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学校教育学科 特任教授 青木宏希 「環境」が「考える」きっかけとなる刺激的な空間作りについての実践研究

教授 市原　学 共感の生起メカニズム：二重過程理論からのアプローチ

教授 内山美恵子 第四紀学および水文地質学についての最新学術研究成果の研修と国際交流

教授 加藤　優
①体育授業の「遊び化」を可能にする指導法の研究
②バスケットボールゲームのゲームの流れが勝敗に及ぼす影響に関する研究

教授 上原明子 音韻認識及びフォニックス（つづりと音の関係）の指導法についての研究

特任教授 齋藤淑子 慢性疾患を抱える子ども理解と病弱教育・病院内教育実践のあり方について

教授 佐藤　隆 教育実践の基本構造の検討

教授 清水雅彦 声楽・合唱に関わる実践と指導法ならびに海外音楽事情調査

特任教授 滝井　章 主体的、対話的、深い学びのある算数授業の追究

教授 竹下勝雄 美術-絵画表現(ドローイング・ワーク）の制作と研究

教授 田中昌弥 日本の教育学におけるナラティブ・アプローチの応用可能性についての研究

教授 筒井潤子 乳幼児期・家庭還元論を超えた臨床教育学的乳幼児研究の共同構築に向けて　Ⅲ

教授 寺川宏之 3次元射影多様体の高次の埋め込みへの安定性条件の応用

公立大学法人　都留文科大学
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学校教育学科 教授 鳥原正敏 図画工作の可能性について　-表現と鑑賞の活動を通して-

特任教授 中井　均 富士火山を中心とした、南関東の火山噴出物の標準試料の整理とデータベース化-その11-

教授 中川佳子 読み書き計算能力に困難を示す児童・生徒に対する認知機能の評価と支援の検討

特任教授 原　まゆみ
知的・発達障害者の青年期教育の実状と課題について
-困難を抱えた青年の「学校から社会への移行」に求められるもの-（継続3年目）

教授 平野耕一 ストリング理論に基づく宇宙初期のインフレーションモデルの研究

教授 廣田　健
①教員養成における学生参画型・往還型カリキュラムの開発
②マイノリティの教育への権利保障-アイヌ民族にかかわる教育施策を中心に

教授 別宮有紀子 富士山の生態系における動物・植物・菌類の相互作用が一次遷移に与える影響の解明

教授 水口　潔 身体の運動感覚を高める指導方法の開発と実践（主にバレーボール、スノースポーツを通して）

特任教授 柳　宏 大学運動部の競技力向上のためのマネジメント研究(継続）

特任教授 山田暢司 新学習指導要領を踏まえた中学校理科教材の開発及びデータベース作成に関する研究

特任教授 山本直紀 図画工作の可能性に関する研究-表現と鑑賞活動を通した学びに誘う為の場と指導について-

教授 山森美穂
（a)小・中学校授業におけるデジタル立体地球儀の活用のための教材開発と試行
（b）大気重力波による中高緯度下部成層圏における微細構造の生成

准教授 新井　仁 批判的思考力の育成を目指した算数・数学の指導

公立大学法人　都留文科大学
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学校教育学科 准教授 岡野恵司 岩澤理論の発展－多重 Z_p-拡大の不分岐岩澤加群に関する研究ー

准教授 春日由香 児童詩創作指導実践における「技法」の指導

准教授 瓦林亜希子
日本とフランスにおけるフレネ教育や生活教育など、学習者主体の自由教育の実践と教育方法について、その奥にある思想・
哲学・歴史的観点からの研究

特任准教授 草津祐介 日中比較により文字文化教育の研究

准教授 十川菜穂 ピアノリサイタル　「ショパンからラヴェルへ、抒情の行方」

特任准教授 谷合弘行 分位数回帰モデルの有効推測から見た最適停止問題に係る研究

准教授 堤　英俊 特別支援教育と多文化教育の実践的交差に関する研究

准教授 武蔵由佳 教員養成大学における学生の不適応予防のための実践と効果に関する研究

特任准教授 山中聡恵
・ハイパー群のフーリエ解析
・美術と数学の教科横断的授業の開発

特任准教授 吉岡　卓 時制論理と時相論理を組み合わせたモデル構築と推論システムの作成

初等教育学科 教授 春日作太郎
幼少期におけるアタッチメント形成不全を背景とする自己概念の低さ、対人緊張、集中力欠如等の問題を抱える幼児から大
人までの生きにくさの低減に及ぼす表現活動や野外活動を交えた小集団処遇の効果の研究

准教授 平和香子

①富士山信仰と御師料理②アイヌ民族の衣服に関する研究～アイヌ文様を中心に～③大学生の被服製作に関する基礎技
能の実態④死装束とファイナルクチュール⑤被服構成における縮尺モデル製作の取り組み⑥魚食文化の継承・創造に向け
た授業デザインを考える⑦教員養成系大学生における、食物アレルギー及びアナフィラキシーショック、エピペンの使い方の知
識調査⑧学校制服に求められる価値の変遷と現在の機能性ニーズについて⑨アイヌの衣服に見る藍染め

公立大学法人　都留文科大学
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国文学科 教授 加藤敦子 日本近世演劇の研究

教授 加藤浩司 国語文献資料「仮名書梵網経菩薩戒(仮称）」の研究

教授 佐藤明浩 院政期を中心とする和歌文学作品の研究

教授 鈴木武晴 日本上代文学とその享受の研究

教授 寺門日出男 懐徳堂学派の研究

教授 長瀬由美 平安朝文学における漢文学の意義

教授 野口哲也 明治文学の表現理念についての比較研究

教授 野中　潤 教育ICTの先進校の実践研究とデジタル音源データベース作成

教授 古川裕佳 明治末期文学における「華族」「名家」の女性像の表象について

准教授 菊池有希
①バイロン受容の日英比較の比較文学的・思想史的研究
②「比較日本文化学」構築のための基盤的研究

特任准教授 小石川正文 新学習指導要領下の指導法開発ならびに教員採用の現状分析・具体的対応

准教授 田口麻奈 鮎川信夫と戦後詩をめぐる基礎研究および国際的視野への接続

英文学科 教授
OLAGBOYEGA,
Kowawole
Waziri

a.JAPANESE ENGLISH
ｂ.EMBEDDING　L1　INTO L2　VOCABULARY　LEARNING

公立大学法人　都留文科大学
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英文学科 教授 加藤めぐみ
①カズオ・イシグロ研究-歴史の深淵に迫る　②日本におけるヴァージニア・ウルフ研究を歴史化する　③フィミニスト・ディストピ
ア小説の系譜

教授 儀部直樹 科学的スピリチュアリティ教育を文学探究に生かす

教授 竹島達也 現代アメリカ演劇研究

教授 中地　幸 ジャポニスムとアジア英語文学・エスニック・マイノリティ文学の関係

教授 Hywel Evans World Englishes・English as a　Lingua Franca（共通語としての英語）

特任教授 萩原一郎 中学校、高校における効果的な英語授業づくりの研究

教授 福島佐江子 メタ語用論とポライトネス

教授 Hamish Gillies Second language learning motivation & identity/English through drama

教授 三浦幸子 教室内言語習得研究および教師教育（Classrooom research and teacher education)

地域社会学科 教授 春日尚雄 タイ北部にみる周辺国とのフラグメンテ―ションと交通インフラ整備

教授 神長　唯 公害発生地域における地域間格差の社会学的研究

教授 佐脇英志 日本人起業家(含社会企業家）の研究（海外・国内）

教授 鈴木哲雄 中世東国文化論からの香取本「大江山絵詞（酒呑童子絵巻）」に関する総合的研究

公立大学法人　都留文科大学
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地域社会学科 特任教授 高田　研 ＳＤＧ’Ｓの推進に関する研究

教授 髙橋　洋 日欧のエネルギー政策に関する比較研究

教授 田中里美
①住民自治組織について・福祉のまちづくりについて
②海外の地方/地域の現状の把握。とくにフィンランドについての情報収集・地方制度および医療保健福祉制度改革・自治体
内分権の現況

教授 西尾　理 社会科教育学の研究

教授 樋口雄人 山梨県および山梨県内自治体における地方議会改革の現状と課題

教授 両角政彦 地域経済における農業地域の活性化方策に関する研究

准教授 大野直樹 アメリカのインドシナ政策の変遷　―第二次世界大戦末期からベトナム戦争期―

准教授 鈴木健大
人口減少・少子高齢化が進行する地方市町村における、自治体と連携した地域づくりに係るプロジェクト型授業の展開と手法につい
て

講師 小島　恵 環境法における新たな諸問題を予防原則から考える

講師 冨永貴公 公民館”的なもの”をめぐる社会教育・生涯学習の原理と実践

講師 福島万紀 山村地域における農林業の継承可能性の検討―地域サポート人材に着目して―

社会学科 教授 菊池信輝 現代日本の保守化・右傾化と財界のグローバル戦略

教授 進藤　兵
（1）東京都政、現代日本の地方自治、現代日本政治
（2）現代ヨーロッパの政治

公立大学法人　都留文科大学
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比較文化学科 教授 伊香俊哉 日本軍による「三光」の実態とその記憶

教授 大辻千恵子
1990年代はじめの第二期黒人映画ブーム：刑罰国家アメリカ形成への文化的背景
（課題2　大量拘禁社会とブラック・カルチャー（継続））

教授 邊　英浩 朝鮮、韓国における土着思想、及びナショナリズム

教授 分田順子
分断社会/多文化社会で活動する市民社会組織（CSO)の国際比較研究-紛争後の社会再建/共生を目指すコミュニティ・ド
ラマ・グループを中心に（最終年度）

教授 山本芳美 顔・身体表現から検討するトランスカルチャー下の装飾美

准教授 内山史子 フィリピン・コモンウェルス期教育政策におけるフィリピン革命と国民史の語り

准教授 岸　清香 1990年代以降のアジア太平洋における美術生産

准教授 齊藤みどり カリブ文学の自然と女性の表象について

准教授 佐藤　裕 インド都市部における低所得層の階層移動とジェンダー再編に関する開発社会学的研究

准教授 志村三代子 ①「冷戦時代の「日米合作映画」における総合的研究」②映画監督・渋谷実研究③松本清張と映画

国際教育学科 教授 青山郁子
・生徒による教師の心理的特性の認知と学習モチベーションとの関連
・チーム学校としてLGBTいじめに対応する教職員の知識・態度・効力感の調査

教授 原　和久 交換留学プログラムの開発に関する研究

教授 茂木秀昭
①ディベート等の議論を通じた探求型の教育をどのように導入、活用することで、クリティカル・シンキングやコミュニケーション
能力の向上に教育効果が上がるか②関連する周辺分野を援用した異文化コミュニケーション論の再構築

公立大学法人　都留文科大学
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国際教育学科 講師 木下　慎 ジャン＝リュック・ナンシーの共同体論の教育学的意義

講師 佐々木南美 ガラパゴス化する日本の高等学校教育課程における論文指導-国際バカロレア「課題論文」の指導と評価との比較を中心に-

講師
Nordstrom
Karl Johan

戦前の映画史

講師 山辺恵理子 学生間の国際交流を深める仕掛けとしての哲学対話の可能性

地域交流研究センター 教授 北垣憲仁
①都留文科大学周辺の哺乳類相
②身近な野生動物の教材化

准教授 山口博史
①地域生活と移住経験者に関する研究②地域関係資料の情報化に関する基礎研究③ベルギー研究会シンポジウムに向けた実
践・研究活動

情報センター 准教授 相澤　崇
①初等中等教育における体系的で系統性のある情報教育の在り方について
②大学生の情報リテラシー育成

特任准教授 小河智佳子
①道徳科の検定教科書における情報モラル教材の特徴分析②初年次学生の高等学校情報科における知識習得の現状③
高等学校情報科における「情報の科学的な理解」に基づいた知識に関わる重要語句の整理分類

共通教育センター 准教授 日向良和 新しい図書館の姿を提案する

語学教育センター 特任教授 桑原奈智子 中国語学(文法）、中国語教育法、中国文化と日本文化の比較

特任教授 髙橋雅子 日本国内の日本語教育における非母語話者日本語教師に関する研究

准教授 豊嶋朗子 学習意欲を損なわない英語授業評価研究

特任准教授 宮城春美 中南米のスペイン語　(外国人向けのコース）

公立大学法人　都留文科大学
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語学教育センター 講師
デルグレゴ　ニ
コラス

ライティングセンターチューターの研修、ライティングセンターの運用

国際交流センター 特任准教授 周　非 日本近代文学研究

教職支援センター 特任教授 泉　宜宏
・生活綴方実践や生活教育のなかで、教師はどのように子ども理解を深めていくか
・生活科・総合学習と子どもの手の働きや認識の発展を考える

特任教授 亀田孝夫
主体的・対話的で深い学びの道徳授業の研究
～児童生徒の発達段階と指導方法～

特任教授 宮下　聡 子どもの権利としての教育と指導のあり方、思春期と向き合う生徒指導についての研究

特任准教授 村上憲司 校内研究の重要性～学習指導要領の影響と教育実習授業経験との関連から考える～

特任講師 小俣一夫 教師力形成過程における学校インターンシップの重要性～学校現場体験と学生の自己肯定感との関わり～

文学部 教授 早野慎吾
①マンホール蓋に関する社会言語学的研究②ギャンブル依存症とパチンコ宣伝広告に関する研究③人形浄瑠璃八王子車
人形西川古柳「動き」の研究

公立大学法人　都留文科大学


