ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨｾﾝﾀｰ・ﾌｫｰ・ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ ｾﾝﾀｰ長
森川 美絵 総合政策学部総合政策学科 教授

研究組織
1.国際的女性リーダーシップ英語教育の方法論開発【リーダーシップ英語教育】
研究代表者名 田近 裕子 総合政策学部総合政策学科 教授
ギャバン・グレイ (Gavan Gray) 総合政策学部総合政策学科 准教授 ：
Young Women in Leadership (competitions) 担当
奥脇 奈津美
総合政策学部総合政策学科 教授 ：
Young Women in Leadership (competitions) 担当
リサ・ダウ (Lisa Dow) 学芸学部英語英文学科 准教授 ：
異文化理解教育および海外連携教育プログラム補助
ジョシュア・アントル (Joshua Antle)
学芸学部英語英文学科 講師 ：
Leadership Training 補助
吉田 真理子 学芸学部英語英文学科 教授 ：
Leadership Training 補助
星野 徳子 学芸学部英語英文学科 准教授 ：
Model United Nations (JUEMUN) 補助
ラウラ-アンカ・パレパ (Laura-Anca Parepa) 総合政策研究所特任研究員 ：
Model United Nations (JUEMUN) 担当
2.データ活用型政策研究と実践的教育プログラム開発【データ活用型政策研究教育】
研究代表者名 森川美絵 総合政策学部総合政策学科 教授
担当 A（女性活躍のためのデータベース整備）
村木 厚子：総合政策学部総合政策学科 客員教授
森田 朗 ： 同 教授
伊藤由希子： 同 教授
新海 尚子： 同 教授
伊藤 るり： 同 教授
担当 B（データ駆動型産官学連携課題解決モデルの構築）
曽根原 登： 同 教授・総合政策研究所所長
酒井 善則： 同 客員教授・総合政策研究所
津曲 俊英： 同 教授・地域連携推進センター
鈴木 貴久： 同 特任助教
担当 C （実践的教育プログラム化のための調整）
大島 美穂： 同 教授
萱野 稔人： 同 教授
担当 D（進捗管理、事務管理）
伊藤豪浩 ：千駄ヶ谷キャンパス事務室課長
千駄ヶ谷キャンパス事務室

3.社会的インクルージョン研究基盤形成【社会的インクルージョン研究】

研究代表者名 柴田 邦臣 学芸学部国際関係学科 准教授
［インクルーシブ教育支援室］
ディレクタ 柴田 邦臣 学芸学部国際関係学科 准教授 ：全体統括
コーディネータ 松崎 良美 学芸学部国際関係学科 助教 ：地域連携・国内学会担当
専門アシスタント 三好 祐子 学芸学部非常勤講師・手話通訳士 ：福祉制度担当
研究ブランディング事業担当者 濱松 若葉 TA・国際関係学研究科院生 ：調査・広報担当
国際連携事業担当者 貝原 千馨枝 TA・国際関係学研究科大学院生 ：国際学会・イベント担当
事務員 浜中和華子 IES 担当職員 ：事務会計担当

4.津田アーカイブを用いた多様で先進的な女性ロールモデル研究【女性ロールモデル研究】
研究代表者名 大類 久恵 学芸学部英語英文学科教授・津田梅子資料室長
髙橋 裕子 学長・学芸学部英語英文学科 教授：対象者の選定とインタビュー、文献調査・研究
北村 文 学芸学部英語英文学科 講師 ：対象者の選定とインタビュー、文献調査・研究
根本 和彦 津田梅子資料室事務室 事務室長事務取扱
村田 安代 津田梅子資料室事務室
中田 友紀 津田梅子資料室事務室
山嵜 千瑛 戦略推進本部事務室
：データベースの構築、所蔵、活用、対象者の選定、文献調査・研究

5.グローバルな計算社会科学的視点による社会科学と情報学の融合教育・研究プログラムの開発
【社会科学・情報学融合教育】
研究代表者名 小舘 亮之 総合政策学部総合政策学科主任・教授
鈴木 貴久 同 特任助教 ：データ収集と分析、教育プログラムの開発
若原 俊彦 総合政策研究所客員教授 ：教育プログラムの開発

6.東京都議会議員の政治的態度と多様性の分析を通した実践的教育【都議会議員分析教育】
研究代表者名 中條 美和 総合政策学部総合政策学科 准教授

7.主体的学びを支える情報のアクセシビリティを考える―マイノリティのリテラシーの実証研究
【マイノリティ・リテラシー研究】
研究代表者名 松崎 良美 学芸学部国際関係学科 助教
柴田 邦臣 学芸学部国際関係学科 准教授 ：ICT の教育現場活用に関する専門的知識提供
三好 祐子 学芸学部非常勤講師・手話通訳士 ：手話による情報提供に関する専門的知識提供

8.インクルージョンにおける AI（人工知能）の活用可能性【インクルージョン AI 活用】
研究代表者 杉村 大輔 学芸学部情報科学科 准教授 ：AI テクノロジー、情報工学担当
柴田 邦臣 学芸学部国際関係学科 准教授 ：福祉社会・インクルージョン担当

濱松 若葉 大学院国際関係学研究科大学院生 ：福祉 AI 研究専攻・分析担当

9.「クロスオーバー・若手リーダーシップ育成事業」
【若手リーダーシップ育成事業】
〈指導〉代表者 柴田 邦臣 学芸学部国際関係学科 准教授
森川 美絵 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨｾﾝﾀｰ・ﾌｫｰ・ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ長 総合政策学部総合政策学科 教授
〈対象〉助教、研究所研究員、大学院生（博士課程在籍ないしは進学予定）で、指導教員の推薦を
得た者で、学振 PD・DC 応募に該当する若手研究者
1.～4.のプロジェクトを架橋するようなアイデアを若手研究者から募集し、目に見える連携
の契機とし、本研究を、若手のインクルーシブ・リーダーシップ力の育成そのものの具体例
とする。そのため、本学の若手研究者がアイデア・企画などを持ち寄って、お互いに何度も
ディスカッションを繰り返し、研究企画を練り上げている過程を支援する（アイデアソン）
。
また資金面でもサポートする。センター直轄の上で、担当教員が指導を担当する。

ダイバーシティセンター・フォー・インクルーシブリーダーシップ 事務局
戦略推進本部長
八丁地 園子
戦略推進本部事務室 山嵜 千瑛
戦略推進本部事務室 阪井 悠子
研究支援事務室長
大駅 康也
研究支援事務室
栗原 郁太

