
代表者（所属　職名） 研究課題

矢嶋 摂子 和歌山大学 システム工学部 教授

門 晋平 和歌山大学 システム工学部 助教

本宮 暢子 大阪市立大学 生活科学研究科 特任教授

出口 美輪子 大阪市立大学 生活科学研究科 特任助教

鉄口 宗弘 大阪教育大学 教育学部 教授

深澤 優子 大阪教育大学 教育学部 准教授

住濱 水希 岐阜大学 教育学部 准教授／大阪大学 核物理研究センター

特任准教授

谷口 七重 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 助教

藤田 和史 和歌山大学 経済学部 准教授

立見 淳哉 大阪市立大学 経営学研究科 教授

橋本 唯子 和歌山大学 クロスカル教育機構 准教授／図書館副館長

久堀 裕朗 大阪市立大学 文学研究科 教授

佐賀 朝 大阪市立大学 文学研究科 教授

菅原 真弓 大阪市立大学 文学研究科 教授

高橋 圭一 大阪大谷大学 文学部 教授

西田 正宏 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科

／上方文化研究センター 教授

福村 智恵 大阪市立大学 生活科学研究科 准教授

西川 章江 大阪教育大学 教育学研究科 准教授

横山 久代 大阪市立大学 都市健康・スポーツ研究センター 准教授

鵜川 重和 大阪市立大学 生活科学研究科 准教授

荒木 良一 和歌山大学 教育学部 准教授

竹田 恵美 大阪府立大学 理学系研究科 准教授

青木 宏子 大阪教育大学 教育学部 非常勤講師

高橋 暁生 積水ハウス株式会社

ESG 経営推進本部 美術館事業室 絹谷幸二 天空美術館 研究員

小島 明子 大阪市立大学 生活科学研究科 准教授

福田 ひとみ 帝塚山学院大学 人間科学部 教授

松村 羊子 畿央大学 健康科学部 教授

島田 希 大阪市立大学 文学研究科 准教授

田中 滿公子 大阪教育大学 連合教職実践研究科 特任教授

岡田 和子 大阪教育大学 連合教職実践研究科 特任教授

佃 千春 大阪教育大学 学務部教務課 特命職員

田中 真秀 大阪教育大学 連合教職実践研究科 特任准教授

木原 俊行 大阪教育大学 連合教職実践研究科 教授

松岡 秀人

菅 道子 和歌山大学 教育学部 教授

山﨑 由可里 和歌山大学 教育学部 教授

沼田 里衣 大阪市立大学 文学研究科 准教授

杉田 菜穂 大阪市立大学 経済学研究科 准教授

木野村 昭彦 積水ハウス株式会社 住生活研究所 課長

山﨑 美波 積水ハウス株式会社 住生活研究所 社員

津江 大志 積水ハウス株式会社 住生活研究所 社員
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大阪市立大学

　吉田 朋子

　人工光合成研究センター 教授

人工光合成光触媒高度設計のためのナノ粒子

助触媒新規合成法の構築

　横山 久代

　都市健康・スポーツ研究センター

　准教授

多面的アセスメントによる障がい者アスリートの

栄養戦略の確立

　岩崎 昌子

　理学研究科 准教授
機械学習を用いた物理学実験用機器制御技術の開発

　小関 珠音

　都市経営研究科 准教授

工業地域の再生と「豊穣化の経済」－場所の記憶、

ツーリズム、コミュニティー、エコシステム

　奥野 久美子

　文学研究科 准教授

講談資料コレクションの収蔵とデジタル整備

―講談師・初代悟道軒圓玉日記の翻刻校注を

出発点として―

　早見 直美

　生活科学研究科 講師

地域連携食育ネットワークによる都市部小中学生の

主体的な健康行動を促す食育プログラムの実施と評価

　岡崎 純子

　教育学部 教授

広域分布種における交雑ゾーンでの遺伝的多様性と

形態変異の解析
植松 千代美 大阪市立大学 理学研究科 准教授

　藤井 律子

　人工光合成研究センター 准教授

海洋性緑藻ミルの光合成器官における強光馴化の

分子メカニズム

　三枝 栄子

　理学研究科 講師

低エネルギー励起と高効率発光を実現する

新規ランタノイド錯体の設計と合成
林 聡子 和歌山大学 システム工学部 准教授

大阪教育大学

　渡邉 美香

　教育学部 准教授

図画工作科・美術科教材のWEBモデルの構築

―美術館鑑賞教材をモデルとして―

　井奥 加奈

　教育学部 教授

食物学基礎実験の一環としてのオンライン実験と

教育効果に関する研究

　出野 文莉

　教育学部 准教授
オンラインによる幼稚園児・小学生の漢字教材の提案 大岩本 幸次 大阪市立大学 文学研究科 教授

　田村 知子

　連合教職実践研究科 教授
Withコロナのカリキュラムマネジメントの探索

積水ハウス株式会社

　服部 正子

　住生活研究所 課長

住まいにおける子どものオンライン学習スペースの

研究

和歌山大学

　秋元 郁子

　システム工学部 准教授

先端ESR装置を活用した半導体材料における

光キャリアおよび光誘起スピンの研究

大阪市立大学 理学研究科／研究基盤共用センター

特任准教授

　上野 智子

　教育学部 准教授

音楽に付随するエンカレッジ機能を援用した

「自立活動」の教材開発


