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深澤 優子 大阪教育大学 教育学部 准教授

住濱 水季 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

荒木 良一 和歌山大学 教育学部 准教授

竹田 恵美 大阪公立大学 理学研究科 准教授

   三枝 栄子

   理学研究科 講師

高いエネルギー効率を可能にする発光性ランタノイド

錯体の合成
林 聡子 和歌山大学 システム工学部 准教授

横山 久代 大阪公立大学都市健康・スポーツ研究センター 教授

本宮 暢子 大阪公立大学 生活科学研究科 特任教授

山崎 祐子 大阪公立大学 医学研究科 講師

鉄口 宗弘 大阪教育大学 教育学部 教授

藤田和史 和歌山大学 経済学部 准教授

立見淳哉 大阪公立大学 経営学研究科 教授

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

早見 直美 大阪公立大学 生活科学研究科 講師

西川　章江 大阪教育大学 教育学部 准教授

横山　久代 大阪公立大学 都市健康・スポーツ研究センター 教授

鵜川　重和 大阪公立大学 生活科学研究科 准教授

佐久間　敦史 大阪教育大学 地域連携・教育推進センター 准教授

齋藤　直子 大阪教育大学 地域連携・教育推進センター 特任准教授

木川剛志 和歌山大学 観光学部 教授

増田聡 大阪公立大学 文学研究科 教授

   岡崎 純子

   教育学部 教授

島嶼における訪花昆虫相シフトは蜜分泌特性の分化を

もたらすのか；形態変異と蜜分泌の相対成長解明
名波 哲 大阪公立大学 理学研究科 准教授

碓田 智子 大阪教育大学 教育学部 教授

米澤 千昌 大阪教育大学 教育学部 特任講師

小池 志保子 大阪公立大学 生活科学研究科 准教授

田村知子 大阪教育大学 連合教職実践研究科 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

木原俊行 大阪教育大学 連合教職実践研究科 教授

陸奥田維彦 大阪教育大学 連合教職実践研究科 特任教授

島田希 大阪公立大学 文学研究科 准教授

青木 宏子 大阪教育大学 教育学部 非常勤講師

加藤可奈衛 大阪教育大学 教育学部 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 大阪公立大学 文学研究科 准教授

杉田 菜穂 大阪公立大学 経済学研究科 教授

木野村 昭彦 積水ハウス株式会社 住生活研究所 スペシャリスト

秋山　寿美江 積水ハウス株式会社 住生活研究所 スペシャリスト

服部　正子 積水ハウス株式会社 住生活研究所 スペシャリスト

津江　大志 積水ハウス株式会社 住生活研究所 社員

国吉　真夕 積水ハウス株式会社 住生活研究所 社員

鍋島 美奈子 大阪公立大学 工学研究科 教授

西村 真実 帝塚山大学 教育学部 准教授

木村 均 帝塚山大学 現代生活学部 准教授

吉住 優子 帝塚山大学 現代生活学部 研究員

帝塚山大学

　辻川 ひとみ

　現代生活学部 教授

保育施設の室内環境に関する研究 ―線路沿いに立地す

る保育施設の事例―

大阪公立大学 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

特別支援学校音楽科における「即興表現」のための教材

開発：音楽に付随するエンカレッジな機能に着目して

積水ハウス株式会社

　山﨑　美波

　住生活研究所 社員
住まいにおける子どものオンライン学習に関する研究

　秋元 郁子

　システム工学部 准教授

半導体結晶にトラップされた電子・正孔スピンの空間分

布解析

　西川 章江

   教育学部 准教授

外国人留学生向け日本文化体験プログラムの支援活動を

通じた大学生の生活文化理解に関する研究

　田中真秀

　連合教職実践研究科 准教授

コロナ禍のカリキュラムマネジメントにおける学校の

個別性とそれを支える教育委員会の指導・助言・援助

和歌山大学

　出野 文莉

　教育学部 准教授
中国の筆法から学ぶ書写・書道教材開発の試み 大岩本 幸次 大阪公立大学 文学研究科 教授

　渡邉 美香

　教育学部 准教授

ウェブ教材を用いた美術教育実践データの収集と検証ー

美術鑑賞活動の行動観記録をもとにした経験の共有を

中心にー

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

高橋 暁生

文部科学省補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」
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大阪公立大学

　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シミュレーターの基礎開発

　藤井 律子

　人工光合成研究センター 准教授

光の波長に応答した光合成アンテナ超複合体の

形成挙動の解明

　出口 美輪子

　生活科学研究科 特任助教

パラアスリートへのオーダーメイド型栄養サポートを

可能にするエネルギー消費量の推定方法の確立

大阪教育大学

   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」ー場所の記憶、

ツーリズム、コミュニティー、エコシステム

　吉田　朋子

　人工光合成研究センター 教授

XAFS測定システムの構築と反応中の人工光合成光触媒

その場分析

　福村 智恵

　生活科学研究科 准教授

地域連携食育ネットワークにおけるICTを活用した児童

生徒の食育プログラムの実施と評価

すべての子どもの学力保障に向けての方策

ー大阪の同和教育・人権教育の実践資料分析を通してー

   玉城　明子

　文学研究科 特任講師

   菅原 真弓

   文学研究科 教授

阪和地域の「文化資源」発掘と検証、

記録に関する研究


