水泳時の身体負担度を測定しています。 



79 
 

所  属  健康・スポーツ科学講座 運動学分野 
専門分野  スポーツ方法学 
研究課題キーワード 

水泳指導法、競泳コーチング、腹腔内圧、体幹トレーニング、牽引泳、 

筋電図、教材開発 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

着衣状態の違いが水泳時の身体負担度に及ぼす影響 

連携等の相手方：公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

期間：平成 28 年 7 月から現在（進行中） 

概要：水辺での活動時に不測の事態として着衣状態で入水し、安全な場所へと移動する状況を想定し、様々

な着衣条件における異なる泳法を対象に、心拍数、主観的運動強度（RPE; Rating of Perceived 

Exhaustion）、泳速度およびストローク指標測定し、各泳法間の各指標の特性を明らかにすること、

そして同一種目で異なる着衣状態における各指標の特性を明らかにすることで、着衣水泳の教材を開

発することを目的に実験を実施した。 

 

 

身体活動・運動の実施状況や栄養摂取状況と身体諸機能、特に脳機能と

の関連性を検討している先生 

水上 健一（すいじょう けんいち） 

所  属  健康・スポーツ科学講座 健康科学分野 
専門分野  スポーツ科学、応用健康科学、神経・筋肉生理学 
研究課題キーワード 

レジスタンス運動が身体諸機能に及ぼす影響に関する行動科学的・生理学 

的・分子生物学的研究 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

ロイシン高配合分岐鎖アミノ酸の経口摂取が高強度短時間運動パフォーマンスに及ぼす影響 

連携等の相手方：株式会社アルプロン 

期間：2016 年 9 月～2017 年 3 月 

概要：スポーツ現場ではより高いパフォーマンス発揮を期待し、分岐鎖アミノ酸(BCAA)の一種であるロイシ

ンの配合割合を高くする試みが始められているが、我々の知る限り本邦での研究報告は認められず安

全性の確認も行われていない。本プロジェクトにより、スポーツ栄養学や運動栄養学分野での新たな

知見を得ることが出来るとともに、スポーツ現場や学校教育現場へ精度の高い情報を発信することが

可能である。 
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養護教諭（保健室の先生）を育てる先生 

荒川 雅子（あらかわ まさこ） 
「養護教諭の専門職としての成長プロセスの検証」第 25 回日本健康教育学会学術大会（２０１６年） 

「「養護教諭の専門職としての成長プロセス」に関する質的分析」日本学校保健学会第６２回学術大会（２０１

５年） 

調査報告書：「子育て支援研修に係る「指導略案」及び「標準的な履修・指導内容の教材例」厚生労働省委託事

業 「子育て支援研修の充実等に関する調査研究」事業報告書／教育支援人材認証協会（２０１６年） 

1 つは、養護教諭の専門的成長、成長プロセスについて調査、分析を行っている。具体的には質的研究より、

養護教諭の成長プロセスを明らかにし、さらにその尺度開発を行うことにより養護教諭の成長における阻害・促

進要因を明らかにすることを目指している。さらに、その分析をもとに、明らかになった要因を改善または促進

する研修プログラムの構築を目指している。 
 また、養護実習プログラムの構築については、附属学校園の養護教諭と共に、養護実習プログラムおよび実習

記録簿等の再構築を目指している。 
所  属  養護教育講座 養護教育分野 
専門分野  健康教育、学校保健、養護教育 

     研究課題キーワード 

      養護教育、養護実践 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

日本における次世代対応型教育モデルの研究開発 

連携等の相手方：ＯＥＣＤ 

期間：平成 28 年度～29 年度 

概要：小。中学校において、「教科等の具体的な授業事例をビデオに収録・分析することで、汎用的スキル

と人間性（情意特性）の育成の観点から、日本の現行の初等中等教育の成果と課題を明らかにするこ

とを目的に、附属学校における保健科の授業実践を分析している。 

ＨＡＴＯプロジェクト 先導的実践プログラム部門、教育環境支援プロジェクト 

連携等の相手方：北海道教育大学、愛知教育大学、大阪教育大学、墨田区立桜堤中学校、 

すみだ教育研究所他 

期間：平成 27 年度 

概要： 総合的な教育アプローチによる「学習多様性（神学的学力のみでない学びの価値づけ）」の可能性

を顕在化するとともに、教育困難な状況にある小学校・中学校及び学校周辺の教育環境づくり（地域

の主体的な内発的教育サポートモデルの構築）を目的とし、墨田区教育委員会、すみだ教育研究所と

連携し、東京と支部における教育環境課題に取り組んだ。 

特別開発研究プロジェクト 大学と附属学校の連携による体系的な養護実習プログラムの構築 

連携等の相手方：東京学芸大学附属学校園 

期間：平成 28 年度 

概要： 養護実習を含めた養護教諭養成のためのカリキュラムを、附属校との連携により再検討し、現行の

養護実習プログラム及び養護実習記録簿の改訂を行うことを目的としている。具体的には、養護教諭

養成における新カリキュラムの構築、およびその検証、改訂版実習記録簿の作成、およびその検証を

行う。 
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健康の大切さを伝える健康教育の先生 

竹鼻 ゆかり（たけはな ゆかり） 

論文：「病気と共に生きる子どもに対する発達保障のための学校組織ならびに教員の支援プロセス―M-GTA を用い

た分析―」『学校保健研究』(２０１６年) 

論文：「ピアサポートによる食物アレルギーのある中学生の自己管理行動の促進ー修学旅行の事前指導を通じて

ー」日本健康相談活動学会誌（２０１６年） 

調査報告書：：「子育て支援研修に係る「指導略案」及び「標準的な履修・指導内容の教材例」厚生労働省委託

事業 「子育て支援研修の充実等に関する調査研究」事業報告書／教育支援人材認証協会（２０１６年） 

学会発表：「小学生における死の認識」「健康教育の実践家に対するケースメソッド教育の活用可能性」第 25 回

日本健康教育学会学術大会（２０１６年） 

学会発表：「病気の友達に対して中学生がとる行動に影響を与える要因」「学級担任が行う病気の子どもの支援行

動に対する影響要因」「児童生徒の自立的被援助志向性を育成するための指導法の開発」日本健康相談活

動学会第 12 回学術集会（２０１６年） 

著書：養護教諭・特別支援コーディネーター・特別支援学級担任・特別支援教育支援員・教諭・学生・看護師・

医療関係者 必携『特別支援教育ハンドブック』分担執筆（２０１４年） 

 

①病気の子供の支援について：地域社会や学校において病気と共に生きている子供たちは少なからずいます。私

は病気の子供が学校や社会で生きるうえでの課題や支援を中心とした研究と発信を続けています。 

②ケースメソッド教育について：ケースメソッド教育は、ケース（架空事例）を教材として、参加者がケースに

対して要求される意思決定や問題解決の実践力を磨くことを目的とした参加・討論型の教育方法であり、アクテ

ィブラーニングのひとつです。ケースメソッド教育は、多様な課題に対応できる教員の実践力を養い、学校組織

と地域社会が連携するための方途を学習するための教育方法として有効です。私は今までに教員研修やコメディ

カルスタッフの研修会を実施しており、今後もケースメソッド教育を継続発展させたいと考えています。 

                  
１型糖尿病啓発パンフレット「教えてりんりん」：製作 竹鼻ゆかり･朝倉隆司（東京学芸大

学）・田中祐司（防衛医科大学校）、デザイン 正木 賢一・富塚裕佳子（東京学芸大学）、

協力 特定非営利活動法人日本 IDDM ネットワーク 

 

所  属  養護教育講座 養護教育分野 
専門分野  健康教育、学校保健、養護教育 

     研究課題、キーワード 

病気の子供、養護教諭、ケースメソッド教育 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

「附属学校と協働した教員養成系大学による『経済的に困難な家庭状況にある児童・生徒へのパ

ッケージ型支援に関する調査研究プロジェクト』」 

連携等の相手方：小金井市、荒川区 

期間：2015 年から 2019 年 

概要：社会・経済的に困難な環境にある子どもたちを、「護る」とともに「確かな力を育む」ために、実践

的教育課題の研究を担う附属学校と協働して、教員養成大学・教育系学部における効果の高い支援の

取組のモデル開発を行うとともに、教員・教育支援者養成の質を高めることを目的とする。 
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学校の校長先生や教師になる人材を育てる先生 

金子 一彦（かねこ かずひろ） 

東京都立高校の国語科教員としての１６年間の教育実践や、東京都教育委員会指導主事等としての２０年間の

教育行政での経験を生かし、子供たちが将来社会的に自立した人間になるための教育の在り方を研究しています。 

具体的には、学卒院生に対しては、教員が身に付けておかなければならない基礎的な力として、学習指導や生

活指導・進路指導に関する指導力や、学校組織の一員としての能力開発を。現職院生に対しては、将来の教育管

理職の候補者として身に付けておかなければならない、学校運営に必要な知識や実践的な手法の在り方などを明

らかにすることです。若手教員の育成や教育管理職不足への対応など、現在学校現場が抱える課題の解決につな

げるために、学校の管理職や指導主事の遣り甲斐を伝えながら、より広い視点から教育に携わろうとする人材の

育成に力を注ぎたいと思っています。 

●教育活動 

 東京都教育委員会主催教育管理職候補者研修における講師 

 共同出版シンポジウム「教職課程における教育センターの役割」パネリスト 

 東京教師養成塾「若き教師に期待する-これから教師になる皆さんへ-」講演 

 東京都公立高等学校副校長協会「副校長に期待する」講演 

●学会及び社会における活動 

 東京都福生市教育委員会外部評価委員 

 一般社団法人東京都小学校 PTA 協議会研修会「東京都の主要施策について」講演 

 東京都中学校 PTA 協議会リーダー研修会「高校中退・不登校を防ぐために」講演 

 東京都台東区校長園長会「人材育成について」講演 

所  属  教職大学院 
     専門分野  教育行政 
     研究課題キーワード 

学校組織、教員の指導力 

 

学校づくりの先生 

福本 みちよ（ふくもと みちよ） 

論文：「横浜市における分権型教育行政組織の再編整備による学校支援体制の構築～教育委員会による学校支援

の課題と展望～」日本教育行政学会編『教育行政学研究と教育行政改革の軌跡と展望』教育開発研究所（２

０１６年） 
これからの学校のあるべき姿を表す言葉として、昨今、「チーム学校」や「地域とともにある学校」「地域の核

としての学校」といったフレーズが多く使われるようになってきています。様々な地域や子供の実情に応じて質

の高い学校教育を提供していくために、そして地域とともにある学校づくりを実現していくために、今、教育行

政には、各学校の運営上の課題を踏まえたきめ細やかな支援を通して、学校自らの自主性や自律性を生かした学

校づくりをサポートしていくことが求められています。例えば横浜市では、2010 年度より「より学校に近い場所

から、教育課程や学校経営等を適確・迅速かつきめ細かく支援することで、学校の自主性・自律性をさらに高め、

校長のリーダーシップによる学校経営を推進する」ことをねらいとした学校支援制度を立ち上げました。こうし

た学校支援の制度化は、他の自治体においても進められています。また海外に目を向けてみると、ニュージーラ

ンドの学校支援制度は先進的であり、幾度かの修正を繰り返しながら定着しています。 

 この研究では、教育行政に求められる「支援」という観点から、今後の教育行政の在り方、自律的な学校づく

りの在り方を模索することをねらいとしています。日本では、学校支援に対する考え方やシステム設計がまだま

だ脆弱です。どのような支援の在り方が学校の内発的な改善力を高め得るのか、研究を続けています。 

所  属  教職大学院 
     専門分野  学校経営 教育行政 比較教育 
     研究課題、キーワード 

学校評価、学校支援、ニュージーランド、学校組織 
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中学･高校の数学教員を目指す学生を支援する先生 

矢嶋 昭雄（やじま あきお） 

数学の楽しさ、面白さ、美しさに生徒自らが気付くことのできるような授業を目指して研究をしています。中

学校で扱う図形には、とても不思議な性質が潜んでいます。なぜそのような性質が成り立つのか、もととなる条

件を変えるとそれに伴って成り立つ性質がどのように変わるのかなどを考えることを通して、論理的な思考力や

考えたことを表現する力などを身につけることが期待できます。また、日常生活における問題解決に、数学で学

んだことを活用することも大切だと考えています。 

単にテストの問題が解けるかどうかを大切にするのではなく、生徒たちの「数学的な見方・考え方」が豊かにな

るような数学の授業のあり方を考えています。 

 一方、教員を目指す学生の支援に関しては、教員免許を取得する上で欠かすことのできない教育実習のあり方

について研究しています。特に、不安を抱えた学生に対する適切な支援の内容や方法を探っています。 

所  属  教職大学院 
     専門分野  数学教育 教師教育・教育実習 
     研究課題、キーワード 

図形の性質、発見的方法、数学的活動、教育実習、メンタルヘルス支援 

 

 

教育方法学の先生 

渡辺 貴裕（わたなべ たかひろ） 

著書：『グローバル化時代の教育評価改革 ―日本･アジア･欧米を結ぶ―』分担執筆／日本標準（２０１６年） 

著書：『教育プレゼンテーション 目的・技法・実践』分担執筆／旬報社（２０１５年） 

著書：『教育におけるドラマ技法の探究 「学びの体系化」にむけて』分担執筆／明石書店（２０１４年） 

著書：『ドラマと学びの場 ３つのワークショップから教育空間を考える』共著（２０１４年） 

身体を動かして想像上の空間をつくりだすことによって学習を促進する手法（演劇的手法、ドラマ）について

研究を進めてきている。あらかじめ考えておいたこと、決められたことを声や身体を使って表すということでは

なく、身体を動かし他者とかかわりそこで自分の感覚を働かせることによって新たな気付きを得る学び方である。

こうした学び方は、身体や想像力といった要素を活用し、従来の学校教育での学習の姿を変えていくものとして

近年注目を集めている。教師がこうした手法を活用していくことへの手助けはもちろん、演劇の実演家が学校に

かかわる際のサポートも行ってきた。研究のベースの一つはイギリスのドラマ教育である。イギリスでは、ドラ

マ教育が分野として確立され、ドラマについての、あるいは、ドラマを通しての学習に関して、理論と実践が蓄

積されてきた。ほぼ毎年イギリスを訪問して、現地の学校での調査を継続してきている。 

所  属  教職大学院 
     専門分野  教育方法学 
     研究課題キーワード 

ドラマ教育、演劇教育、授業論、教師教育 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクト 

連携等の相手方：東京都 

期間： 2015 年度以降現在にいたる。 

概要：「アクティブ・ラーニング」と呼ばれる新たな学びの形について、大田区立矢口小学校を「実践フィ

ールド校」として、東京都教育委員会や都内教職大学院との連携のもと、実践的な研究を進めてきた。

校内研修会の新たなモデルの開発などを行ってきている。 

ＨＡＴＯプロジェクト 

「演劇的手法による教員養成課程の学生並びに現職教員のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 

連携等の相手方：北海道教育大学、大阪教育大学、愛知教育大学 
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期間： 2014 年度以降現在にいたる。 

概要：教員養成や教員研修において演劇的手法を活用することの意義やその手法に関して、北海道教育大学

の主導のもと、ＨＡＴＯの４大学合同プロジェクトとして取り組んできた。単なるスキル向上ではない、

各自が抱く教師像の問い直しや構築と結びついた取り組みを行ってきている。 

 

地域の生態学の先生 

小柳 知代（こやなぎ ともよ） 

論文：「伝統知に基づく多様な植物資源利用とその変遷―新潟県十日町市に位置する中山間集落を事例に−」『 

環境教育学研究』（２０１６年） 

『保全生態学の挑戦』第１０章「地域的な絶滅と時間－景観変化が引き起こす絶滅の遅れ」分担執筆／東京大学

出版会（２０１５年） 

私が専門とする景観生態学は、地域を一つの単位として捉え、そこでの自然的・社会的要素の相互関係の理解

を通じて、望ましい地域環境のあり方を検討するための研究分野です。私はこれまで、日本の里山を対象として、

生物多様性の保全や生態系の持続的管理を目的とした研究を行ってきました。 

里山の生物多様性は、初期の農耕・採集から近年の不可逆的な土地改変に至るまで、様々な人間活動による影

響を受け、ダイナミックに変化し続けてきました。そのため過去の人間活動の多角的な評価なくして、将来に渡

る生物多様性の長期的動態を理解することは不可能だと考えられます。これまでは、主に植物を対象として、里

山における過去の人間活動の歴史が、長いタイムラグを介して現在の種の分布や多様性に与える影響を明らかに

し、生物多様性の将来予測と生態系管理に向けた具体的な知見を見出すことを目的とした研究を続けてきました。 

最近では、地域に伝わる伝統的な生態学的知識に着目し、植物資源利用によってもたらされる様々な生態系サ

ービスの定量的な評価に関する研究も進めています。日本の里山といっても、その景観は一様ではなく地域によ

って異なります。都市近郊や山間部など自然条件および社会的条件の異なる様々な里山を環境教育の場とするこ

とで、生態系からもたらされる多様な価値を再評価し、人間活動と地域の生物多様性保全の両立の可能性を探っ

ていきたいと考えています。 

所  属  環境教育研究センター 
専門分野  景観生態学 
研究課題、キーワード 

景観変化、生物多様性、伝統知、植物資源利用 

 

〈人間として生きること〉を皆さんと一緒に考え表現したいと願っている先生 

原子 栄一郎（はらこ えいいちろう） 

1980 年代半ば、『もうひとつの日本地図』（野草社）という本が出版されました。この本には、農場、八百屋、

パン屋、レストラン、消費者グループ、反戦グループ、反原発グループ、自然保護グループ、女性のグループ、

障がい者グループ、からだと心のグループ、学びの場、民宿などなど、様々な分野の取組みが紹介されていまし

た。それぞれの関心、目的、経緯、規模、現状、課題は異なりますが、それらを貫く共通のテーマは、「いのちの

ネットワーク」と呼ぶことができるものでした。「私たちは自分自身の内に、誰からも決しておびやかされること

のない平和な心を持つことを願うでしょう。真に人々と和解し、自然と和解し、大宇宙と交感する能力を取り戻

すために、＜魂を起こす旅＞を続けるでしょう。」という編集部のメッセージに突き動かされて、ぼくは、この本

を片手に各地を訪ね歩きました。その時に持っていたもう一つの本は、中野孝次著『はみだした明日』（文藝春秋）

でした。これがぼくの「環境教育」の原点であり、立ち返るところです。 

 2010 年代に入って、ぼくは、不知火海の漁師である緒方正人さんに出会いました。彼は、私たちの日常生活は

システム社会から抜け出すことはできないが、そこに魂が閉じ込められることなく、38 億年の生命誌の世界に連

なって生かされていると実感する時に、人として本当に生きているという気がする、とおっしゃいます。 

 ぼくは、「人間として生きる」現場を学生たちと訪ねながら、「脚下照顧」する「環境教育」に取り組んでいま

す。皆さんと＜魂を起こす旅＞に出たいと思います。 

所  属  環境教育研究センター 
     専門分野  環境教育学 
     研究課題、キーワード 

環境教育とは本当は何か? 
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環境教育の先生 

樋口 利彦（ひぐち としひこ） 

論文：「小学校の環境教育を支援する人の学びの分析－大学生と自然観察グループによる支援活動の事例から－」

『環境教育』（２０１５年） 

論文：「里地・里山における自然保全行動とそれを支える要素－環境教育の視点から－」『環境教育学研究（東

京学芸大学環境教育研究センター研究報告）』（２０１５年） 

論文：「他地域への訪問調査による環境保全行動の知識獲得－社会教育講座参加者の感想文の計量的分析－」『環

境教育』（２０１４年） 

環境教育と自然保全をテーマに教育研究活動を行っています。 

環境教育の理論的な研究とともに、学校と地域の連携に関する調査研究、地域の自然の保全活動に関する研究、

また科学的な調査活動を基礎にした環境教育の調査研究を行っています。 

所  属  環境教育研究センター 
     専門分野  環境教育学 自然保全 
     研究課題キーワード 

環境教育、自然保全 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

環境教育リーダー養成講座 

連携等の相手方：大学近隣の学校や社会教育施設および環境団体等 

期間：平成 24 年より平成 28 年。 

概要：学生の環境教育リーダーとしての能力を高めることをねらいとして、学生達と実践の場に出かけ、環

境教育の現場を学ぶまた支援する実践活動を企画運営した。 

小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム 

連携等の相手方：小金井市、国分寺市、小平市の教育委員会 

期間：平成 22 年から。 

概要：環境教育の先進的事例を広めるために、環境教育の実践活動を行っている団体や個人に報告発表して

もらう標記フォーラムを企画運営した。 

 

川の魚と展示の先生 

吉冨 友恭（よしとみ ともやす） 

論 文 ：「 Visualization of skeletal structure in Sakhalin taimen, Hucho perryi, using in vivo 

three-dimensional micro X-ray computed tomography.」（２０１０年） 

論文：「河川の環境教育と視覚メディア—映像とイラストレーションの役割—」廃棄物資源循環学会誌（２０１４

年） 

論文：「巡回プロセスに沿った展示の改善と改善効果の検証」展示学（２０１５年） 

河川は多くの人々にとって身近な存在ですが、その仕組みは複雑かつ動的であるため、まだ解明されていない

多くの課題が残されています。本研究室では、河川の生物に焦点を当て、それらと環境との関わりを探るための

研究を行っています。さらに、当該分野の研究成果や関連情報をわかりやすく表現し、展示や教材等のメディア

を通じて社会に橋渡ししていくための研究や創造活動を進めています。 

魚類の生理・生態に関する研究としては、河川等の水域に生息する生物の生理・生態に関する基礎研究、生息

環境との関わりを探る研究を行っています。主として魚類の生息環境履歴の解読に関する研究、体内組織構造と

含有元素の映像化に関する研究を進めています（Yoshitomi et al. 2010）。また、環境教育メディアに関する研

究では、水環境の事象の視覚情報化や（吉冨 2014）、展示や教材に関する研究を行っています。水族館や川の資

料館における展示の提案や評価（吉冨ら 2015 ）、インフラや防災をテーマにした教材や情報提供ツールの開発や

活用に関する研究等を進めています。 
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北海道ポンウエンベツ川での学生 
とのフィールド調査（水辺の学び 
デザインプロジェクト） 
 
 
 

所  属  環境教育研究センター 
     専門分野  環境教育学 自然保全 
     研究課題、キーワード 
 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

水辺の学びデザインプロジェクトＷａＳＩＴ 

連携等の相手方：米国コカ・コーラ財団 

期間：2016 年 4 月〜2021 年 3 月 

概要：水辺の学びデザインプロジェクト WaSIT では、水辺をテーマにしたスペシャル・インタレスト・ツア

ー（WaSIT: Special Interest Tours）に出かけ、見つけた場所やコースがもつ学びの可能性を探りま

す。その経験を活かし、チームになってオリジナルのツアー・パッケージやショート・ムービー等の教

材をデザインしていきます。「水辺」「観光」「教育」「デザイン」をキーワードにした学生主体の新しい

取り組みです。 

沖縄観光インフラカードによる新たな観光振興に関する調査 

連携等の相手方：一般財団法人 沖縄美ら島財団 

期間：2016 年 1 月〜2017 年 9 月 

概要：沖縄では、観光を広く支える公園、ダム、道路、橋梁、港湾等のインフラ（infrastructure）の重要

性について一般の方に広く容易に理解してもらうため、内閣府が沖縄エリアのインフラ施設を対象とし

た「沖縄観光インフラカード」を発行しています。そのデザインと導入効果の検証について、美術の正

木研究室と連携して取り組んでいます。 

教育資源としての河川構造物の活用及び普及啓発に関する検討 

連携等の相手方：共和コンクリート工業株式会社 

期間： 2016 年 4 月〜2017 年 3 月 

概要：教育資源としての河川構造物の活用及び普及啓発について、大学院の授業実践（フィールド実習）を

通して検討しています。ダムや魚道等の構造物、水産試験場や水族館を巡り、生物や物理環境の調査を

体験しながら、治水、利水、環境の観点から河川のあり方について考える機会を設けています。 
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教育相談と特別支援教育の先生 

橋本 創一（はしもと そういち） 

著書：『乳幼児期における発達生涯の理解と支援②知っておきたい発達障害の療育』ミネルヴァ書房（２０１６

年） 

著書：『キーワードで読む発達障害研究と実践のための医学診断/福祉サービス/特別支援教育/就労支援』福村出

版（２０１６年） 

著書：『インクルーシブ教育システム時代の言葉の指導−コミュニケーション能力の向上を目指して−』（２０１６

年） 

「サポートが必要な子どもたちの野外活動・外出支援ミニハンドブック−不登校、PTSD、発達障害・知的障害の

ある子どもたちが元気になる活動と援助のためのヒント−」東京学芸大学教育実践研究支援センター紀要

（２０１６年） 

「【DVD 教材】障害児の早期発見とスクリーニング・アセスメント」（株）アローウイン（２０１６年） 

著書：『ダウン症者とその家族でつくる豊かな生活』福村出版（２０１５年） 

著書：『S-M 社会生活能力検査の活用と事例 ‐社会適応性の支援に活かすアセスメント‐』日本文化科学社（２

０１５年） 

著書：『家庭と学校が連携・育てる SST 指導プログラム』ラピュータ（２０１４年） 

著書：『知的障害教育における専門性の向上と実際―知的障害教育指導の充実と人材育成を目指して―』ジアー

ス教育出版社（２０１４年） 

著書：『特別支援教育・教育相談・障害者支援のための ASIST 学校適応プロフィール－適応スキル・支援ニーズ

のアセスメントと支援目標の立案』福村出版（２０１４年） 

研究報告書：「地域及び施設で生活する高齢知的・発達障害者の実態把握及びニーズ把握と支援マニュアル作成」 

厚生労働省（２０１４年） 

私の研究は、①発達障害や知的障害のある子どもの特別支援教育、②学校生活をうまくおくれない児童生徒の

学校不適応（不登校、仲間はずれ、学習困難など）の相談支援、③発達障害や知的障害のある子どもの乳幼児期

の早期療育、④発達障害や知的障害のある子どものアセスメント（知能検査、発達検査、適応尺度）と指導・支

援法（SST，認知行動療法）、⑤発達障害や知的障害のある青年・成人の不適応や退行現象への治療、などの実態

把握、検討と新たな支援法の開発です。 

所  属  教育実践研究支援センター 教育臨床研究部門 
専門分野  障害児心理学 教育臨床学 臨床心理学 
研究課題、キーワード 

発達障害、知的障害、ダウン症、学校不適応、不登校、特別支援教育、 

カウンセリング、ＳＳＴ、認知行動療法、精神医学、退行 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

モンゴル障害児の教育改善プロジェクト 

連携等の相手方：JICA（国際協力機構） 

期間：2015 年 9 月～2019 年 3 月 

概要：JICA の国際貢献プロジェクトとして、モンゴルにおける障害児の早期発見と対応に関する施策やパ

イロット研究の実施に対して、専門家スタッフとして指導助言をおこなっている。 
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理科教育と教育実習の先生 

宮内 卓也（みやうち たくや） 

「理科教員養成のための大学教員と附属学校教員が連携した講義」（２０１６年） 

本学に開設されている主に理科選修・専攻の学部学生を対象とした講座について、主に理科教育に関わる本学

教員と附属学校の教員とが連携をはかりながらオムニバス形式の講義や学芸カフェテリアにおける講義を計画立

案するとともに、計画立案した講義を実践し、理科を志望する学生の資質向上と教育実習における教科指導の充

実に資することを目的にしている。こうした取り組みは、附属学校にとどまらず、広く地域の実態と連携したも

のがのぞましいと考えている。 

所  属  教育実践研究支援センター 教育実習指導部門 
専門分野  理科教育、教育実習 
研究課題、キーワード 

思考力・表現力の育成、教育実習 

 

子どもの学びやことばの育ちを支援する特別支援教育の先生 

大伴 潔（おおとも きよし） 

著書：『乳幼児期における発達障害の理解と支援① 知っておきたい発達障害のアセスメント』ミネルヴァ書房

（２０１６年） 

論文：「連載（全12回）：基礎から学ぶことばの発達と障害」『発達教育』（２０１５年～２０１６年） 

論文：「LC スケールと LCSA の適用と可能性」『コミュニケーション障害学』（２０１６年） 

論文：「語彙や文法面の力と状況説明力との関連について：典型発達児と言語コミュニケーションに困難のある

児童との比較を通して」東京学芸大学紀要（２０１６年） 

論文：「動詞の語尾形態素の獲得過程：獲得の順序性と母親からの言語的入力との関連」『発達心理学研究』（２

０１６年） 

論文：「幼児期から学齢期までの言語発達の縦断的検討―家庭での言語経験要因を含めた発達過程のモデル化―」 

東京学芸大学教育実践研究支援センター紀要（２０１６年） 

論文：「自閉症スペクトラム障害者の学齢期における文章理解困難の実態―後方視的な質問紙調査による検討―」

東京学芸大学紀要（２０１６年） 

子どもは乳幼児期から家族や仲間に囲まれて、意思疎通を通して成長していきます。学齢になれば、ことばは

学びの手段ともなります。発達に気がかりなところのある子どものなかには、ことばやコミュニケーションの育

ちに遅れのある子どもがいます。私は、子どもの家族や、幼稚園・保育園などでの保育担当者や学校の先生方と

ともに、子どもの学びや伝える力をどのように育てていくかを考え、発達支援に携わってきました。家庭、保育・

幼児教育の現場、学校、医療機関と連携しながら、それぞれからのご相談を受けたり、子どもに直接かかわった

りする仕事を行っています。学校教育の場も、特別支援学校、通級指導学級、特別支援教室、通常の学級と幅広

くありますが、それぞれのニーズに応じて対応を行っています。 

人には個性があるように、学びやことばのスタイルにも個人差があって当然です。そこで、一人ひとりの長所

を含めて子どもの実態を明らかにするアセスメント（評価）にも関心があります。ことばやコミュニケーション

の評価法として、これまで乳幼児向けの LC スケールや、学齢児向けの LCSA を開発してきました（学苑社刊）。こ

のようなアセスメントから明らかになる個人の特徴をどのように支援に結びつけていくかを検討しています。 

所  属  教育実践研究支援センター 特別ニーズ教育支援部門 
     専門分野  言語コミュニケーション障害学 言語コミュニケーション発達 特別支援教育 
     研究課題、キーワード 

言語発達障害、特別支援教育、支援方法学、コミュニケーション障害、 

学習障害 
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知的発達障害者の生涯発達支援の先生 

菅野 敦（かんの あつし） 

著書：『ダウン症者とその家族でつくる豊かな生活―成人期ダウン症者の理解とサポート実践プログラム』／福

村出版（２０１５年） 

成人期以降のダウン症者に対しての支援への課題が山積するなかで,まず,成人期以降のダウン症者の発達過程

を明らかにした.これまでの先行研究により明らかになってきた成人期以降のダウン症を巡る諸課題と発達のタ

イプについて解説した.以前より,成人期以降のダウン症者においては,早期老化現象やアルツハイマー病の発症

などが指摘されてきた.また,急激退行,さらには精神・神経症状についても報告されており,こうした症状に対応

していくことが課題となっている.それらの課題について解説し,続けて生涯発達のタイプについて説明した.成

人期ダウン症者に見られる生涯発達のタイプを4つに分類し,各タイプについて説明した.また,それらの4タイプ

は,退行のないタイプ群と退行のある群に分けてそれぞれを比較した.これらの成人期以降のダウン症者にみられ

るそれぞれのタイプへの理解を深めることがより効果的な支援へとつながっていく重要性を示した. 

著書：『社会就労センターハンドブック』全国社会就労センター協議会 全国社会福祉協議会（２０１５年） 

社会就労センターハンドブックの中で筆者は障害者支援の基本的な考え方について整理し,その重要性を解説

した.具体的には,「支援とは」では福祉における支援という用語の成り立ちについて解説し,支援という用語の概

念を図に表し,整理した.「支援のプロセス」では実際に支援を行っていく際に福祉現場や教育現場でどのような

プロセスを経ることが重要なのか説明した.「障害児・者の発達段階」では特に知的な障害を併せ持つ人々に支援

をする上でその本人の発達段階を理解しておくことの重要性を示した.「支援内容」では実際にどのような支援を

していくのか生涯発達の視点をもとに 4 つの領域を踏まえ,ライフステージに合わせた支援の重要性について解

説した.知的障害者が「はたらく」ということでは作業の捉え方から解説し,知的障害者の技能や能力の向上・獲

得に向けた各ステップを示し,解説した.さらに「職業指導における態度とその指導」では教育基本法でも使用さ

れている「態度」の概念を整理し,職業教育における態度を 6つに分類し,示した.態度についても生涯発達の視点

からみた指導の重要性を説明している. 

論文：「成人期知的障害者におけるライフステージ別の支援課題の検討－相談支援事業所への相談内容の調査を

通して－」『発達障害支援システム学研究』（２０１６年） 

概要：成人期の知的障害者数の増加などを背景に,知的障害児・者への支援では,乳幼児期,学齢期のみならず,成

人期以降も含めて生涯発達の視点をもって取り組む必要がある.本研究では,相談支援事業所への相談内容の調査

を通して,成人期知的障害者の「支援課題」を抽出し,それらのライフステージ別の特徴を明らかにすることを目

的とした. 

特徴：相談支援事業所への成人期知的障害者の相談内容（自由記述）425 件を対象に,ICF の活動と参加の９領域

を用いて分析した.結果として,10・20 代は他のライフステージと比較して,主に就労に関する「支援課題」が多

かった.これは就労移行に関わる時期であることや離職率との関連が示唆された.また,50 代は他のライフステー

ジと比較して,「家庭生活」や「金銭管理」に関わる「支援課題」が多かった.これは,家族との生活から,一人暮

らし,グループホームなどへの生活の場の移行と関連していることが示唆された. 

今後の展望：ICF の活動と参加の９領域に基づき,成人期知的障害者のライフステージ別の「支援課題」の特徴が

明らかになった. 今後は,ライフステージ別の「支援課題」に応じた具体的な支援方法を検討していくことが必要

であると考える. 

論文：「知的障害者の日常生活活動に関する研究―日常生活における自己決定支援の階層構造の考察―」（２０１５年） 

概要：知的障害児・者の自己決定に関しては,これまでも多くの研究がなされてきた.グループホームといった生

活の場における自己決定支援は,日常的に頻度も高く,その支援の質は知的障害者の QOL に直結していると考えら

れる.また,多くの先行研究から自己決定の構造と知的障害者本人の認知機能との関連についても検討していく必

要性があることが示唆されている.したがって,日常生活における自己決定支援を検討するためには,諸活動を人

間の基本的欲求とそこで求められる認知判断のレベルによって領域分けし,その階層構造を明らかにする必要性

がある背景から,本研究では,日常生活活動を人間の基本的欲求とそこで求められる認知判断のレベルによって領

域分けをし,日常生活における自己決定支援の階層構造を明らかにすることを目的とした. 

特徴：K 県 Y市の成人期知的障害者施設を利用する知的障害者 204 名を対象として,「生活適応支援チェックリス

ト（2004 年度版）」の項目を用い,調査対象者の支援者に対して,対象者の日常生活活動に関する質問を行った.そ

の結果,各領域における欲求のレベルは領域が低次なものから高次なものになるにつれて,個人の「生理的欲求」

から他者との関わりを通じた「社会的・文化的欲求」に移っていくことが示唆された.すなわち,日常生活におけ

る自己決定に関しても,低次なものから高次なものまでの階層性があることが予想された. 

今後の展望：本研究で示した自己決定支援の階層構造は知的障害者の自己決定の限界を示したものではなく,障

害の特性と認知発達能力を適切に把握し,それぞれの自己決定場面において求められる認知判断能力との差異を

埋めるための具体的な支援策の検討するための一助になることを期待している. 
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論文：「成人期知的障害者の生活適応に関する研究 : 生涯発達及び障害特性の視点による生活適応支援の検討」

東京学芸大学紀要（２０１５年） 

概要：成人期以降の知的障害者の生活適応に関して,どのライフステージで,どのような変化がみられるのか,ま

た変化の様相は知的水準や障害種別によって違いがあるのか,それらを明らかにすることは成人期知的障害者支

援の重要な視座を与えることになると筆者は考えた.そのような背景から,本研究は生涯発達の視点から成人期知

的障害者の生活適応の変化を知的水準別に検証し,その特徴を明らかにするとともに,障害種別の生活適応の特徴

を検証することを目的とした. 

特徴：K県 Y市の知的障害者施設を利用する知的障害者 200 名を対象とし,「生活適応支援チェックリスト（2004

年度版）」の項目を用い,調査対象者の支援者に対して対象者の生活適応に関する質問を行い,それを分析した.

その結果,「中軽度」群においては,他者とのコミュニケーションにおける支援の必要性が示唆された.「重度」群

では,利用者本人の活動への意欲を育み,活動の幅と量を拡大することが求められていることが示唆された. 

今後の展望：対象者の能力的な問題ではなく,支援者も含めた環境による要因が大きいと思われ,支援の在り方を

問い直す必要性が示唆された.それぞれの障害種群別におけるニーズを明らかにするうえでは，生涯発達の視点か

らライフステージ別の変化や支援課題を検証することが必要である。 

学会発表：「通園施設における発達障害児への食事マナー指導の取り組み」 

「ダウン症児の幼児期における摂食指導が就学後に及ぼす効果」 

「安定した生活を送るための日課づくりの工夫」 

「主体的に働く態度を育てる作業学習の実践」 

「知的障害者の移行期に関する文献研究」 

「一般企業における知的障がい者社員に対する業務評価項目作成の試み」 

発達障害支援システム学研究（２０１５年） 

学会発表：「学齢期ダウン症児における認知機能の特性に関する分析「模倣によるひもとおし」課題による注意

機能の特性の分析」 

「成人期知的障害者のための公開講座 「自分をもっと知ろう」における障害理解調査の報告」 

「相談支援事業所への相談内容から見る成人期知的障害者の 学習ニーズに関する研究 −ライフステー

ジ別に見る本人と支援者の比較を通して−」 

「オープンカレッジ東京2014「いっしょに学び、ともに生きるⅩⅠ」第4回講座「ディスカバーJAPAN Ⅶ」

まとめと検証「「味噌」を題材とした比較の「学習方法」の学び」」 

「成人期知的障害者のための公開講座「キャリアをデザインする～結婚について考えてみよう～」」 

日本特殊教育学会第53回大会（２０１５年） 

学会発表：「成人期知的障害者の日常生活関連活動に関する研究 ―基礎的学習能力との関連による階層構造の

考察―」 

「ダウン症児者の心身機能の変化に関する研究（2）―ダウン症候群の老化度・退行度チェックリス

トによる検討―」 

「成人期知的障害者の生活の場の移行に関する研究 ―移行の課題と家族の意識の考察から―」 

日本発達障害学会第50回大会（２０１５年） 

私は、知的障害者の乳幼児期、学齢期、成人期を通した生涯発達支援について研究を進めています。知的障害

者の支援については、「かかわる（コミュニケーション）」「くらす（自立生活）」「まなぶ（学習・余暇）」「はたら

く（作業・就労）」の４領域からなる「生涯発達支援と地域生活支援の４領域」に合わせて行うことが必要である

と考え、４領域に合わせた支援プログラムの作成を行っています。 

 「まなぶ（学習・余暇）」については、成人期知的障害のある人々の生涯学習支援として「オープンカレッジ東

京（OCT）」という取り組みを主宰しています。教育基本法でも生涯学習の保障が明記されているものの、成人期

を迎えた知的障害者の生涯学習は未だ十分に保障されているとは言えません。OCT では成人期知的障害者の学習

ニーズの高い「地理」「科学」といったテーマに合わせた学習内容を作成するとともに、問題解決のプロセスに合

わせた学習方法の開発に取り組んでいます。 

 障害種別に関しては、主にダウン症に焦点をあてて研究を進めています。ダウン症は医学的な方法による確定

診断が可能であり、診断に基づき症候群としての特性を探ることが可能であるものの、研究はわずかであり検討

の余地が大いに残されています。障害特性については「発達」「疾病」「行動変化」「老化・退行」「心身機能」な

どに焦点をあて、ライフステージ別の支援内容及び支援方法の検討を行っています。 

所  属  教育実践研究支援センター 特別ニーズ教育支援部門 
専門分野  知的発達障害心理学 
研究課題キーワード 

発達障害、知的障害、ダウン症候群、生涯発達支援、乳幼児期、学齢期、 

青年期、成人期、成人期移行、老化と退行、学習の過程、授業 
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特別支援教育と ICT の先生 

小林 巌（こばやし いわお） 

著書：『キーワードで読む発達障害研究と実践のための 医学診断／福祉サービス／特別支援教育／就労支援 

福祉・労働制度・脳科学的アプローチ』日本発達障害学会（監）／福村出版（２０１６年） 

論文：「Japanese sentence handwriting learning system for special needs education」the 17th International 

ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility（２０１５年） 

学会発表：「書字学習支援アプリ「かける君（極）」を用いた知的障がい教育のための学習成果を実生活に結び付

ける教材の開発」「特別支援教育における書字学習支援アプリケーション「かける君（極）」と連携する個

別指導管理支援システム」教育システム情報学会（２０１５年） 

学会発表：「特別支援学校幼稚部と公立保育園の定期的交流におけるタブレット端末の活用－言葉のない幼児が

見せる思い出画像による保育園児たちの意識の変容を焦点にー」 

日本特殊教育学会第 53 回大会（２０１５年） 

学会発表：「知的障害特別支援学校における情報モラル教育に関する調査研究」日本教育工学会第 31 回全国大会

（２０１５年） 

学会発表：「特別支援教育における書字学習支援アプリ「かける君（極）」情報処理学会第 77 回全国大会（２０

１５年） 

近年、ICT（Information and Communication Technology: 情報通信技術）の社会的普及に伴い、教育の分野に

おいても ICT を活用した授業の実践等が社会的に注目されてきています。特別支援教育の分野に関しても、使い

方次第で ICT を児童生徒の学習に役立つことが教育関係者のみならず、多くの方々に理解されるようになってき

ています。 

現在この分野では、タブレット端末の活用を中心とする教育実践が関係者の注目を集めている状況と言えるで

しょうが、その効果的な活用方法や課題については、まだまだ多くの実践や様々な検討の蓄積が求められていま

す。そこで、障がいを有する児童生徒を対象に、主にタブレット端末を活用した教育実践を行い、その教育的効

果についての検証を行ったり、特定の教育活動のためのアプリ開発を行ったりしています。今までに対象として

きた障がい種としては、視覚障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、知的障がい、発達障がいが挙げられます。 

また、この分野の実践経験が少ない教員や学生を対象に、特別支援教育における ICT 活用についての知識を深

めることを目的とした教育カリキュラムや教材の検討も行っています。これらを通して、児童生徒一人一人に適

した学習環境を構築・提供するための仕組みを追求していけたらと考えています。 

所  属  教育実践研究支援センター 特別ニーズ教育支援部門 
専門分野  情報科学（情報システム学） 教育・社会系心理学 教育工学 
研究課題キーワード 

障害児(者)心理学、教育工学、情報科学 

 

体の反応が気になる心理学の先生 

池田 一成（いけだ かずなり） 

私が研究している学問は心理生理学（Psychophysiology）といって、脳の働きと心の働きを関係づける研究領

域の一つです。この学問の研究法では人間の心理的・行動的変数を操作し、その結果として心理的・行動的反応

とともに生理的反応を測ります。例えば、高齢者の聴力を調べるとき、様々な高さ、大きさの音刺激を参加者に

提示して聞こえを報告してもらう手続きが心理的・行動的変数の操作になります。実際に参加者が音を聞き取っ

て報告できる程度は心理的・行動的反応です。これに加えて聞き取り時の脳反応を記録すれば、操作の結果とし

ての生理的反応を測定したことになります。 

これまで私がおこなった研究で主なものは、やはり音を聞いている際の脳反応を脳波という指標で測って分析

することです。通常の聴力検査では参加者に音刺激を聞いてもらい、主観的に聞こえたか否かを報告してもらい

ます。この方法ですと、乳児や重い障害者のように自分で報告することができない人には用いることができませ

ん。これに対して脳波反応（ABR）は音刺激によって自動的に生じますので、乳児や重い障害者の場合でも客観的

な聴力検査が可能になります。具体的には脳波反応がハッキリ生じる音刺激の大きさから開始して、徐々に音刺

激を小さくしていきます。そうすると脳波反応が生じなくなる音刺激のレベルが解りますので、その一歩手前の

大きさがその人の客観的な聴力になります。この客観的な聴力検査に最も適した音刺激はクリック音と言います。

私の研究では参加者に音刺激を傾聴させたり逆に無視させたりするのですが、そのように注意状態を変化させて
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もクリック音によって生じた脳波反応は動揺することが滅多にありません。それに対して時報のようなバースト

音によって生じた脳波反応は注意状態の影響を受けやすく、より不安定であるという結果が得られています。        

 心理生理学の実験をおこなう様子です。 

 

所  属  教育実践研究支援センター 生涯発達支援部門 
     専門分野  心理生理学 
     研究課題キーワード 

認知機能、発達障害、評価法 

 

民族音楽学の先生 

有澤 知乃（ありさわ しの） 

著書：『Dichotomies between ‘Classical’and‘Folk’in the Intangible Cultural Properties of Japan.』

Music as Cultural Heritage: Policy, Ideology, and Practice in the Preservation of East Asian 

Traditions.（２０１２年） 

論文：「中華学校における音楽教育−横浜山手中華学校と横浜中華学院を事例として―」東京学芸大学紀要（２０

１５年） 

著書：『Akiko Fujii: Telling the Musical Life Stories of a Hereditary Jiuta Singer of Japan.』Women Singers 

in Global Contexts: Music, Biography, Identity University of Illinois Press（２０１３年） 

様々な国や地域の音楽を研究する民族音楽学を専門としています。近年は多文化社会における音楽をテーマに、

アイデンティティの構築や異文化間の交流において音楽はどのような役割は果たしているかという課題に取り組

んでいます。現在の研究の中心は中華街の芸能や中華学校の音楽教育などですが、朝鮮・韓国系の人々や日系移

民、アイヌや沖縄などの音楽も研究対象としています。多様な社会で人々はどのように生きるのかを音楽という

視点から考えています。 
 また、グローバル化社会で伝統的な音楽はどのように変化していくのかという課題にも取り組んでいます。主

に日本の箏や三味線などの伝統楽器を用いた音楽が、古い要素と新しい要素が織り交ざりながら変化していく過

程や、演奏家たちの様々な試みや考え方について研究を行っています。 
所  属  留学生センター 
専門分野  民族音楽学（アジア[主に日本］） 

     研究課題キーワード 

多文化社会の音楽、グローバル化社会の音楽 
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横浜関帝誕 (2013) 

 

言語学と日本語教育の先生 

岡 智之（おか ともゆき） 

論文：「多文化共修科目の挑戦：2015 年春学期「異文化理解とコミュニケーション」の授業実践と振り返り」東

京学芸大学紀要（２０１６年） 

私は留学生センターで、留学生に対する日本語教育を行っています。専門は、言語学、日本語文法です。最近

は、場の観点からの言語学（場の言語学）の体系化を目指しています。朝鮮語や中国語と日本語との対照研究も

進めています。また、留学生と日本人学生との共修科目（多文化共修科目）において、異文化理解や多文化社会

の理解をすすめる教育を行っています。課外活動として、国際交流合宿、多文化交流カフェ、コリアカフェ、チ

ャイナカフェ、にほんごカフェなど留学生と日本人学生との交流活動を企画・運営しています。 

さらに、今年は、在日外国人の問題だけでなく、セクシャルマイノリティや障がい者なども含めて、多様性に

開かれた社会の実現を目指す取り組みとして、ヒューマンライブラリーを開催しました。今後は、狭い専門にと

どまるのではなく、多文化社会コーディネーターとして、地域社会との連携も進め、「現場生成型の実践研究」を

すすめていきたいと考えております。 

東京学芸大学ヒューマンライブラリー２０１６ 

所  属  留学生センター 
専門分野  言語学、日本語教育、異文化間教育 

     研究課題キーワード 

場の言語学、留学生と日本人学生との共修教育 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

東京学芸大学ヒューマンライブラリー 
連携等の相手方：広く地域に開かれたイベント 

期間：2016 年 12 月 4 日 
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概要：生きている「本」と読者との対話を通して、多様な生き方を認め合う、多様性に開かれた社会の実現

を目指すイベント。在日外国人・留学生、セクシャルマイノリティ、障がい者、ユニークなキャリアを

持った方などに「本」として来ていただき、彼らの話を聞きたい方と引き合わせて、個人的体験などに

ついて、約 30 分単位で数回語っていただく対話のコーナー（1 人につき 2～3 人の聞き手）を中心に、

ミニ講演会も開催。 

東京学芸大学公開講座：留学生から見た日本語のおもしろさ～世界の日本語・日本語教育事

情～ 

連携等の相手方：地域連携 

期間：2016 年 6 月 18 日 

概要：本学大学院で学ぶタイ、カンボジア、スウェーデンの留学生を講師に迎えて、各国の言葉や文化、ま

た自分の研究テーマなどを紹介してもらいながら、留学生から見た日本語のおもしろさや各国の日本

語・日本語教育事情などについて話してもらった。 

 

ことばの先生 

斎藤 純男（さいとう よしお） 

（１）何百年も前にアラビア文字で書かれたモンゴル語の文献のうち最大のもの（ウズベキスタンの博物館が所

蔵、延べ約 28,000 語）について、アラビア文字の綴りを精査し、当時のモンゴル語の音韻体系や語彙を考察しま

した。その過程で、1938 年にロシアの研究者がその文献に１例存在するとした或る文法要素が、実はそのロシア

人の読み間違いによるもので、存在すると 70 年間信じられてきたその要素は実はなかったということを発見しま

した。 

（２）シベリア南部のトゥバ語という言語の母音を音響音声学的に分析し、元々は声調を持っていなかったその

言語に声調が発生している可能性を示唆しました。 

（３）台湾の閩南語の声調がイントネーションによってどう影響を受けるかということを実験的に研究しました。 

所  属  留学生センター 
専門分野  音声学、言語学 

     研究課題キーワード 

音声 

 

発達心理学（特に，認知発達）の先生 

榊原 知美（さかきばら ともみ） 

学会発表：「多文化保育における子どもの自発的な共生方略と保育者の援助（ラウンドテーブル「多文化保育か

ら子どもの発達を考える」での話題提供）」日本発達心理学会第 27 回大会（２０１６年） 

学会発表等：「文化の中の子どもの学び−「数」理解の生得的基盤と社会文化的影響」平成 28 年度第 1 回 JSL 研

修会（２０１６年） 

「無理なく文字や数を理解できるようにするには？」（取材）学研ホームページ 「ママノート」（8 月 25 日（２

０１６年） 

「自著を語る『算数・理科を学ぶ子どもの発達心理学―文化・認知・学習』『心理学ワールド 70 号』（２０１６

年） 

著書：『算数・理科を学ぶ子どもの発達心理学―文化・認知・学習』編著／ミネルヴァ書房（２０１４年） 

論文：「5 歳児の数量理解に対する保育者の援助：幼稚園での自然観察にもとづく検討」『保育学研究』（２０１４

年） 

幼い子どもは，就学後の学習の基盤となる様々な知識を日常生活や遊びの中で身につけています。私はこれま

で，認知発達心理学の視点から，幼児期の学びや発達について，なかでも数や算数に焦点をあてて研究をすすめ

てきました。具体的には次の 2 つの研究があげられます。 
 1 つは，保育現場のフィールドワークを通して，保育者の数に関わる子どもへの援助の実態と効果について検

討してきました。従来の国際比較研究では，日本の幼児が豊富な数知識を持つことが報告されていますが，私の
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研究は，そのような豊富な数知識を幼児がどのようにして身につけているのかを明らかにするものです。これま

での調査では，日本の保育者の「直接的な指導に頼らない」援助が，幼児の数知識の獲得を効果的に促している

ことが確認されています。 
 2 つ目は，国際結婚や移住などで文化間の移動を経験している子どもの学びや発達に関する保育者や親の認識

と援助のあり方に関する研究です。国内外の研究者と共同で，多文化保育を行っている園でのフィールドワーク

や NY 在住の日本人保護者を対象とした調査などを行ってきました。成果の一部は「算数・理科を学ぶ子どもの

発達心理学」（ミネルヴァ書房）で報告しています。 
 また，これらの幼児の知的発達に関する研究と並行して，大学生の異文化理解に関する実践的な研究も行って

います。これは日中の大学生に文化的な視点の違いを意識させる話題で討論を行わせるもので，文化的信念の相

対性を理解するうえで情動反応が重要な役割を果たしている可能性を示唆する結果が得られています。 

 
所  属  国際教育センター 
専門分野  発達心理学、認知心理学 

     研究課題キーワード 

数概念、文化、知識獲得、社会文化的アプローチ、科学的思考、幼児教育 

 

日本の学校に通う外国の子どもたちに対する支援・教育を考えている先生 

菅原 雅枝（すがはら まさえ） 

所  属  国際教育センター 
専門分野  外国人児童生徒教育 

     研究課題キーワード 

外国人児童生徒教育、日本語教育、学習支援 

地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

日本語指導者養成講座 

連携等の相手方：小平市国際交流協会 

期間： 2015 年 5 月～7 月、2016 年 8 月 

小平市国際交流協会と連携して、地域に暮らす外国人住民への日本語ボランティア養成講座、外国の子ども

たちをサポートするための基礎講座や支援者養成講座を企画、実施しました。講座を修了した方たち

が公民館で日本語教室を始めています。 
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異文化理解、マイノリティ教育（外国人児童生徒、多様な文化背景の子どもと大人、学校の性的少数者な

ど）について、日本とヨーロッパの状況を比較研究している異文化間教育が専門の先生 

吉谷 武志（よしたに たけし） 

論文：「人権教育におけるアンネ・フランク巡回展の活用―日本における可能性と課題―」共著『国際教育評論』 

（２０１５年） 

論文：「連続講座「セクシュアル・マイノリティ（LGBT） と学校」―セクシュアル・マイノリティの視点から学

校を考える―」共著（『国際教育評論』２０１５年） 

主たる研究は異文化間教育、比較国際教育、国際理解教育分野での異文化理解、移民、マイノリティ教育に関

する国際比較研究です。 

 海外においてはヨーロッパの国際機関「欧州審議会」（Council of Europe, Strasbourg）や国際 NGO「アンネ・

フランク・ハウス」(Anne Frank House, Amsterdam)などにおける異文化間教育の実践、教員研修支援について、

その理論と実践について研究しています。近年では、移民や難民の受け入れについて、その教育について関心を

持っています。 

 国内では、学校や地域に増えている文化的な背景が異なる子どもや大人（外国人児童生徒、多様なルーツをも

つ子ども、大人）の教育や社会参加のあり方の実地調査と学校での指導実践の課題を明らかにしつつ、多文化共

生のための教育について研究しています。 

所  属  国際教育センター 
専門分野  異文化教育学 

     研究課題、キーワード 

多文化共生、異文化間教育、EU、外国人児童生徒教育、NGO、 

移民教育政策、ヨーロッパ、教員研修 

 

メディア・リテラシー教育の先生 

上杉 嘉見（うえすぎ よしみ） 

論文：「広告規制と消費者教育――カナダ・ケベック州における子どもの保護と商業宣伝の倫理」東京学芸大学

紀要（２０１５年） 

論文：「学校コマーシャリズム規制の現在――国連報告書の勧告とケベック州の事例から」東京学芸大学教員養

成カリキュラム開発研究センター研究年報（２０１６年） 

私はこれまで主に，メディア・リテラシー教育カリキュラムについて研究を進めてきました。拙著『カナダの

メディア・リテラシー教育』（明石書店，2008 年）は，1980 年代末に世界に先駆けてメディア・リテラシー教育

を教育課程に導入したカナダのオンタリオ州の高校英語科の教材に注目したものです。この本にはインターネッ

トやスマートフォンが普及する前の事例も含まれていますが，そこでの広告やニュース番組，映画などの商業メ

ディアに対する分析観点は，いまでも通用すると考えられます。たとえば，メディアが伝える情報の意図や，そ

の情報に反映されている価値観を読み解くためには，その政治的・経済的・歴史的な背景まで視野に入れる必要

がある，ということなどです。さらに，カナダのメディア・リテラシー教育は，そうした意図と価値観を探るだ

けでなく，その妥当性を検討する機会も生徒に提供しています。 

このほか，上記のメディア・リテラシーの教材分析から派生するかたちで，「学校カリキュラムの商業化」とい

う現象も追いかけてきました。この研究は，営利企業が自社の商品・サービスと関連する授業を考案し，学校が

それを受け入れることで，教室が企業に都合の良い内容が教えられる「宣伝の場」になる恐れがあることを指摘

するものです。また，諸外国でのこうした企業の活動の抑制策についても調査をしています。 

今後は，企業の教育活動と関連が深い，消費者教育領域でのメディア・リテラシー教育実践にも目を向け，そ

の日本と諸外国との比較分析に取り組んでいく予定です。 

所  属  教員養成カリキュラム開発研究センター 
専門分野  教育学 
研究課題、キーワード 

メディア・リテラシー 
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カリキュラム、教師および教職、学校文化、生徒文化に関する社会学的研

究の先生 

金子 真理子（かねこ まりこ） 

調査報告書：『教員の仕事と意識に関する調査』HATO 教員の魅力プロジェクト報告書／HATO 教員の魅力プロジェ

クト（２０１６年） 

学会発表：「教師の教職観と自己像」（２０１６年） 

論文：「子どもの「意見表明権」の社会的意義―二つの教育実践の分析をもとに―」『子ども社会研究』（２０１

６年） 

論文：「小学校における英語教育―経緯・目的・実践のゆくえ―」『児童心理学の進歩 2015 年度版』（２０１５年） 

「「科学」カリキュラムの日英比較社会学―教科書の変化に注目して」科学研究費 基盤研究（Ｃ）（２０１７年） 

近年、PISA をはじめとする国際学力テストの結果が各国の教育政策に影響を及ぼしていますが、学力の平均的

水準に目が奪われて、学力の階層間格差の問題や、そもそも「何のための学力か」という学力の「質」「目的」「機

能」にかかわる問題が忘れられがちです。しかし、近年の震災や原発事故は、私たちがリスク社会の中に生きて

いることを気付かせました。何のために学ぶのかが、今までとは異なる文脈からも問われてくる社会の到来にあ

たって、私たちは学校空間を通して、いかなる知識を生産し、伝え、教えるべきでしょうか。 

私は、学校教育実践や教育改革のプロセスをフィールドにした質的および量的な調査研究に基づいて、カリキ

ュラム、教師および教職、学校文化、生徒文化に関する教育学的、社会学的研究に取り組んでいます。特に、子

どもが、学校空間を通して、いかなる能力と「ものの見方」を身につけているのかを検討しながら、教師の役割

と「未来のカリキュラム」を模索しています。「未来のカリキュラム」の概念は、未来の社会の概念、それを作り

だし維持するためのスキル、知識、姿勢、そしてこのような社会を現実的に可能なものとするような、知識の諸

形態間の関係を含んでいます。 

所  属  教員養成カリキュラム開発研究センター 
     専門分野  教育社会学 
     研究課題、キーワード 

カリキュラム、教師、教職、生徒文化 

 

思春期疾患を専門とする精神科の先生 

大森 美湖（おおもり みこ） 

学会発表：「WRAPにより生活の質が向上した大学生の一例～大学でのキャンパスWRAP（元気回復行動プラン）活

動を通して～」第18回日本学校メンタルヘルス学会（２０１５年） 

論文：「教育実習へのメンタルヘルス支援の成果と課題―4 年間の活動を通してー」『学校メンタルヘルス』（２０

１３年） 
東京学芸大学の保健管理センターに勤務するようになってから、教員を目指す学生が抱えるメンタルヘルスの

問題に向き合い、その支援を行うことが多くなりました。近年、教員の仕事は、仕事量の多さに加え、対人関係

がますます複雑化・多様化しており、それに対応するスキルが必要となっています。 

学生期間中にメンタルヘルスの問題を抱えたケースと出会った場合、もっとも理想的なのは、卒業までに時間

をかけ、投薬を含めた治療やカウンセリングを通して、人間的成長や対人スキルの向上を図り、教育現場での多

様なストレスに対応できるよう、アドバイスをすることです。 

元々家族療法を専門としていたこともあり、必要であれば、家族も治療に参加して頂くこともあります。卒業

までに、まだ常勤で働ける力が得られなかった学生の場合は、自分の力を知ることにより、非常勤やアルバイト

から始めて、少しずつ力をつけていくようなアドバイスをします。そのような学生でも、数年後に保健管理セン

ターを訪れて、常勤で働けるようになったという報告を聞くと本当に嬉しいものです。 

また近年は、WRAP（元気回復行動プラン）というアメリカのプログラムにも出会い、メンタルヘルスの予防活

動にも力を入れています。自分の「トリセツ（取扱説明書）」とも言えるこの WRAP は、上手に取り入れることに

より、病気になりにくい自分（または病気になっても悪化させない自分）を作っていきます。この活動を教職員

や大学生、高校生にも実践しています。 

所  属  保健管理センター 
専門分野  精神医学、思春期疾患、摂食障害、家族療法など 



98 
 

     研究課題、キーワード 

      摂食障害、家族療法、教育実習、WRAP 
地域連携、産学連携という視点で紹介したいプロジェクト 

WRAP ファシリテーター養成研修 in 多摩 

連携等の相手方：WRAP アドバンストファシリテーター、主に多摩地区在住住民 

期間：2014 年 4 月 9 日～13 日 

概要：自分のトリセツ（取扱説明書）ともいわれる WRAP(Wellness Recovery Action Plan 元気回復行動

プラン)を普及させるための、ファシリテーター養成研修講座を東京学芸大学にて開催。2 名の WRAP

アドバンストファシリテーターを招き、参加者は 18 名、東京学芸大学教育心理学講座の福井里江教

員と共に主催した。 

 

 

 

比較・国際教育学（教師教育研究）の先生 

佐藤 千津（さとう ちづ） 

公教育の担い手である教師の「質」や教員養成の「質」の保証が大きな課題となっています。2015 年の中央教

育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員育成コミュ

ニティの構築に向けて～」においても教職課程の質の保証・向上の重要性が指摘されています。教師に求められ

る「質」とは何か、またそれを保証するための要件はどのようなものか、といったことについて、海外諸国・地

域の教員養成制度と日本のそれを比較しながら研究しています。なかでも最近はイギリス（特にスコットランド）

やオーストラリアの制度や政策について見ています。 
 また、学校教育を支える環境づくりという観点から、社会教育や生涯学習の分野にも関心があり、地域の社会

教育委員や公民館運営審議会委員を務めながら社会教育行政の在り方についても考えてきました。かつて日本社

会では地縁や血縁あるいは社縁で人と人が結ばれていました。その縁が薄れたことによる社会的弊害が顕在化し、

そのような現代社会を「無縁社会」と呼ぶようになるとともに、「つながり」や「絆」の再構築が求められるよう

にもなりました。人は様々なつながりの中で生きていますが、教育における「つながり」とは何であり、それに

求められているものは何でしょうか。国際比較の観点から教育における「日本的つながり」の内実を検討し、地

域コミュニティにおける教育環境整備の課題について考えています。 
所  属  教員養成開発連携センター 
専門分野  比較・国際教育学 
研究課題、キーワード 

教師教育、教育政策、つながり、コミュニティ 

 


	TGU04
	02 目次
	本文（全文）

