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大阪市立大学

都市部中学生の主体的な健康食習慣の習得を

目指した地域連携食育ネットワークの構築と評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための

ICTを活用したコミュニティ音楽実践の開発

　福村 智恵

　生活科学研究科 准教授

　沼田 里衣

　文学研究科 准教授

銀ナノ粒子担持酸化ガリウム光触媒の調製と

その二酸化炭素還元反応メカニズム解明

　吉田 朋子

　人工光合成研究センター 教授

　岩崎 昌子

　理学研究科数物系専攻 准教授

社会的公正に基づくダイバーシティ

教育プログラムの構築

　佐々木 洋子

　大学教育研究センター 特任助教

機械学習を用いた

物理学実験データ処理技術の開発

先端ESR装置を活用した光キャリア

および光誘起スピンの研究
大阪市立大学 理学研究科 特任准教授

森 久佳

　小関 珠音

　都市経営研究科 准教授

岡﨑 純子
　植松 千代美

　理学研究科 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－、エコシステム

　秋元 郁子

　システム工学部 准教授

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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台風による攪乱を経た植物園で生き物の不思議を

学ぶデジタルコンテンツの開発

　藤田 絵理子

　教育学部 特任助教

大阪教育大学 教育学部 准教授

美術館鑑賞教材『アート と ともだち』を用いた

教育の実践と検証

　青木 宏子

　教育学部 特任准教授

大阪市に現存する伝統的木造住宅の生活文化

─とくに食と住の習慣に着目して─

大阪教育大学

Society5.0に対応した調理科学を基礎とする

オンライン実験に関する基礎的検討

危機的状況下の学校におけるカリキュラムマネジ

メント−教育委員会の施策と各学校のカリキュラ

ム・リーダーシップに着目して−

名波 哲
　岡崎 純子

　教育学部 教授

海洋性緑藻ミルの強光に対する馴化システムの

分子メカニズムの解明

和歌山大学

　河崎 由美子

　住生活研究所 所長

　藤井 律子

　人工光合成研究センター 准教授

　福田 美穂

　生活科学研究科 准教授

　井奥 加奈

　教育学部 教授

　田村 知子

　連合教職実践研究科 教授

積水ハウス株式会社

多世帯居住における研究開発

大阪市立大学 文学研究科 准教授

シダ植物の多様性の起源

：倍数化を通じた進化過程
大阪市立大学 理学研究科 准教授

「包括的性教育」に関連した大学生意識調査

による性教育プログラム作成の展望

住文化を伝える生きた実物教材としての

重文民家の活用に関する研究

　碓田 智子

　教育学部 教授

幼稚園児・小学生の漢字教育の改善提案について
　出野 文莉

　教育学部 准教授

松岡 秀人


