
（単位：千円）
交付決定額
直接経費

1 基盤研究（B）
（一般） 家政教育 教授 山根 真理 20H01567 「ライフコースと世代」の再編に関する比較家族史的研

究 3,700

2 基盤研究（B）
（一般）

教育ガバナンス 教授 野崎 浩成 21H00903 AI翻訳を用いた多言語運用能力の習得と言語学習環
境の構築・言語教育の在り方の解明 2,200

1件 小　　　　　　計 5,900

（単位：千円）
交付決定額
直接経費

1 基盤研究（C）
（一般） 情報教育 准教授 梅田 恭子 17K01079 情報モラル教育の学習目標の種類に応じた学習プロセ

スと学習活動を示した指導法の開発 700

2 〃 国語教育 教授 矢島 正浩 18K00610 言語の複層性に基づく日本語条件表現史の分析 800

3 〃 日本語教育 教授 稲葉 みどり 18K00713 第二言語としての日本語の物語文における発達の普遍
的・個別的特徴に関する研究 700

4 〃 学校教育 准教授 釜田 史　 18K02332 戦後日本における教育学部の成立過程に関する事例
研究 600

5 〃 外国語教育 教授 建内 高昭 19K00906 「難易度の異なる文」と「ワーキングメモリ容量の個人差」
との関わり 900

6 〃 社会科教育 准教授 阿部 亮吾 19K01184 オーストラリアの大都市圏に対するアジア系留学生のイ
ンパクトに関する地理学的研究 600

7 〃 教育ガバナンス 准教授 川北 稔 19K02130 「8050問題」の実態調査およびライフステージに応じた
効果的支援策の研究 800

8 〃 教育ガバナンス 准教授 二井 紀美子 19K02583 発達の気になる外国にルーツをもつ幼児の教育支援体
制：就学移行支援を中心に 900

9 〃 生活科教育 教授 中野　真志 19K02704 生活科における非認知的な能力の育成に関する開発
的研究 700

10 〃 美術教育 教授 松本 昭彦 19K02838 アクティブ・ラーニングによる人物画指導に関する研究 300

11 〃 健康支援センター 教授 田中　優司 19K02910 障害者の社会参加に関する研究ー障害者のための救
急救命講習の教育プログラムの開発 900

12 〃 数学教育 准教授 野崎　寛 19K03445 無限アソシエーションスキームにおけるDelsarte理論の
研究 700

13 〃 数学教育 准教授 佐久間 紀佳 19K03515 レヴィヒンチン型表現からの自由確率論の研究 600

14 〃 理科教育 准教授 阿武木 啓朗 19K03868 カイラル結晶状態の粘弾性と連星中性子星合体の物
理 500

15 〃 理科教育 教授 児玉 康一 19K03885 原子核乾板デジタルアーカイブス計画ーRUNJOB公開
とDONUTへの挑戦― 1,100

16 〃 理科教育 教授 中野　博文 19K05731 マイクロ波を活用した日本脳炎ウイルス感染阻害剤の
合成 500

17 〃 保健体育 教授 鈴木　英樹 19K11519 筋萎縮からの回復におけるβ2-作動薬の適用に関する
研究 600

18 〃 保健体育 教授 上原 三十三 19K11574 動感理解に基づいた器械運動指導のための運動観察
力育成教材の開発 800

19 〃 国語教育 准教授 鈴木 達明 20K00367 天人観に基づく韓愈の文学観の再検討 600

20 〃 国語教育 准教授 堂薗 淑子 20K00368 謝霊運の詩文における｢景｣｢情｣相関と仏教・道教思
想 300
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（単位：千円）
交付決定額
直接経費

21 基盤研究（C）
（一般）

教育ガバナンス 教授 尾崎　俊介 20K00387 アメリカ及び日本における自己啓発本出版史の研究 700

22 〃 学校教育 教授 野平　慎二 20K02427 人間形成論的ビオグラフィ研究の前提となる人間形成
概念に関する理論的・経験的研究 400

23 〃 学校教育 准教授 趙　卿我 20K02513 「高次の思考力」を育む学習カリキュラムと教育評価の
開発 800

24 〃 学校教育 准教授 片山 悠樹 20K02585 「移動する地方の女性」の移行と職業教育に関する追
跡的研究 700

25 〃 国語教育 講師 砂川　誠司 20K02762 国語科メディア対話論の構築―対話過程における学び
の明確化― 300

26 〃 幼児教育 教授 林　牧子 20K02790 子どもの心情に対する実感的理解を通した保育観への
気付きを促す教育プログラムの検証 700

27 〃 数学教育 教授 山田 篤史 20K02909 インフォーマルな表現からプリフォーマルな表現への移行を
促す割合指導に関する研究 300

28 〃 数学教育 教授 飯島　康之 20K03206 ICTを利用した数理的探究の教材開発と授業実践 1,500

29 〃 情報教育 教授 松永　豊 20K03207 プログラミング教育の低年齢化に伴うシームレスな地域
連携型カリキュラムに関する研究 700

30 〃 数学教育 教授 淺井　暢宏 20K03652 多様な非可換性に起源を持つ作用素の確率論的研
究 800

31 〃 保健体育 准教授 寺本　圭輔 20K11462 平泳ぎのあおり足キックの技術的特性の解明と新たな指
導方略の開発 400

32 〃 教育ガバナンス 准教授 堀内　真由美 20K12457 ホスト国における移民の社会的統合―「ウィンドラッシュ
の娘たち」の経験から 900

33 〃 外国語教育 准教授 田口　達也 21K00705 「経験サンプリング法」による教室外における英語学習意
欲・学習行動メカニズムの解明 300

34 〃 教育ガバナンス 准教授 中山　弘之 21K02168 青年期における部活動とサークル活動への条件整備確
立に向けての理論的根拠の解明 1,000

35 〃 学校教育 准教授 竹川 慎哉 21K02261 教師の批判的リテラシー形成に向けた教師教育プログラ
ムの開発研究 400

36 〃 幼児教育 講師 櫻井　貴大 21K02424 インクルーシブな集団形成に寄与する加配保育者の援
助モデルの構築 300

37 〃 学校教育 特別教授 清水 克博 21K02434 「真正の学習」からキャリア形成型コンピテンシーの育成
を図るための指導要素の解明 1,000

38 〃 技術教育 教授 本多　満正 21K02462 技術科教員の実践的成長を支援する実践コミュニティ
に関する研究 400

39 〃 幼児教育 准教授 麓　洋介 21K02490 遊びにおけるコミュニケーションによって展開する即興的
音楽表現教育プログラムの開発 600

40 〃 養護教育 教授 浅田　知恵 21K02519 教職大学院における育成指標の分析を踏まえた養護
教諭の資質能力向上プロセスの解明 1,300

41 〃 福祉 准教授 佐野　真紀 21K02546 高校福祉科における体験的コミュニケーション理解促進
プログラムの開発 700

42 〃 健康支援センター 教授 田中　生雅 21K02602 ICTによる学びに大学生は適応できるかー健康支援の
側面でー 900

43 〃 特別支援 准教授 小倉　靖範 21K02723 特別支援学校における「協働性」を基盤としたカリキュラ
ム・マネジメントモデルの構築 1,400

44 〃 理科教育 准教授 政田　洋平 21K03612 原始中性子星ダイナモ：系統的数値モデリングで探る
中性子星の磁気的分岐の物理 1,100

45 〃 理科教育 教授 星　博幸 21K03699 関東対曲構造（屈曲構造）東翼部の回転運動史の
解明 1,000

46 〃 理科教育 准教授 島田　知彦 21K06302 越冬するオタマジャクシの生理特性の違いが生み出す種
内の多様性に関する考察 1,800

47 〃 理科教育 教授 渡邊　幹男 21K06315 ナガバノイシモチソウの花と捕虫葉で生じるポリネーターの
コンフリクトと種分化の解明 500

48 〃 幼児教育 教授 鈴木　裕子 21K11521 幼少期のからだを動かす遊びにおける非認知能力の可
視化 1,300

48件 小　　　　　　計 35,800
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（単位：千円）
交付決定額
直接経費

1 若手研究 特別支援 准教授 相羽 大輔 19K14296 弱視学生の教育環境整備に対する大学教員の態度に
関する包括的研究 800

2 〃 理科教育 講師 常木 静河 19K16210 被子植物の多様化機構としての花の左右相称化 0

3 〃 保健体育 准教授 成瀬 麻美 19K20069 表現遊びにおける「個性的な動き」とは何かー児童の
「発想」から指導法を導き出すー 300

4 〃 生活科教育 講師 西野 雄一郎 20K13869 アメリカのK-2探究的学習理論・実践を活かした生活科
探究的学習理論・指導法の確立 700

5 〃 保健体育 准教授 縄田 亮太 20K19597 イエナプラン教育を踏まえた異年齢集団におけるボール
ゲームの学習プログラムの開発 900

6 〃 特別支援 講師 岩本　佳世 21K13625 小学校通常学級での相互依存型集団随伴性に基づく
学習支援プログラムの開発と効果検討 1,100

6件 小　　　　　　計 3,800

（単位：千円）
交付決定額
直接経費

1 奨励研究 附属高校 教諭 増田　朋美 21H03969 国内外の数理コンテストを利用した高校生の数学的表
現力の向上のための研究 460

2 奨励研究 附属高校 教諭 西牟田　哲哉 21H03982 新科目「歴史総合」の準備状況と近現代史授業実践
の課題―新教科書分析と全国調査― 470

2件 小　　　　　　計 930

（単位：千円）
交付決定額
直接経費

1 ひらめき☆ときめきサイエンス 理科教育 准教授 田口　正和 21HT0113 “天気予報のツボ”：気象実験や、実データによる予報
作成・検証体験と合わせて学ぶ 240

2 ひらめき☆ときめきサイエンス 理科教育 教授 星　博幸 21HT0114 フィールドワークに行こう! ―地層と化石の調査から大地
の成り立ちを探る― 490

2件 小　　　　　　計 730

47,160 （千円）

令和3年度　愛知教育大学　科学研究費助成事業　交付総件数

　計　　　　　　　59件

交付決定額合計（直接経費）

※基金分は当該年度の交付決定額のみ記載

№ 研究種目 所属 職名 研究代表者 課題番号 研　　　究　　　課　　　題
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№
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