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主 催 後 援 55協 力

2022第13回 夢ナビライブ
参加
無料9 7/ 10土 日

「学問発見」＆「大学研究」のための
国公私立大学 合同進学オンラインイベント 全国250大学・550名の大学教授が参加！！

in Summer
大
学
教
授
に

直
接
質
問
！

https://liveweb.yumenavi.info
参加申込みはコチラ！ 各プログラムの詳細や参加大学情報なども

「夢ナビライブ 特設サイト」で公開中！

記憶のしくみを使って
みんな幸せに！

愛知淑徳大学
心理学部 心理学科
教授 坂田 陽子 先生 

視覚心理学：スポーツ選手の
視覚機能は優れているのか？

愛知淑徳大学
人間情報学部 人間情報学科
教授 瀬谷 安弘 先生 

建築のつくり方を学ぶ、
人文学として建築を学ぶ

追手門学院大学
文学部 人文学科 美学・建築文化専攻
准教授 青島 啓太 先生 

心が未来を創造する？
ー思い込みが私たちに及ぼす影響ー

追手門学院大学
心理学部 心理学科
教授 金政 祐司 先生 

恋愛と犯罪の心理学　
～親密な関係で起こる暴力～

関西国際大学
心理学部 心理学科
講師 板山 昂 先生 

防災の社会心理学：
「みんながやっている」の効果

関西福祉科学大学
心理科学部 心理科学科
講師 尾崎 拓 先生 

ジャングル・プールと
文化の政治学

関西学院大学
法学部
教授 塚田 幸光 先生 

文豪の恋文から構成力と
文章表現を学ぶ

岐阜女子大学
文化創造学部 文化創造学科
教授 木俣 正剛 先生 

エアラインから学ぶ
ホスピタリティの重要性

京都産業大学
外国語学部 英語学科
教授 原田 由子 先生 

なぜ人は
衝動買いをしてしまうのか？

京都ノートルダム女子大学
現代人間学部 心理学科
講師 下田 麻衣 先生 

日常語から、
性格について考える

京都ノートルダム女子大学
現代人間学部 心理学科
教授 向山 泰代 先生 

画家のサバイバル作戦
＠18世紀フランス

京都ノートルダム女子大学
国際言語文化学部 国際日本文化学科
准教授 吉田 朋子 先生 

心の特徴を理解することで，
選択と行動の理由を知る

神戸学院大学
心理学部 心理学科
講師 長谷 和久 先生 

こころは向こうからやってくる？
バウムテストのしくみ

神戸女学院大学
人間科学部 心理・行動科学科
准教授 鶴田 英也 先生 

古代エジプト文明の誕生
-サハラ砂漠と原始絵画-

駒澤大学
文学部 歴史学科
教授 大城 道則 先生 

仏像の謎を解明しよう！

駒澤大学
仏教学部 禅学科
教授 村松 哲文 先生 

対人関係を考える
～アドラー心理学入門

駒澤大学
文学部 心理学科
教授 八巻 秀 先生 

当たり前を疑う：
思想史の効用

専修大学
経済学部 生活環境経済学科
准教授 板井 広明 先生 

都市の待機児童問題はなぜ起きる？
"子育て支援の地理学"

専修大学
文学部 環境地理学科
教授 久木元 美琴 先生 

メタ倫理学ってどんな学問？

専修大学
文学部 哲学科
教授 佐藤 岳詩 先生 

シェイクスピア演劇と
ミュージカルを楽しむ

専修大学
文学部 英語英米文学科
教授 末廣 幹 先生 

古代史からみた家族と
ジェンダー

専修大学
文学部 歴史学科
教授 田中 禎昭 先生 

読書から誰一人取り残さない
社会を目指して

専修大学
文学部 ジャーナリズム学科
教授 野口 武悟 先生 

少女たちのあえかな世界
百年前の少女小説

専修大学
文学部 日本文学文化学科
教授 山口 政幸 先生 

マンガはどこから来たのか？
：前近代の戯画と比較して

創価大学
文学部 人間学科
講師 森下 達 先生 

ダメな人間は意外と愛される？
私小説に学ぶ自己開示

大正大学
文学部 日本文学科
教授 梅澤 亜由美 先生 

埴輪から相撲の起源を探る

大正大学
文学部 歴史学科
教授 塚田 良道 先生 

ダンスの人類学
―人が踊るのはなぜ？

フェリス女学院大学
文学部 コミュニケーション学科
准教授 高橋 京子 先生 

いのちの価値について考える
― 遺伝子技術と人間 ―

大正大学
文学部 人文学科
教授 村上 興匡 先生 

教育心理学の視点から
やる気UPの秘訣を探ろう！

筑紫女学園大学　人間科学部
人間科学科 初等教育・保育専攻
教授 石原 努 先生 

心理学の目で
アニメ映画をみてみたら

筑紫女学園大学　人間科学部
人間科学科 心理・社会福祉専攻
教授 酒井 均 先生 

古代エジプト文明から探る
現代・そして未来

中部大学
国際関係学部 国際学科
教授 中野 智章 先生 

“多様な性”ってなに？
LGBTQ＋の人々の物語を聴く

帝京平成大学
健康メディカル学部 心理学科
准教授 荘島 幸子 先生 

カウンセラーはどのように
話を聴く？―夢の聴き方―

天理大学
人間学部 人間関係学科 臨床心理専攻
准教授 高嶋 雄介 先生 

絵巻「病草紙」から考える
「美」と「醜」

東京大学
教養学部
准教授 永井 久美子 先生 

メイとサツキの心理分析

東京未来大学
こども心理学部 こども心理学科
教授 須田 誠 先生 

GISで言語伝播の行方を追う

同志社大学
文化情報学部 文化情報学科
教授 沈 力 先生 

身体と心のセルフコントロール
～BFとは～

東洋英和女学院大学
人間科学部 人間科学科
准教授 小林 能成 先生 

宗教学から見る
韓国のシャーマニズム

長崎外国語大学
外国語学部 国際コミュニケーション学科
准教授 新里 喜宣 先生 

自分を大切にするって？
－自己肯定感の心理学ー

奈良女子大学
生活環境学部 心身健康学科
教授 伊藤 美奈子 先生 

イクメン文化を問い直す
―日米における理想の父親像

フェリス女学院大学
文学部 英語英米文学科
助教 関口 洋平 先生 

日本語がわからない小中学生
がいるって知ってますか？

佛教大学
文学部 日本文学科
准教授 荻原 廣 先生 

世界史の中の日本史
-国際関係の変容と北方世界-

佛教大学
歴史学部 歴史学科
教授 麓 慎一 先生 

日々発見の学問、
考古学の魅力と可能性

佛教大学
歴史学部 歴史文化学科
教授 堀 大介 先生 

アメリカンコミックから学ぶ
～言語と文化～

名桜大学 国際学部 国際文化学科
※2023年改組予定

准教授 Meghan Kuckelman 先生 

人を理解するための
多様な枠組みと会話の意図

龍谷大学　心理学部（仮称）
※2023年4月開設予定（設置構想中）

准教授 赤津 玲子 先生 

“話していない人”とのコミ
ュニケーションと臨床心理学

龍谷大学　心理学部（仮称）
※2023年4月開設予定（設置構想中）

准教授 伊東 秀章 先生 

イスラームの法と社会
─14世紀のダマスクス─

龍谷大学
文学部 歴史学科 東洋史学専攻
准教授 近藤 真美 先生 

みんなを幸せにする
魔法のことば

龍谷大学　心理学部（仮称）
※2023年4月開設予定（設置構想中）

教授 東 豊 先生 

18世紀イギリスの
風刺文学の面白さ

龍谷大学
文学部 英語英米文学科
教授 福本 宰之 先生 

「こころ」をみる？
心理学の基礎から応用まで

龍谷大学　心理学部（仮称）
※2023年4月開設予定（設置構想中）

教授 藤原 直仁 先生 

科学革命をきっかけに、
どのような哲学が生まれたのか？

龍谷大学
文学部 哲学科 哲学専攻
准教授 山口 雅広 先生 

「正しい英語」って何？
英語は誰のもの？英語教育の核心

追手門学院大学
国際学部
教授 松宮 新吾 先生 

コミュニケーションで大切な
「小さな単語」

大阪大学　外国語学部 外国語学科 
デンマーク語専攻
講師 大辺 理恵 先生 

「はらぺこあおむし」で
読み解く日米教育事情

大阪女学院大学
国際・英語学部 国際・英語学科
教授 加藤 映子 先生 

K-POPで学ぶ韓国

大阪女学院大学
国際・英語学部 国際・英語学科
講師 金 姫淑 先生 

Is Japan facing
a time of big change?

関西外国語大学　国際共生学部 国際共生学科
（仮称） ※2023年4月開設予定（設置構想中）
教授 Linda Bohaker 先生 

覗いてみよう　中国語の世界

神田外語大学　外国語学部
アジア言語学科 中国語専攻
准教授 青野 英美 先生 

韓国社会言語学入門

神田外語大学　外国語学部
アジア言語学科 韓国語専攻
教授 浜之上 幸 先生 

ポリネシアとメルヴィル
-『タイピー』の考察をめぐって

京都ノートルダム女子大学
国際言語文化学部 英語英文学科
准教授 大川 淳 先生 

愛憎の漢字学

神戸市外国語大学
外国語学部 中国学科
教授 竹越 孝 先生 

英文法の背後にあるもの
言葉と人間の関係を探る言語学

静岡県立大学
国際関係学部 国際言語文化学科
准教授 田村 敏広 先生 

知ってるつもりで
意外と知らない日本語の話

専修大学　国際コミュニケーショ
ン学部 日本語学科
教授 山下 直 先生 

子どもは語学の天才？
言語を身につけるメカニズム

津田塾大学
学芸学部 英語英文学科
教授 郷路 拓也 先生 

生徒との人間関係を大切にした
ライティング活動とは？

帝京科学大学
教育人間科学部 学校教育学科
教授 馬場 千秋 先生 

言葉を紡ぐ、言葉で紡ぐ
――人文学研究の世界

奈良女子大学　文学部 言語文化学科
日本アジア言語文化学コース
准教授 尾山 慎 先生 

どうやって外国語を身につける？
教える側からみてみよう

麗澤大学
外国語学部 外国語学科
教授 草本 晶 先生 

技術教育が
エンジニアを育てる！

愛知教育大学　教育学部
創造科学系 技術教育講座
准教授 磯部 征尊 先生 

外国語教育について

愛知教育大学　教育学部
人文社会科学系 外国語教育講座
教授 田口 達也 先生 

「教育委員会の独立性」
－教育委員会はどこにある？―

中部学院大学
教育学部 子ども教育学科
教授 小林 直樹 先生 

子どもを育てる　未来をつくる
幅広い教師力の育成

帝京平成大学　人文社会学部
児童学科 小学校・特別支援コース
教授 佐瀬 一生 先生 

こどものこころと
大人のことば

東京未来大学
こども心理学部 こども心理学科
講師 川口 めぐみ 先生 

教育活動で
町を元気にするプロジェクト

名古屋芸術大学
教育学部 子ども学科
教授 鎌倉 博 先生 

子どもの未来につながる
小学校理科の授業とは？

奈良学園大学　人間教育学部
人間教育学科 小学校専修
講師 太田 雄久 先生 

「女性教員の両立」問題を、
多面的に読み解く

日本女子大学
人間社会学部 教育学科
准教授 齋藤 慶子 先生 

メディア社会で必要な『学力』：
メディア・リテラシー

弘前大学
教育学部 学校教育講座
准教授 森本 洋介 先生 

子供の自然認識と
理科授業づくり

福岡教育大学
教育学部 理科教育ユニット
教授 坂本 憲明 先生 

心と言葉でつなぐ：コミュニ
ケーションの苦手さへの対応

福岡国際医療福祉大学 医療学部 言語聴覚学科
（仮称）※2023年4月開設予定（設置届出書類提出中）
教授 平島 ユイ子 先生 

のぞいてみよう！
子どもの“表現”の世界

佛教大学
教育学部 教育学科
講師 臼井 奈緒 先生 

コロナ禍で考える…学校はい
かなければならない場所か？

佛教大学
教育学部 教育学科
教授 原 清治 先生 

ひとの発達の進み具合を
調べる方法

平安女学院大学
子ども教育学部 子ども教育学科
教授 清水 里美 先生 

優れた教師の
授業の特徴とは？

武蔵野大学
教育学部 教育学科
講師 中村 駿 先生 

どうして本を
読まないといけないの？

桃山学院教育大学
人間教育学部
教授 二瓶 弘行 先生 

データでみる こどもにとって
望ましい生活習慣とは？

京都ノートルダム女子大学
現代人間学部 こども教育学科
教授 石井 浩子 先生 

コードネームを活用して
子どもの歌を伴奏しよう

皇學館大学
教育学部 教育学科
准教授 高橋 摩衣子 先生 

子どもの心理と
遊びを生かした運動の教え方

至学館大学
健康科学部 こども健康・教育学科
准教授 内田 智子 先生 

目的をもって子どもと遊ぶ

至学館大学
健康科学部 こども健康・教育学科
准教授 金森 由華 先生 

教室をより学びやすく
より過ごしやすくする

上越教育大学
学校教育学部 学校教育研究科
教授 赤坂 真二 先生 

「子供」のスポーツ教育環境
を世界水準で眺めてみよう！

大東文化大学
スポーツ・健康科学部 健康科学科
教授 高橋 進 先生 

子どもの感性を育む
歌あそび・音楽あそび

高崎健康福祉大学
人間発達学部 子ども教育学科
教授 岡本 拡子 先生 

現代日本における
不登校問題について

茨城大学
教育学部 学校教育教員養成課程
教授 佐藤 環 先生 

教師の子ども理解と
子どものやる気

茨城大学
教育学部 学校教育教員養成課程
教授 渡部 玲二郎 先生 

教師をめざすあなたを
応援します。

大阪教育大学
教育学部 総合教育系
教授 池嶋 伸晃 先生 

どうする！？理科授業最大の
難関「考察」での科学的説明

大阪体育大学
教育学部 教育学科
准教授 神山 真一 先生 

食べられないには理由がある

金沢大学
人間社会学域 学校教育学類
准教授 田部 絢子 先生 

子どもの成長と
不思議な遊びの世界

関西国際大学
教育学部 教育福祉学科
准教授 椋田 善之 先生 

心理学でひもとく
子どもたちの遊びと学び

京都教育大学
教育学部 幼児教育科
准教授 佐川 早季子 先生 

ブラック校則をなくすには？
－韓国での取り組みから－

龍谷大学
文学部 哲学科 教育学専攻
教授 出羽 孝行 先生 

心の居場所を求めて

和歌山大学
教育学部 心理学科
准教授 則定 百合子 先生 

デジタルクローンを活用した
大学DXと新しいメディア

愛知産業大学
造形学部 スマートデザイン学科
教授 伊藤 庸一郎 先生 

「建築とは」ヴェネチアビエ
ンナーレのキュレーション

京都美術工芸大学
建築学部 建築学科
准教授 宮内 智久 先生 

路地と町家　古くて新しい
建築とまちの話

京都美術工芸大学
建築学部 建築学科
教授 森重 幸子 先生 

百貨店で美術を見るのは
当たり前か？

静岡文化芸術大学
文化政策学部 芸術文化学科
准教授 田中 裕二 先生 

舞台スタッフの世界
～照明編～

昭和音楽大学　音楽学部 音楽芸術
運営学科 舞台スタッフコース
講師 西海 幹樹 先生 

街文化プランニング

大正大学
表現学部 表現文化学科
助教 ヨシムラ ヒロム 先生 

最新大ヒットアニメ
その「奇妙な」舞台裏！

宝塚大学　東京メディア芸術学部
メディア芸術学科 アニメーション分野
准教授 芦谷 耕平 先生 

世界で愛される漫画が
なぜ日本で生まれたか

宝塚大学　東京メディア芸術学部 
メディア芸術学科 マンガ分野
教授 竹内 一郎 先生 

映像プロジェクションで
表現する空間演出

宝塚大学　東京メディア芸術学部
メディア芸術学科 メディアデザイン分野
教授 渡邉 哲意 先生 

よいUIデザインとは？
使い手から作り手へなるために

帝京平成大学　人文社会学部 人間
文化学科 メディア文化コース
講師 山本 暢 先生 

体験のデザイン？
情報デザインと社会

東京工科大学
デザイン学部 デザイン学科
准教授 伊藤 英高 先生 

美術史の見方で作品を読み解こう
ー仏像とその作者に迫る

弘前大学　人文社会科学部
文化創生課程 文化資源学コース
助教 佐々木 あすか 先生 

ファッションを学び、
社会に役立てよう

文化学園大学　服装学部
ファッションクリエイション学科
教授 高村 是州 先生 

デザインで
未来の社会をつくる

武蔵野美術大学　造形構想学部
クリエイティブイノベーション学科
教授 岩嵜 博論 先生 

社会を音の側面から捉える、
サウンドデザインの世界

フェリス女学院大学
音楽学部 音楽芸術学科
准教授 中西 宣人 先生 

行政法を学んで
将来の仕事に生かそう

追手門学院大学
経営学部 経営学科
教授 百嶋 計 先生 

ひとから問う法と歴史
ジェンダーとセクシュアリティ

追手門学院大学
法学部（２０２３年度新設学部）
教授 三成 美保 先生 

米中対立について考える
―外交史の視点から

大阪大学
法学部 法学科
教授 高橋 慶吉 先生 

「犯罪心理学」でプロファイ
リングし犯人像を推定する

大阪経済法科大学
法学部 法律学科
准教授 喜入 暁 先生 

グローバル社会における
日常生活と法的トラブル

関西学院大学
法学部 法律学科
講師 小池 未来 先生 

FCバルセロナが
スペインリーグから脱退する？

関西学院大学
法学部 政治学科
教授 武藤 祥 先生 

大統領はなぜクビになるの？ 
南米編

神田外語大学　外国語学部 イベロ
アメリカ言語学科 スペイン語専攻
講師 磯田 沙織 先生 

厳罰化で
考えなければならないことは？

京都産業大学
法学部 法政策学科
教授 中村 邦義 先生 

意外と知らない船の世界
－大学から学ぶ航海術－

神戸大学　海洋政策科学部
海技ライセンスコース 航海学領域
助教 猪野 杏樹 先生 

近代ドイツの公法学は
「国家」をどのように捉えたのか

神戸学院大学
法学部 法律学科
准教授 藤川 直樹 先生 

祝日が休みになったのは
いつからか？

専修大学
法学部 法律学科
教授 坂誥 智美 先生 

合理的な市民は
投票に行かない？

津田塾大学
総合政策学部 総合政策学科
准教授 中條 美和 先生 

国際政治学を学び
世界の課題解決に取り組もう

東洋英和女学院大学
国際社会学部 国際社会学科
教授 河野 毅 先生 

個人情報保護法ケーススタディ
―Suica事件

新潟大学
法学部 法学科
教授 鈴木 正朝 先生 

著作物と類似性
どこまで似てたら侵害？

明治大学
法学部 法律学科
教授 金子 敏哉 先生 

身近で広い、マーケティング
の海に漕ぎ出そう！

愛知産業大学
経営学部 総合経営学科
教授 山崎 方義 先生 

企業経営を映し出す
会計学の世界

愛知淑徳大学
ビジネス学部 ビジネス学科
准教授 森 洵太 先生 

未来を開くツール、
それが「経済学」

追手門学院大学
経済学部 経済学科
教授 櫻庭 千尋 先生 

企業と連携した体験型・PBL型
学修で経営学の本質を学ぶ

大阪経済法科大学
経営学部 経営学科
教授 登坂 一博 先生 

テレビゲーム産業と経営学

大阪商業大学
公共学部 公共学科
教授 松村 政樹 先生 

経済学的視点からの
世界の見方

九州大学
共創学部 共創学科
准教授 木附 晃実 先生 

経済学で地域を活かす方法を
考える地域政策

京都産業大学
経済学部 経済学科
准教授 倉本 宜史 先生 

サッカーファンを
消費者行動論から見ると

京都産業大学
経営学部 マネジメント学科
教授 涌田 龍治 先生 

データ駆動社会を支える
技術と法・倫理

神戸学院大学
経営学部 経営学科
教授 小川 賢 先生 

私の「お金」：地球環境を守り、
世界平和をもたらすもの

神戸学院大学
経済学部 経済学科
教授 林 隆一 先生 

いろいろな視点から
過疎地の未来を考える。

公立鳥取環境大学
経営学部 経営学科
准教授 倉持 裕彌 先生 

グローバルに活躍する！
日本型リーダーシップ

公立鳥取環境大学
経営学部 経営学科
准教授 島田 善道 先生 

「戦略的に生きる？」ことの
重要性

公立鳥取環境大学
経営学部 経営学科
教授 光山 博敏 先生 

失業と格差の何が問題なのか？
チュニジアから問いかける

駒澤大学
経済学部 経済学科
准教授 山中 達也 先生 

日本の魅力発信～いかにして
外国人観光客を呼ぶか～

静岡県立大学　経営情報学部
経営情報イノベーション研究科
准教授 カウクルアムアン アムナー 先生 

社会を変える起業家：
ファイナンスの視点から

静岡産業大学
経営学部
准教授 太田 裕貴 先生 

スポーツで
マーケティングを学ぶ

静岡産業大学
経営学部
教授 大沼 博靖 先生 

会計力を使って
ビジネス戦略を考えよう！

専修大学
商学部 会計学科
教授 国田 清志 先生 

ヒット商品を「継続的」に
生み出せる企業の特徴とは？

専修大学
経営学部 ビジネスデザイン学科
准教授 中村 世名 先生 

心理学を使って
お金との関係を考える

専修大学
商学部 マーケティング学科
教授 渡邊 隆彦 先生 

東京一極集中は問題か？
～経済思想の観点から～

大正大学
地域創生学部 地域創生学科
講師 仲北浦 淳基 先生 

オークションとフリマ、
売るならどっち？

大東文化大学
経済学部 社会経済学科
教授 土橋 俊寛 先生 

売れる製品開発は技術と経
営を融合したＭＯＴ論で！！

筑波技術大学
保健科学部 情報システム学科
教授 嶋村 幸仁 先生 

企業経営と法律～企業経営者
の悩みとリーガルマインド～

帝京平成大学
人文社会学部 経営学科 経営コース
教授 鈴木 祥司 先生 

経済実験を用いて漁業者
行動と管理制度を考える

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋政策文化学科
准教授 若松 美保子 先生 

恋愛の経済分析
「機会費用」が人間を動かす

東京女子大学
現代教養学部 国際社会学科 経済学専攻
教授 竹内 健蔵 先生 

農業ビジネスってなんだろう？

新潟食料農業大学　食料産業学部 
食料産業学科　ビジネスコース
准教授 青山 浩子 先生 

中国でのハイテク産業の創
出とイノベーションを考える

福井県立大学
経済学部 経営学科
准教授 金 花 先生 

観光で地域を
豊かにする方法を考える

福知山公立大学
地域経営学部 地域経営学科
准教授 佐藤 充 先生 

財政から見えてくる日本社会
ー問いを発見する思考法ー

明治大学
政治経済学部 経済学科
講師 倉地 真太郎 先生 

社会や環境を良くする
金融とは？

明治大学
経営学部 公共経営学科
教授 小関 隆志 先生 

コーヒーカップの向こう側：
フェアな経済とは？

明治大学
情報コミュニケーション学部
准教授 島田 剛 先生 

長生きリスクに保険で備える

明治大学
商学部 商学科
准教授 藤井 陽一朗 先生 

わかると怖い、
男らしさ・女らしさ

山口大学
経済学部 経済学科
教授 鍋山 祥子 先生 

ディズニーランド、都市観光地、
国立公園を読み解く方法

横浜市立大学
国際教養学部 国際教養学科
准教授 有馬 貴之 先生 

経済学で読み解く
多数決の欠陥

横浜市立大学
国際商学部 国際商学科
准教授 中村 祐太 先生 

イギリスの会計規制では法が
法に背くことを命じている？

龍谷大学
経営学部 経営学科
教授 加藤 正浩 先生 

何をつなぐ？グローバル課題の
マッチングナビ

麗澤大学
国際学部 グローバルビジネス学科
准教授 篠藤 涼子 先生 

ゼロから始めるAI時代の
ビジネスデザインの学び

麗澤大学
経済学部 経営学科
教授 吉田 健一郎 先生 

地域と観光

和歌山大学
観光学部 観光学科
准教授 竹林 浩志 先生 

ガバナンスー社会の中でみえ
てくるスポーツの見えない力

追手門学院大学
社会学部 社会学科
教授 上田 滋夢 先生 

地方創生のための国際戦略を
考えてみよう

追手門学院大学
地域創造学部 地域創造学科
教授 藤原 直樹 先生 

旅行とゲームの
融合から考える文化資源論

大阪公立大学
文学部 文化構想学科
准教授 天野 景太 先生 

すべての人に観光体験を
～アクセシブルツーリズム～

金沢大学
融合学域 観光デザイン学類
教授 堤 敦朗 先生 

都市社会のデザイン～まちが
ファストフード化する？！～

金沢大学
融合学域 観光デザイン学類
教授 中山 晶一朗 先生 

音楽フェスやライブからジェ
ンダーについて考えてみる

関西国際大学
社会学部 社会学科
准教授 永井 純一 先生 

誰がケアをするのか？介護の
国際化と性別分業を考える

関西学院大学
人間福祉学部 社会起業学科
准教授 澤田 有希子 先生 

格差や貧困を是正すべき
理由ってなんだろう？

神田外語大学　外国語学部 イベロアメ
リカ言語学科 ブラジル・ポルトガル専攻
准教授 奥田 若菜 先生 

自分のメディア体験を捉え、
‘驚ける’ 力を育てよう

京都産業大学
現代社会学部 現代社会学科
准教授 鍵本 優 先生 

京都文化学
夢の未来をひらくキャリアを

京都産業大学
文化学部 京都文化学科
教授 小林 一彦 先生 

Webユーザの興味とネットコ
ンテンツを結びつけるには?

東京国際大学
商学部 データサイエンスコース
教授 土屋 健 先生 

クオンツ技術で見えざる資産
の価値を評価して企業へ投資

東京国際大学
商学部 データサイエンスコース
教授 山口 智弘 先生 

「メディア×ジェンダー」
を通してみる自分と社会

東京女子大学　現代教養学部 心理・コミュ
ニケーション学科 コミュニケーション専攻
教授 有馬 明恵 先生 

太古の名もなき人々が生きる
姿を数理モデルで解き明かす

同志社大学
文化情報学部 文化情報学科
准教授 津村 宏臣 先生 

生体情報の工学的応用
～脳波インタフェース～

富山県立大学
工学部 情報システム工学科
教授 唐山 英明 先生 

IoT技術を用いた
情報収集・公開システム

弘前大学
理工学部 電子情報工学科
准教授 丹波 澄雄 先生 

どうやったらAIが人間と
コミュニケーションを取れるか

福知山公立大学
情報学部 情報学科
教授 黄 宏軒 先生 

ゲームを通して
人間に寄り添うAIの開発

福知山公立大学
情報学部 情報学科
講師 藤井 叙人 先生 

バーチャル空間での
人間の行動を科学する

武蔵野大学　データサイエンス学
部 データサイエンス学科
准教授 中村 亮太 先生 

観光でつくる地域のミライ

芸術文化観光専門職大学　芸術文化・
観光学部 芸術文化・観光学科
准教授 髙橋 伸佳 先生 

音楽と動画の力で
地域を活性化する！？

神戸学院大学
現代社会学部 現代社会学科
教授 岡崎 宏樹 先生 

他者の存在は子どもの行動に
どのような影響を与える？

専修大学
人間科学部 心理学科
講師 池田 彩夏 先生 

「個人的」行動は実は
個人の意思で決まっていない

専修大学
人間科学部 社会学科
教授 広瀬 裕子 先生 

イタリア料理の社会学
ー産業史と人生史の視点からー

大正大学
心理社会学部 人間科学科
教授 澤口 恵一 先生 

観光地は誰のものか？

大正大学
社会共生学部 公共政策学科
教授 村橋 克則 先生 

バンドとライブの社会学

筑紫女学園大学
現代社会学部 現代社会学科
准教授 花野 裕康 先生 

海のリテラシー
（オーシャンリテラシー）とは?

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋政策文化学科
教授 佐々木 剛 先生 

バラバラの私たちが
自由な社会を作るには

東京女子大学
現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻
准教授 流王 貴義 先生 

災害弱者とは誰か 28年目の
阪神淡路大震災の現場から

鳥取大学
地域学部 地域学科 地域創造コース
准教授 稲津 秀樹 先生 

マイノリティから考える
日本社会

鳥取大学
地域学部 地域学科 人間形成コース
准教授 呉 永鎬 先生 

予防接種は何のため？
―保健医療社会学入門―

佛教大学
社会学部 現代社会学科
教授 香西 豊子 先生 

ホームレス支援の視点から
幸せな社会を考えてみる。

武蔵野大学
人間科学部 社会福祉学科
講師 櫻井 真一 先生 

沖縄とハワイの観光リゾート
の発展について探る

名桜大学　国際学部
国際観光産業学科 ※2023年改組予定
准教授 伊良皆 啓 先生 

セクシュアリティの社会学

明治大学
文学部 心理社会学科 現代社会学専攻
教授 平山 満紀 先生 

環境と共生する未来の創り方

酪農学園大学
農食環境学群 環境共生学類
教授 吉田 磨 先生 

大学とは何か―高度情報社会
における新しい学び

龍谷大学　社会学部 コミュニティ
マネジメント学科
准教授 築地 達郎 先生 

観光・地域のブランドデザイン

和歌山大学
観光学部 観光学科
教授 北村 元成 先生 

国際関係～平和で持続可能な
世界を作るという視点から～

大阪女学院大学
国際・英語学部 国際・英語学科
教授 樋川 和子 先生 

急速に進展する食のグローカ
リゼーション～即席麺の事例

神田外語大学　外国語学部 国際コミュニ
ケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻
教授 鶴岡 公幸 先生 

グローバルな課題：
協力が難しいのはなぜ？

京都産業大学
国際関係学部 国際関係学科
教授 正躰 朝香 先生 

南太平洋で考える
持続可能な住居と暮らし

京都精華大学　国際文化学部
グローバルスタディーズ学科
講師 藤枝 絢子 先生 

アフリカの巨人
ナイジェリアの農村社会と経済発展

専修大学
経済学部 国際経済学科
准教授 傅 凱儀 先生 

アジアの国際関係を考える

専修大学
法学部 政治学科
講師 吉川 純恵 先生 

開発経済学から見る
「女性の政治参加」

津田塾大学
学芸学部 国際関係学科
准教授 森 悠子 先生 

「フェイク ニュース」に
ダマされないためには

東京国際大学　言語コミュニケーショ
ン学部 英語コミュニケーション学科
教授 小室 広佐子 先生 

コミュニケーションと英語学習

東京国際大学　言語コミュニケーショ
ン学部 英語コミュニケーション学科
教授 松本 茂 先生 

Bilingualism

東京国際大学　言語コミュニケーショ
ン学部 英語コミュニケーション学科
教授 MUELLER Kevin 先生 

ドラマと観光
大衆文化と国際交流

平安女学院大学
国際観光学部 国際観光学科
助教 朴 美暻 先生 

安全保障情勢から
日本の危機管理を考える

防衛大学校
人文社会科学群 国際関係学科
教授 宮坂 直史 先生 

水虫から見える日本と世界
ー学際的日本研究へのいざない

明治大学
国際日本学部 国際日本学科
講師 眞嶋 亜有 先生 

人権と国際法を通して
「平和」の意味について考える

明治学院大学
国際学部 国際学科
教授 阿部 浩己 先生 

台湾と日本 少し独特な繋がりを
文書や日記から紐解く

麗澤大学
外国語学部 外国語学科
教授 清水 麗 先生 

リアルとバーチャルをつなぎ
感動体験を創る

金沢工業大学　情報フロンティア
学部 メディア情報学科
教授 出原 立子 先生 

先人の知恵を知り、
未来に伝えるDAとは？

岐阜女子大学　文化創造学部
文化創造学科 デジタルアーカイブ専攻
教授 谷 里佐 先生 

AIを加速するデータ圧縮

九州工業大学
情報工学部 知能情報工学科
教授 坂本 比呂志 先生 

iPhoneアプリの
仕組みと開発

京都産業大学
情報理工学部 情報理工学科
教授 荻原 剛志 先生 

メディアの力を考える
ー情動の世界ー

国際基督教大学（ＩＣＵ）
教養学部 アーツ・サイエンス学科
准教授 有元 健 先生 

ミュージックビデオから考える
『メディアとは何だ？』

埼玉学園大学
人間学部 人間文化学科
講師 岡田 正樹 先生 

世の中の「当たり前」を変える
デザインとは

専修大学　ネットワーク情報学部 
ネットワーク情報学科
准教授 栗芝 正臣 先生 

人工知能は何を見ている？

中部大学
工学部 情報工学科
教授 山下 隆義 先生 

差分方程式入門
－ 情報化時代の微積分学

津田塾大学
学芸学部 情報科学科
教授 永井 敦 先生 

生体情報計測

帝京平成大学　健康メディカル学
部 医療科学科 臨床工学コース
准教授 松﨑 晴康 先生 

世界最先端の3DCG、
VFX技術を解説！

デジタルハリウッド大学　デジタルコミュ
ニケーション学部 デジタルコンテンツ学科
准教授 小倉 以索 先生 

人工知能を使った未来予想

東京工科大学　コンピュータサイエン
ス学部 コンピュータサイエンス学科
教授 瀬之口 潤輔 先生 

生体情報を分析して
ゲームをもっと面白く

東京工科大学
メディア学部 メディア学科
教授 三上 浩司 先生 

ビジネスにとても役立つ
「需要予測」とは何だろう？

東京国際大学
商学部 データサイエンスコース
教授 竹田 恒 先生 

みんな違ってそれでいい：
細胞の個性を考える

広島大学
理学部 生物科学科
准教授 落合 博 先生 

高圧実験で探る
地球の内部構造と進化過程

広島大学
理学部 地球惑星システム学科
准教授 川添 貴章 先生 

かつての火星は青かった？
隕石から惑星の歴史を探る

広島大学
理学部 地球惑星システム学科
助教 小池 みずほ 先生 

光，ナノ，そしてVRの世界へ：
もみ殻からLED?!

広島大学
理学部 化学科
教授 齋藤 健一 先生 

夢の光「放射光」で
物質中の電子を照らしだす！

広島大学
理学部 物理学科
教授 島田 賢也 先生 

植物や植生を分類する

広島大学
理学部 生物科学科
准教授 坪田 博美 先生 

リズムとパターンをつくる
化学反応と動く物体

広島大学
理学部 化学科
教授 中田 聡 先生 

同じDNAを持ってるのに
一卵性の双子って何が違うの?

福井大学
工学部 物質・生命化学科
教授 沖 昌也 先生 

染色体研究で世界で
一つだけの花を創る

福井県立大学
生物資源学部 生物資源学科
教授 風間 裕介 先生 

ガラスの細胞壁を持つ藻

福井県立大学
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科
教授 佐藤 晋也 先生 

癌は怖い病気なのか？
―癌転移を学び、知り、考える―

防衛大学校
応用科学群 応用化学科
准教授 上北 尚正 先生 

凍土の融ける大地で
起きていること

三重大学
生物資源学部 共生環境学科
教授 飯島 慈裕 先生 

コンピューターで解き明かす
物質内部の電子状態

名桜大学　人間健康学部
健康情報学科※2023年開設予定
准教授 立津 慶幸 先生 

可換環論から眺める
整数の世界

山口大学
理学部 数理科学科
准教授 大関 一秀 先生 

音響学で
魅力的な音声を科学する

明治大学　総合数理学部 先端メ
ディアサイエンス学科
准教授 森勢 将雅 先生 

バラを撒いて、円周率を知る
ーーデータサイエンスへの招待

横浜市立大学　データサイエンス
学部 データサイエンス学科
教授 汪 金芳 先生 

DXで変わる音楽と
ライブエンターテイメント

麗澤大学
経済学部 経営学科
教授 別宮 玲 先生 

タンパク質の構造と機能を
制御する弱い相互作用

茨城大学
理学部 理学科
教授 高妻 孝光 先生 

量子とスピン

金沢大学
理工学域 数物科学類
教授 小田 竜樹 先生 

変成岩から何が分かるか？
‐変成岩から探る地殻変動‐

九州大学
共創学部 共創学科
助教 足立 達朗 先生 

生態系を遺伝子から予測する
数理生物学

九州大学
理学部 生物学科
教授 佐竹 暁子 先生 

生命現象を創り出す
ナノ構造を観る

九州工業大学
情報工学部 物理情報工学科
教授 安永 卓生 先生 

先端科学技術を支える
材料開発と物性評価

京都大学
理学部 化学教室
教授 吉村 一良 先生 

匂いでコミュニケーション！
化学物質を駆使する昆虫たち

京都工芸繊維大学 工芸科学部
応用生物学域 応用生物学課程
教授 秋野 順治 先生 

細胞の死の物語
-生と健康を支える細胞死-

京都産業大学
生命科学部 先端生命科学科
准教授 川根 公樹 先生 

巨大ブラックホールの周辺を
直接探るには？

京都産業大学
理学部 宇宙物理・気象学科
教授 岸本 真 先生 

複素数の魅力：
多項式の「かたち」を見てみよう！

京都産業大学
理学部 数理科学科
教授 濱野 佐知子 先生 

あなたのとなりのウイルス
ーウイルスの研究って？ー

神戸大学
農学部 資源生命科学科
助教 松尾 栄子 先生 

細胞寿命に関わる
ミトコンドリア

埼玉大学
理学部 生体制御学科
准教授 畠山 晋 先生 

有機化学で遊び倒す！
分子構造の世界

埼玉大学
工学部 基礎化学科
助教 古川 俊輔 先生 

“におい”を
計る・取り除く・利用する

産業医科大学
産業保健学部 産業衛生科学科
助教 樋上 光雄 先生 

｢曲がった空間を光が進む｣ 
一般相対性理論入門

静岡大学
理学部 物理学科
准教授 森田 健 先生 

ストレスを軽減させる食品素
材を探せ！農作物の新たな力

静岡理工科大学
理工学部 物質生命科学科
准教授 髙部 稚子 先生 

雨が大気を語る！雲を掴んで
大気汚染物質の流れを知ろう

静岡理工科大学
理工学部 物質生命科学科
准教授 南齋 勉 先生 

岩石という記録媒体から読む
地震ハザード

島根大学
総合理工学部 地球科学科
准教授 向吉 秀樹 先生 

無限粒子系の形と遠い未来
ー無限次元空間の確率解析学

中部大学　理工学部 数理・物理サイエン
ス学科（2023年4月開設予定。設置届出中）
教授 長田 博文 先生 

木を見て森を見る～宇宙の研究
にも繋がる原子物理の話～

電気通信大学　情報理工学域
Ⅲ類（理工系） 物理工学プログラム
教授 中村 信行 先生 

領域の形状の影響を受ける
流れの研究

東京海洋大学
海洋資源環境学部 海洋環境科学科
准教授 大縄 将史 先生 

ゲノム解析による養殖魚の
性決定遺伝子の探索

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
教授 坂本 崇 先生 

植物は世界を救う！
～植物バイオサイエンスの挑戦～

長浜バイオ大学　バイオサイエンス学
部 フロンティアバイオサイエンス学科
教授 蔡 晃植 先生 

アフリカの食料問題を引き起す
寄生植物に分子の力で挑む

名古屋大学
理学部 生命理学専攻
特任教授 土屋 雄一朗 先生 

超伝導の不思議：
物質科学研究の最前線

奈良女子大学
理学部 数物科学科
准教授 土射津 昌久 先生 

電波干渉計で探る
巨大ブラックホール周辺の姿

新潟大学
創生学部
助教 小山 翔子 先生 

ヒトの脳と他の動物の脳は
何がどのように違うのだろう？

広島大学
理学部 生物科学科
教授 今村 拓也 先生 

変わりゆく白い海「北極海」　
地球気候変動の核心部

東京海洋大学
海洋資源環境学部 海洋環境科学科
教授 島田 浩二 先生 

海底の動きを測る

東京海洋大学　海洋資源環境学部 
海洋資源エネルギー学科
准教授 中東 和夫 先生 

宇宙から「衛星リモートセン
シング」で探る海水循環の謎

東京海洋大学
海洋資源環境学部 海洋環境科学科
准教授 溝端 浩平 先生 

簡単な数学を使えれば、
色んな現象の過去と未来が分かる

東京海洋大学
海洋資源環境学部 海洋環境科学科
准教授 森 直文 先生 

海底火山を知る
継続的な観測から活動を知る

東京海洋大学
海洋資源環境学部 海洋環境科学科
教授 山中 寿朗 先生 

行動パターンの法則を
数学で明らかにする

同志社大学
文化情報学部 文化情報学科
助教 阿部 真人 先生 

キラリと光る有機分子をつくる

徳島大学　理工学部 理工学科
応用化学システムコース
准教授 八木下 史敏 先生 

地震を起こす水は
どこにいるのか

富山大学
都市デザイン学部 地球システム科学科
教授 渡邊 了 先生 

細胞の中を蛍光分子で
「見える化」する

長浜バイオ大学　バイオサイエンス学
部 フロンティアバイオサイエンス学科
教授 河合 靖 先生 

めしべ内の静かな競争：
メスが決めるペアリングのしくみ

横浜市立大学
理学部 理学科
准教授 丸山 大輔 先生 

里山の森林生態学

龍谷大学
先端理工学部 環境生態工学課程
教授 宮浦 富保 先生 

便利な電気を
将来も使い続けるための技術

国立大学55工学系学部
千葉大学 工学部 総合工学科 電気電子工学コース
教授 佐藤 之彦 先生 

工学概論　工学の中の化学
～応用化学と化学工学～

国立大学55工学系学部
新潟大学 工学部 工学科 化学システム工学プログラム
教授 児玉 竜也 先生 

小さな人工衛星で
宇宙に挑戦しよう

愛知工科大学
工学部 電子ロボット工学科
教授 西尾 正則 先生 

木と土を活かした
地域性ある建築とは？

愛知産業大学
造形学部 建築学科
教授 宇野 勇治 先生 

快適で安全な
生活を支える光ファイバ技術

茨城大学
工学部 電気電子システム工学科
教授 横田 浩久 先生 

光学的可視化法を用いた
流体の温度と速度分布計測

茨城大学
工学部 機械システム工学科
准教授 李 艶栄 先生 

仮想空間「メタバース」で、
見て、触って、感じて、動く

追手門学院大学
心理学部 心理学科
教授 丸野 進 先生 

ものづくりに潜む
「職人のワザ」を科学する

大阪大学
工学部 機械工学専攻
講師 杉原 達哉 先生 

君も！！創発
『環境物質科学』

大阪工業大学
工学部 環境工学科
准教授 平郡 諭 先生 

排熱エネルギーを
電気に変える技術とは？

大阪工業大学
工学部 応用化学科
准教授 村田 理尚 先生 

xR（VRなど）の基礎技術と
切り拓く価値について

神奈川工科大学
情報学部 情報メディア学科
准教授 酒井 雅裕 先生 

プラスチックの特性を知ろう！
～循環型社会のために～

神奈川工科大学
応用バイオ科学部 応用バイオ科学科
准教授 和田 理征 先生 

“ギ酸”を中心とした持続可能な
社会の構築へ向けて

金沢大学
理工学域 機械工学類
准教授 辻口 拓也 先生 

環境に配慮したものづくり
～透明な木～

金沢大学
融合学域 先導学類
助教 西脇 ゆり 先生 

AI・ドローンを用いた
インフラ構造物の点検について

金沢大学
融合学域 先導学類
准教授 藤生 慎 先生 

最新のAIは
人間を超えるか？

金沢工業大学
工学部 情報工学科
教授 山本 知仁 先生 

“活家化”のススメ～リノベー
ションで空き家問題を解決

岐阜女子大学
家政学部 生活科学科 住居学専攻
教授 黒見 敏丈 先生 

音響システムデザインが
生活をゆたかにする

九州大学　芸術工学部 芸術工学科 
音響設計コース
准教授 河原 一彦 先生 

コロナ禍社会に光を灯す
「光触媒」の研究開発

九州工業大学
工学部 応用化学科
教授 横野 照尚 先生 

サービスロボットの
視覚の仕組み

九州工業大学
情報工学部 知的システム工学科
教授 大橋 健 先生 

宇宙への扉を開ける
超小型人工衛星

九州工業大学
工学部 宇宙システム工学科
教授 趙 孟佑 先生 

ナノの世界のマテリアル
－材料特性の起源－

九州工業大学
工学部 マテリアル工学科
教授 堀部 陽一 先生 

生物型ロボットから
レスキューロボットまで

京都大学　工学部 物理工学科 機
械システム学コース
教授 松野 文俊 先生 

木造建築を
安全に長く使い続けるために

京都工芸繊維大学　工芸科学部 デ
ザイン科学域 デザイン・建築学課程
准教授 村本 真 先生 

計算流体力学で創るコロナワ
クチンからタイムマシンまで

京都工芸繊維大学
工芸科学部 設計工学域　機械工学課程
教授 山川 勝史 先生 

感性工学：人をポジティブ
にする仕組みをつくる学問

京都産業大学
情報理工学部 情報理工学科
准教授 荻野 晃大 先生 

2次元物質（ナノシート）が
秘める無限の可能性

熊本大学
工学部 材料・応用化学科
教授 伊田 進太郎 先生 

AIでウィルスを探す

熊本大学
工学部 機械数理工学科
教授 北 直泰 先生 

エネルギー変換材料・
デバイスの開発

熊本大学
工学部 情報電気工学科
教授 野口 祐二 先生 

ジェット機とガスタービン

高知工科大学
システム工学群
教授 野﨑 理 先生 

超軌道速度で飛行する
大気圏突入カプセル

高知工科大学
システム工学群
講師 荻野 要介 先生 

デジタルホログラフィーを
用いた光制御と計測

神戸大学
大学院システム情報学研究科
助教 全 香玉 先生 

レオロジー：
社会に役立つ複雑な流体

神戸大学
工学部 応用化学科
准教授 日出間 るり 先生 

地球温暖化と
バイオマスからの水素製造

公立鳥取環境大学
環境学部 環境学科
教授 田島 正喜 先生 

情報工学で分子を見よう

埼玉大学
工学部 情報工学科
准教授 松永 康佑 先生 

触らないで診る技術～赤ちゃ
んの見守り、感染予防にも～

三条市立大学
工学部 技術・経営工学科
教授 加藤 綾子 先生 

ものづくりを支える生産加工

三条市立大学
工学部 技術・経営工学科
教授 川﨑 一正 先生 

C言語を用いたジャンケン
ゲームの勝ち負け判定

三条市立大学
工学部 技術・経営工学科
教授 島田 哲雄 先生 

液晶の新しい応用を実現する

山陽小野田市立山口東京理科大学
工学部 電気工学科
講師 穐本 光弘 先生 

アバウトに収穫は難しい！？
トマトロボット

山陽小野田市立山口東京理科大学
工学部 機械工学科
准教授 池田 毅 先生 

21世紀、新たな航空工学

東京大学
工学部 航空宇宙工学科
教授 土屋 武司 先生 

美しい髪質を取り戻すための
タンパク質科学

山陽小野田市立山口東京理科大学
工学部 応用化学科
講師 佐伯 政俊 先生 

磁気を帯びた微粒子が
拓くがん診断治療

静岡大学
工学部 電気電子工学科
准教授 大多 哲史 先生 

水素を用いた
新しいエンジンで宇宙へ

静岡大学
工学部 機械工学科
准教授 吹場 活佳 先生 

革新的な触媒科学技術で
切り拓く脱炭素社会

静岡大学
工学部 化学バイオ工学科
准教授 渡部 綾 先生 

土が液体になる？
地盤の液状化被害を防ごう！

静岡理工科大学
土木工学部 土木工学科
教授 中澤 博志 先生 

金属材料の
原子配列の乱れのお話

島根大学
次世代たたら協創センター
教授 荒河 一渡 先生 

シミュレーションが切り拓く
現象解明と設計

島根大学
次世代たたら協創センター
教授 新城 淳史 先生 

木材から鉄より硬い繊維を
取り出そう！

信州大学
繊維学部 化学・材料学科
教授 荒木 潤 先生 

生命科学：
生命の曼荼羅を科学する

信州大学
工学部 物質化学科
准教授 片岡 正和 先生 

ロボット開発の魅力と
大学をめざす皆さんへ

創価大学
理工学部 情報システム工学科
教授 崔 龍雲 先生 

身体的特徴をどこまで解析
できる？個人認証への応用

中部大学　理工学部 AIロボティックス
学科（2023年4月開設予定。設置届出中）
教授 梅崎 太造 先生 

人間情報を見える化して、
我々の生活に役立てよう

電気通信大学　情報理工学域 I類（情
報系） 経営・社会情報学プログラム
准教授 水戸 和幸 先生 

運ぶ科学―電気技術が
開く移動・輸送の世界

東京大学
工学部 電気電子工学科
教授 古関 隆章 先生 

脂質の機能
～リン脂質「プラスマローゲン」～

岩手大学
農学部 動物科学科
教授 西向 めぐみ 先生 

飛行機の未来

東京大学
工学部 航空宇宙工学科
教授 李家 賢一 先生 

宇宙から
世界の砂浜を診断せよ

東京海洋大学　海洋資源環境学部 
海洋資源エネルギー学部門
助教 吴 連慧 先生 

大気と海洋の結びつきが
生み出す巨大な水塊を探る

東京海洋大学
海洋工学部 海事システム工学科
教授 小橋 史明 先生 

ミクロな生き物
“微生物”のはなし

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
准教授 寺原 猛 先生 

船舶の津波被害の
防災・減災を目指して

東京海洋大学
海洋工学部 海事システム工学科
准教授 増田 光弘 先生 

交通・物流と
地理情報システム（GIS）

東京海洋大学
海洋工学部 流通情報工学科
教授 渡部 大輔 先生 

社会の未来を変える
魔法の技術、「触媒」とは？

東京工科大学
工学部 応用化学科
教授 原 賢二 先生 

医療、材料、エネルギーに挑む
金属錯体

東北大学
工学部 化学・バイオ工学科
教授 壹岐 伸彦 先生 

無限大の元素の組み合わせ
から、狙った材料を探し出す

東北大学
工学部 材料科学総合学科
教授 梅津 理恵 先生 

新たな製造プロセスで未利用
資源から無限大の価値を創造

東北大学
工学部 化学・バイオ工学科
教授 北川 尚美 先生 

ゲノムの違いで
個人の違いを理解できるか？

東北大学
工学部 電気情報物理工学科
准教授 西 羽美 先生 

生物物理学：
細胞内の宅配便

東北大学
工学部 電気情報物理工学科
准教授 林 久美子 先生 

ロボットが人間の行動や
心理に与える影響とその応用

同志社大学
文化情報学部 文化情報学科
准教授 飯尾 尊優 先生 

AIに微分が使われているって
知ってます？

徳島大学
理工学部 理工学科 知能情報コース
教授 獅々堀 正幹 先生 

レーザーや磁場を使った宇宙船
で気軽に宇宙へアクセス！

鳥取大学
工学部 機械物理系学科
教授 葛山 浩 先生 

気が利くコンピュータ
～HCIの世界～

鳥取大学
工学部 電気情報系学科
准教授 清水 忠昭 先生 

まちの基盤を支える
鉄鋼材料と製鉄の未来

富山大学
都市デザイン学部 材料デザイン工学科
教授 小野 英樹 先生 

地方都市の未来に貢献しうる
鉄道の力とその発揮方策とは！

富山大学　都市デザイン学部
都市・交通デザイン学科
教授 金山 洋一 先生 

傷ついた細胞を手術して治す

富山大学
工学部 工学科 生命工学コース
助教 小池 誠一 先生 

励起アップコンバージョンを用いた
超低電圧駆動の有機EL

富山大学
工学部 工学科 電気電子工学コース
准教授 森本 勝大 先生 

QoLの向上とSDGsの達成
に貢献するサウンドデザイン

富山県立大学
工学部 機械システム工学科
准教授 寺島 修 先生 

配線もバッテリー交換も必
要のない、ワイヤレス社会へ

豊橋技術科学大学
工学部 電気・電子情報工学系
教授 田村 昌也 先生 

コンピュータとの
対話で変わる建築デザイン

豊橋技術科学大学
工学部 建築・都市システム学系
准教授 水谷 晃啓 先生 

認知・行動の
変容から探る天然知能

長岡技術科学大学
工学部 情報・経営システム工学分野
准教授 西山 雄大 先生 

海洋再生可能エネルギーの
実用化と船舶工学

長崎総合科学大学
工学部 工学科 船舶工学コース
教授 松岡 和彦 先生 

がんを治癒する
鉄さびナノ粒子

名古屋大学
工学部 機械・航空宇宙工学科
助教 岡 智絵美 先生 

分子の気持ちで考える：
形状記憶高分子

名古屋工業大学　工学部 生命・応
用化学科／創造工学教育課程
教授 猪股 克弘 先生 

家族みんなで
数時間で建築する未来住宅

名古屋工業大学
工学部 社会工学科 建築・デザイン分野
教授 北川 啓介 先生 

ロボットは自然に任せて
好きに動きたい

名古屋工業大学
工学部 電気・機械工学科 機械工学分野
教授 佐野 明人 先生 

安全で快適な社会の実現に役立つ
新たな道路交通のしくみ

名古屋工業大学
工学部 社会工学科　環境都市分野
准教授 鈴木 弘司 先生 

明日のものづくりのために
「生命の理」を学びましょう

奈良女子大学
工学部 工学科
教授 芝﨑 学 先生 

データ分析で
未来のインターネットを快適に

日本工業大学
先進工学部 データサイエンス学科
教授 吉野 秀明 先生 

義足を作って
適合させるたのしさ

広島国際大学　総合リハビリテー
ション学部 リハビリテーション学科
教授 月城 慶一 先生 

砂漠と太陽光発電システムで
世界を救えるか?

福井大学
工学部 電気電子情報工学科
准教授 伊藤 雅一 先生 

繊維同士の摩擦により生じた
静電気を利用した発電技術

福井大学
工学部 物質・生命化学科
准教授 坂元 博昭 先生 

カイコのシルクを再現し、
環境問題に貢献できるか？

福井大学
工学部 物質・生命化学科
准教授 鈴木 悠 先生 

放射線生物学　～放射線に
よるDNAの傷をしらべる～

福井大学
工学部 原子力安全工学講座
准教授 松尾 陽一郎 先生 

環境に優しい風力発電

三重大学
工学部 総合工学科 機械工学コース
教授 前田 太佳夫 先生 

世界の海のプラスチックごみを
減らすことができるか

武蔵野大学
工学部 環境システム学科
准教授 真名垣 聡 先生 

ホリエモンロケットの本当のこと 
ロケットの価格崩壊！？

室蘭工業大学
航空宇宙機システム研究センター
教授 内海 政春 先生 

考えただけで動く
ロボットを作る

明治大学　理工学部 電気電子生命
学科 生命理工学専攻
教授 小野 弓絵 先生 

医薬品に使うタンパク質を
取り分ける方法

山口大学
工学部 応用化学科
准教授 吉本 則子 先生 

ロボットに液体を注がせるのは
意外と難しい

山梨大学
工学部 機械工学科
教授 野田 善之 先生 

建築・インテリア・都市を
デジタルメディアで体験する

和歌山大学　システム工学部
メディアデザインメジャー
講師 川角 典弘 先生 

公園再生と環境再生による
都市環境の創造

和歌山大学
システム工学部 環境デザインメジャー
教授 宮川 智子 先生 

農学概論：農芸化学×SDGs
何を変える？

全国農学系学部長会議
京都府立大学 生命環境学部
教授 石田 昭人 先生 

農学概論：獣医学・畜産学×SDGs
何を変える？

全国農学系学部長会議
東北大学 農学部
教授 小倉 振一郎 先生 

農学概論：生産農学×SDGs
何を変える？

全国農学系学部長会議
愛媛大学 農学部
准教授 賀屋 秀隆 先生 

農学概論：生命科学×SDGs
何を変える？

全国農学系学部長会議
日本大学 生物資源科学部
教授 高橋 恭子 先生 

豊かな水田を支える
農業水利システムの最新技術

岩手大学
農学部 食料生産環境学科
教授 飯田 俊彰 先生 

産業動物獣医師の仕事と研究
（動物のお医者になるため）

岩手大学
農学部 共同獣医学科
准教授 一條 俊浩 先生 

食としての水産物の
多様性と健康機能性

岩手大学
農学部 食料生産環境学科
准教授 袁 春紅 先生 

-5℃で青果物を
生きたまま保存する

岩手大学
農学部 食料生産環境学科
教授 小出 章二 先生 

食糧危機に立ち向かう！
気候変動下で安定的な食料生産を

岩手大学
農学部 植物生命科学科
教授 下野 裕之 先生 

食糧増産に向けて、作物の
光合成能力強化を目指す

岩手大学
農学部 応用生物化学科
教授 鈴木 雄二 先生 

人と野生動物との
共存を考える

岩手大学
農学部 森林科学科
准教授 山内 貴義 先生 

山の吸血動物二ホンヤマビルの
謎を解き明かす

宇都宮大学
農学部 森林科学科
准教授 逢沢 峰昭 先生 

植物は動けない？
細胞の中で動く葉緑体

宇都宮大学　農学部 バイオサイエ
ンス教育研究センター
教授 児玉 豊 先生 

きのこを活用して
循環型社会を実現する

宇都宮大学
農学部 応用生命化学科
准教授 金野 尚武 先生 

こんにゃくから見えてくる
食と農の世界

宇都宮大学
農学部 農業経済学科
准教授 神代 英昭 先生 

害虫とたたかう
－殺虫剤抵抗性について－

宇都宮大学
農学部 生物資源科学科
教授 園田 昌司 先生 

美味しさと健康を支える
食品の研究開発

宇都宮大学
農学部 農業環境工学科
助教 田村 匡嗣 先生 

獣害から獣財へ ヒトと動物
とが共生するシステムづくり

大阪公立大学　現代システム科学
域 環境社会システム学類
准教授 星 英之 先生 

潜水船でしか採れない
深海生物を飼ってみる

北里大学
海洋生命科学部 海洋生命科学科
教授 三宅 裕志 先生 

外来植物の侵入経路と
分布拡大

京都大学
農学部
准教授 下野 嘉子 先生 

里山の生き物から学ぶ

京都産業大学
生命科学部 産業生命科学科
准教授 三瓶 由紀 先生 

食と健康の科学：食べ物は体
内でどんな働きをするのか？

神戸大学
農学部 生命機能科学科
准教授 山下 陽子 先生 

土壌の劣化を防ぐには？生産
基盤の持続可能性を考える

公立鳥取環境大学
環境学部 環境学科
准教授 角野 貴信 先生 

ゴムのリサイクルに
役立つキノコ！？

公立鳥取環境大学
環境学部 環境学科
准教授 佐藤 伸 先生 

農作物の成長を調節する
植物用サプリメント?の開発

静岡大学
農学部 応用生命科学科
准教授 竹内 純 先生 

花の魅力に秘められた科学

静岡大学
農学部 生物資源科学科
教授 中塚 貴司 先生 

教科書とは違う！？
実際の植物細胞を観察しよう

高崎健康福祉大学
農学部 生物生産学科
教授 吉積 毅 先生 

イヌの眼から見た世界

帝京科学大学
生命環境学部 アニマルサイエンス学科
講師 今野 晃嗣 先生 

「病気を予防するために　
ー　ヒトから動物ヘ」

帝京平成大学　健康医療スポーツ学部
医療スポーツ学科 動物医療コース
教授 中江 大 先生 

どんな魚にもワクチンを！
～魚類独自の免疫ｼｽﾃﾑの応用～

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
准教授 加藤 豪司 先生 

生き物の持つ能力を利用して
持続可能な養殖飼料を作る

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
助教 壁谷 尚樹 先生 

水産資源の持続的利用を
創造するデータサイエンス

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
教授 北門 利英 先生 

のぞいてみよう、
魚介類のアミノ酸の世界

東京海洋大学
海洋生命科学部 食品生産科学科
助教 小山 寛喜 先生 

底生生物を通して
海の生態系を探る

東京海洋大学
海洋資源環境学部 海洋環境学科
准教授 今 孝悦 先生 

蛍光指紋による
水産物の非破壊評価法

東京海洋大学
海洋生命科学部 食品生産科学科
准教授 柴田 真理朗 先生 

海から食卓まで―安全安心な
フードシステム構築―

東京海洋大学
海洋生命科学部 食品生産科学科
教授 濱田 奈保子 先生 

魚の性別は環境で変わる?
地球温暖化が性に与える影響

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
准教授 山本 洋嗣 先生 

絶滅の瀬戸際の魚たちを
バイオテクノロジーでまもる！

東京海洋大学
海洋生命科学部 海洋生物資源学科
教授 吉崎 悟朗 先生 

地元タレントを見つけて
SDGｓに貢献

東京工科大学
応用生物学部 応用生物学科
教授 松井 徹 先生 

いちご産地の戦略を
ネーミングから考える

東京農業大学　国際食料情報学部 
国際バイオビジネス学科
准教授 半杭 真一 先生 

昆虫食で地球問題を解決！

長浜バイオ大学　バイオサイエンス
学部 アニマルバイオサイエンス学科
教授 小倉 淳 先生 

再生医療実現に向けた
幹細胞研究

長浜バイオ大学　バイオサイエンス
学部 アニマルバイオサイエンス学科
教授 中村 肇伸 先生 

水資源を守る微生物
微生物が支える水の浄化作用

新潟食料農業大学　食料産業学部 
食料産業学科 アグリコース
准教授 浅野 亮樹 先生 

食品原料の重要性
ー世界を変えた冷凍すり身の科学ー

新潟食料農業大学　食料産業学部 
食料産業学科 フードコース
講師 阿部 周司 先生 

インド半乾燥地の農業

弘前大学
農学生命科学部 国際園芸農学科
准教授 佐藤 孝宏 先生 

九頭竜川の天然記念物：
水産増養殖の技術で守り引き継ぐ

福井県立大学
生物資源学部 先端増養殖科学科
教授 田原 大輔 先生 

農業に対するイメージを
変えていこう

明治大学
農学部 農学科
教授 池田 敬 先生 

おいしい肉を、
いつまでも食べられる世界に

酪農学園大学
農食環境学群 食と健康学類
教授 岩﨑 智仁 先生 

持続可能な
農業・農村をつくるには？

龍谷大学
農学部 食料農業システム学科
教授 竹歳 一紀 先生 

カメムシにおける共生と寄生

龍谷大学
農学部 資源生物科学科
教授 樋口 博也 先生 

呼吸器内科学の挑戦：
発がんの予防法・治療法を探る！

大阪公立大学
医学部 医学科
教授 川口 知哉 先生 

ウイルスは光で
やっつけられるのか？

徳島大学
医学部 医学科 微生物病原学分野
准教授 駒 貴明 先生 

健康なときこそ
自分の健康を考えよう

弘前大学
医学部 医学科
教授 三上 達也 先生 

病気を診ずして病人を診る
リハビリテーション医学の魅力

三重大学
医学部 医学科
教授 百崎 良 先生 

一粒の薬を安心安全に
患者さんに届けるために

武蔵野大学
薬学部 薬学科
教授 阿部 和穂 先生 

人生100年時代に向けて
小児歯科からできること

鶴見大学
歯学部 歯学科
教授 朝田 芳信 先生 

「善玉」コレステロールで
血管を健康にする

大阪医科薬科大学
薬学部 衛生化学研究室
教授 奥平 桂一郎 先生 

身近な毒って、なに？
～自分達の身体を毒から守ろう～

岐阜医療科学大学
薬学部 薬学科
教授 森 博美 先生 

薬で血管を守る！～健康寿命
延長を目指した薬理学研究～

京都薬科大学　薬学部 薬学科
病態薬科学系 臨床薬理学分野
助教 鳥羽 裕恵 先生 

植物の生き残り戦略に学び、
新薬を作ろう！

京都薬科大学　薬学部 薬学科
創薬科学系 生薬学分野
准教授 中村 誠宏 先生 

地球を治すクスリを作りたい！

神戸学院大学
薬学部 薬学科
教授 稲垣 冬彦 先生 

薬をデータサイエンスと
脳科学で解き明かす

山陽小野田市立山口東京理科大学
薬学部 薬学科
准教授 相良 英憲 先生 

からだの中の
酸化還元反応と病気の関係

湘南医療大学
薬学部 医療薬学科
助教 須藤 遥 先生 

ドライスキンと疾患
～肌は内臓の鏡～

鈴鹿医療科学大学
薬学部 薬学科
教授 大井 一弥 先生 

脳由来神経栄養因子から
考える抗認知症戦略

高崎健康福祉大学
薬学部 薬学科
教授 福地 守 先生 

ゲノム情報に基づいて植物の
物質生産メカニズムを解明

千葉大学
薬学部
教授 山崎 真巳 先生 

薬食同源を科学する
～認知症対策に向けた統合医療～

日本薬科大学
薬学部 薬学科
教授 松田 佳和 先生 

感染症は白血球で防御する！

広島国際大学
薬学部 薬学科
教授 山口 雅史 先生 

薬が効かない癌をやっつける！
個人別に効く薬を選択する

明治薬科大学
薬学部 分析化学研究室
准教授 鈴木 俊宏 先生 

感情と記憶を動かす薬と食

横浜薬科大学
薬学部 臨床薬学科
教授 出雲 信夫 先生 

植物の翼～どこまでも続く

横浜薬科大学
薬学部 漢方薬学科
教授 李 宜融 先生 

生活しながらさりげなく
生体情報を計測する未来へ

藍野大学
医療保健学部 臨床工学科
教授 五十嵐 朗 先生 

作業療法は脳へのアプローチ
作業の不思議とスキル学習

藍野大学
医療保健学部 作業療法学科
教授 酒井 浩 先生 

年をとるとどうなるの？
-超高齢社会の看護学-

藍野大学
医療保健学部 看護学科
教授 本多 容子 先生 

太ると呼吸はどうなるの？　
―肥満と呼吸の関係―

藍野大学
医療保健学部 理学療法学科
教授 山科 吉弘 先生 

義手を使って人生を楽しむ
ー作業療法の魅力ー

関西医科大学
リハビリテーション学部 作業療法学科
教授 福井 信佳 先生 

転倒を防げ! 高齢者のバランス
トレーニングに活路を開く

関西医科大学
リハビリテーション学部 理学療法学科
助教 脇田 正徳 先生 

“ひと”と“地域”を支える
作業療法士の可能性

関西医療大学
保健医療学部 作業療法学科
講師 藤井 啓介 先生 

エコーで病気がみえるの？

岐阜医療科学大学
保健科学部 臨床検査学科
教授 渡邉 恒夫 先生 

脳の活動をみてみよう！
～作業療法に活かす研究の紹介～

国際医療福祉大学
成田保健医療学部 作業療法学科
教授 谷口 敬道 先生 

尿中蛋白質の種類で
腎疾患を早期発見する

埼玉県立大学　保健医療福祉学部 
健康開発学科 検査技術科学専攻
准教授 久保田 亮 先生 

先端医療と臨床工学技士“
電気”で“いのち”を救う

滋慶医療科学大学
医療科学部 臨床工学科
教授 廣瀬 稔 先生 

科学的根拠に基づく
体外循環技術の確立

滋慶医療科学大学
医療科学部 臨床工学科
教授 吉田 靖 先生 

心の動きで体も変わる？
理学療法が支える日本の将来

四條畷学園大学　リハビリテーション学部 
リハビリテーション学科 理学療法学専攻
准教授 北川 智美 先生 

ストレスに負けないセルフ
マネジメント　回復力を高める

四條畷学園大学
看護学部 看護学科
教授 谷口 清弥 先生 

人の「心」が理解できますか
- 社会的認知という能力

四條畷学園大学　リハビリテーション学部 
リハビリテーション学科 作業療法学専攻
准教授 西田 斉二 先生 

子どもの世界を探る
―はじめての小児看護学

高崎健康福祉大学
保健医療学部 看護学科
准教授 櫻井 美和 先生 

ヒートショックを防げ！
危険度判定システム

高崎健康福祉大学
健康福祉学部 医療情報学科
准教授 髙橋 大志 先生 

スポーツ現場における
理学療法士の役割は？

高崎健康福祉大学
保健医療学部 理学療法学科
准教授 中川 和昌 先生 

-理学療法から見た-
姿勢と歩行

中部学院大学　看護リハビリテー
ション学部 理学療法学科
教授 大嶽 昇弘 先生 

柔道整復師とは

帝京科学大学
医療科学部 柔道整復学科
准教授 佐野 秀明 先生 

住まいや道具の工夫で
その人らしい生活へ

帝京科学大学
医療科学部 作業療法学科
講師 澤田 有希 先生 

気になる子供達（障害児全般）
との関わりと支援

帝京平成大学
健康メディカル学部 作業療法学科
教授 樋口 正勝 先生 

救命救急・集中治療室での
感染対策　－看護師の役割－

富山県立大学　看護学部 看護学科　
成人看護学（急性期）
准教授 城戸口 親史 先生 

看護師の「観察力」を
VR／ARで学ぶ

富山県立大学
看護学部 看護学科 基礎看護学
准教授 林 静子 先生 

がんの治療を受ける高齢者と
家族の療養生活を支える看護

新潟県立看護大学
看護学部 臨床看護学領域 成人看護学
准教授 酒井 禎子 先生 

心の健康・不健康と心の看護

新潟県立看護大学
看護学部 精神看護学
教授 谷本 千恵 先生 

世界のエビデンスを
看護に活かす

兵庫医科大学
看護学部 看護学科
教授 今野 理恵 先生 

老いと向き合う新戦略　
「予防」と理学療法

兵庫医科大学
リハビリテーション学部 理学療法学科
講師 永井 宏達 先生 

「鏡に映った手」が脳をだます？！
作業療法の世界

兵庫医科大学
リハビリテーション学部 作業療法学科
教授 平上 尚吾 先生 

がん細胞のスペシャリスト
「細胞検査士」

弘前大学
医学部 保健学科
准教授 吉岡 治彦 先生 

食べる
リハビリテーションの世界

広島国際大学　総合リハビリテーション学部 
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻
准教授 福岡 達之 先生 

眼は小宇宙：視能訓練士と
旅する視覚の世界

福岡国際医療福祉大学
医療学部 視能訓練学科
准教授 橋本 勇希 先生 

病院経営に欠かせない
事務職の仕事って？

福知山公立大学
地域経営学部 医療福祉経営学科
准教授 星 雅丈 先生 

見えない障害「高次能機能
障害」を見える化するには？

藤田医科大学　保健衛生学部 リハ
ビリテーション学科 作業療法専攻
教授 鈴木 めぐみ 先生 

バイタルサイン測定
あなたの測定方法は適切ですか？

藤田医科大学
保健衛生学部 看護学科
准教授 皆川 敦子 先生 

手で観て、触れて、感じ考える
看護のケア

佛教大学
保健医療技術学部 看護学科
教授 中島 小乃美 先生 

病院医療論序説
～未来の病院を診療情報から描く～

名桜大学　人間健康学部
健康情報学科※2023年開設予定
准教授 大城 真理子 先生 

脳っておもしろい！カラダと
こころの運動で認知力UP！

明治国際医療大学
看護学部 看護学科
講師 栗山 真由美 先生 

災害対策に必要な「やる気」？
～次の災害に備える為に～

明治国際医療大学
保健医療学部 救急救命学科
准教授 高橋 司 先生 

『伝統医学』ってなに？

明治国際医療大学
保健医療学部 柔道整復学科
教授 松本 和久 先生 

「眠れない」を救いたい！東洋医学
と鍼灸（しんきゅう）の可能性

明治国際医療大学
鍼灸学部 鍼灸学科
講師 山﨑 翼 先生 

病気早期発見につながる
１滴の血液・唾液

四日市看護医療大学
看護医療学部 臨床検査学科
教授 高崎 昭彦 先生 

助産師を生涯にわたって
支援する体制づくりを

四日市看護医療大学
看護医療学部 看護学科
教授 二村 良子 先生 

自然災害について
福祉の視点から考える

関西福祉科学大学
社会福祉学部 社会福祉学科
准教授 家髙 将明 先生 

高齢者の社会参加を
支援する

群馬大学
医学部 保健学科
准教授 田中 浩二 先生 

社会福祉とメンタルヘルス：
日本で学びアフリカで考える

神戸女学院大学
文学部 総合文化学科
教授 金田 知子 先生 

Well-being（幸せ）を
高めるソーシャルワーク

大正大学
社会共生学部 社会福祉学科
教授 神山 裕美 先生 

保健室より“あい”（出会い、
ふれあい、愛）をこめて

びわこ学院大学
教育福祉学部 子ども学科
教授 岩崎 信子 先生 

人を支えるー社会を変える：
ソーシャルワークの可能性

龍谷大学
社会学部 現代福祉学科
教授 山田 容 先生 

廃棄物だった貝殻の
抗菌パワーで食の安全！

神奈川工科大学
健康医療科学部 管理栄養学科
教授 澤井 淳 先生 

「カラフルなチョコレート
＝体に悪い」は本当？

岐阜女子大学
家政学部 健康栄養学科
教授 臼井 宗一 先生 

屋外環境の温冷感は
何で決まる？

京都ノートルダム女子大学
現代人間学部 生活環境学科
教授 竹原 広実 先生 

アスリートを支える
スポーツ栄養士の仕事

至学館大学
健康科学部 栄養科学科
准教授 杉島 有希 先生 

スポーツと食事の関わり

至学館大学
健康科学部 栄養科学科
教授 村上 太郎 先生 

紫外線によるDNAの傷を治す
―身近な環境因子の影響

静岡県立大学
食品栄養科学部 環境生命科学科
教授 伊吹 裕子 先生 

I C Tで栄養管理？！～移り
変わる栄養問題を考える～

帝京平成大学
健康メディカル学部 健康栄養学科
准教授 高橋 寛子 先生 

アスリートに必要な
スポーツ栄養学

東海学園大学
健康栄養学部 管理栄養学科
講師 高柳 尚貴 先生 

食べ物のおいしさを測る

日本女子大学
家政学部 食物学科
教授 飯田 文子 先生 

パラスポーツの
見方、楽しみ方、考え方

大阪体育大学
教育学部 教育学科
准教授 曽根 裕二 先生 

スポーツの魅力を考えよう！
発想の転換で人や社会に迫る

京都産業大学
現代社会学部 健康スポーツ社会学科
教授 濱野 強 先生 

部活に活かす
メンタルトレーニング

至学館大学
健康科学部 健康スポーツ科学科
教授 氏原 隆 先生 

即戦力となる『アスレチック
トレーナー』になるために

至学館大学
健康科学部 体育科学科
教授 佐藤 丈能 先生 

嬉しい、楽しい、辛い！
スポーツ経験から見える社会

静岡産業大学
スポーツ科学部 スポーツ科学科
講師 清宮 孝文 先生 

スポーツ科学で
「はかってみえること」

静岡産業大学
スポーツ科学部 スポーツ科学科
准教授 宮崎 彰吾 先生 

選手を食で支える
スポーツ栄養学の魅力

高崎健康福祉大学
健康福祉学部 健康栄養学科
教授 木村 典代 先生 

スポーツとジェンダー
女性スポーツの先駆者たち

東海学園大学
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科
准教授 木村 華織 先生 

アスリートが求める情報と
サポート活動

日本薬科大学
薬学部 医療ビジネス薬科学科
講師 松永 修司 先生 

スポーツを観る二つの目
－バイオメカニクスと古武術－

びわこ成蹊スポーツ大学
スポーツ学部 スポーツ学科
教授 高橋 佳三 先生 

何をどう食べるかでかわる体と
運動パフォーマンス

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 
スポーツ学科 トレーニング・健康コース
准教授 武田 哲子 先生 

スポーツにおける夢と暴力

名桜大学
人間健康学部 スポーツ健康学科
准教授 大峰 光博 先生 

サッカーを科学する

立教大学 スポーツウエルネス学部 スポーツ
ウエルネス学科（仮称）※2023年4月設置構想中
教授 安松 幹展 先生 

人文科学系

社会科学系

理・工・農学系

医・歯・薬・家政系
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