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令和３年度：外部資金採択一覧 

■科学研究費補助金等 
〈新規〉 

 

〈継続〉 

種目 研究者区分 所属・職名 氏名 研究課題・期間 配分額(円) 

基盤研究（B） 研究分担者 歯科衛生学科・講師 森野   智子 

多元的音情報に基づく口腔機能・摂食嚥下機

能評価システムの開発と検証（2018 年 4 月 1

日～２０22年 3月 31日（予定）） 

325,000 

基盤研究（B） 研究分担者 こども学科・准教授 藤田   雅也 

美術鑑賞学習指導体系の構築に関する実践的

研究（2020年４月 1日～２０２4年 3月 31日

（予定））  

390,000 

基盤研究（C）  
研究代表者 

研究分担者 

歯科衛生学科・教授 

歯科衛生学科・准教授 

仲井  雪絵 

野口  有紀 

コモンリスク因子戦術への展開と国際標準化に

向けた食基盤型齲蝕リスク評価法の開発

（2018年 4月 1日～2022年 3月 31日（予

定）） 

0 

※研究期間

延長のため 

基盤研究（C）  研究分担者 歯科衛生学科・准教授 長谷 由紀子 

外国人患者と医療者の調整行動に着目した医

療のための「やさしい日本語」教育の開発

（2020年 4月 1日～２０２4年 3月 31日（予

定）） 

91,０００ 

種目 研究者区分 所属・職名 氏名 研究課題・期間 配分額(円) 

基盤研究（C） 研究代表者 一般教育等・教授 林  恵 嗣 

低温炭酸泉を用いた実践的な身体冷却方法の

開発（2021 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31

日（予定）） 

1,560,000 

基盤研究（C） 研究代表者 社会福祉学科・准教授 中澤  秀一 

最低生計費と生活時間の観点からのディーセ

ント・ワークの実証的研究（2021年4月 1日～

2024年 3月 31日（予定）） 

520,000 

基盤研究（C） 研究分担者 こども学科・准教授 藤田   雅也 

課題発見・解決力を育む創造性教育カリキュラ

ム開発・検証のための実践的研究（2021 年４

月 1日～２０２4年 3月 31日（予定）） 

65,000 

若 手 研 究 研究代表者 こども学科・助教 名倉   一美 

保育における幼児の「集団所属感」のアセスメ

ントツール開発に関する研究(2021 年 4 月 1

日～2024年 3月 31日(予定)） 

780 ,000 

挑戦的研究

（開拓） 
研究分担者 歯科衛生学科・講師 森野   智子 

多元的センサー情報に基づく食行動研究基盤

の構築（2021年7月9日～２０２5年 3月31

日（予定）） 

６５０，０００ 
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基盤研究（C） 研究分担者 社会福祉学科・助教 安     瓊伊 

高齢者の地域居住を支える小規模多機能型居

宅介護に勤務する介護福祉士の技術の明確化

（2018年 4月 1日～2022年 3月 31日（予

定）） 

195,000 

基盤研究（C）  
研究代表者 

研究分担者 

社会福祉学科・助教 

社会福祉学科・准教授 

加藤  恵美 

松平  千佳 

保育における子どもの喪失体験（あいまいな喪

失含む）の課題および支援法開発の試み

（2017年 4月 1日～２０２2年 3月 31日（予

定）） 

0 

※研究期間

延長のため 

基盤研究（C）  研究代表者 社会福祉学科・助教 加藤   恵美 

親との離別（あいまいな喪失）を体験した保育

園児のレジリエンスを育む支援法開発（2020

年 4月 1日～２０２３年 3月 31日（予定）） 

2,080,000 

基盤研究（C）  研究分担者 社会福祉学科・教授 佐々木 隆志 

高齢者介護施設における薬剤耐性菌伝播予防

のための教育プログラムの開発（2020年 4月

1日～2024年 3月 31日（予定）） 

65,000 

基盤研究（C） 研究代表者 こども学科・教授 小林 佐知子 

育児への非意識的な感情に着眼した新しい動

機づけ過程の解明と子育て支援への応用

（2019 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 1 日（予

定）） 

910,000 

基盤研究（C） 研究分担者 こども学科・教授 小林 佐知子 

夫婦が一緒に育児に向き合うためのサポートシ

ステムの提案（2020年4月 1日～2024年3

月 31日（予定）） 

39,000 

基盤研究(C) 研究分担者 こども学科・助教 名倉   一美 

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（2019 年

4月 1日～2023年 3月 31日（予定）） 

130,000 

基盤研究(C) 研究分担者 こども学科・准教授 松浦     崇 

外国につながりのある子どもと社会的養育－

乳児院・母子生活支援施設の調査に基づいて

（2018年 4月 1日～2022年 3月 31日（予

定）） 

0 

※研究期間

延長のため 

若 手 研 究 研究代表者 一般教育等・講師 高田   佳輔 

コミュニティと文化からみたオンラインゲーム内

の集団活動経験が現実世界に及ぼす影響

（2020年 4月 1日～2023年 3月 31日（予

定）） 

1,040,000 

若 手 研 究 研究代表者 社会福祉学科・助教 安     瓊伊 

在日外国人高齢者の福祉サービスアクセスの

阻害要因とコミュニティの有効性の検討（2018

年 4月 1日～2022年 3月 31日（予定）） 

0 

※研究期間

延長のため 

若 手 研 究 研究代表者 こども学科・准教授 副島   里美 

「ファシリテーション・グラフィック」を活用した保

育方法と保育者の資質向上の検討（2018年4

月 1日～2022年 3月 31日（予定）） 

0 

※研究期間

延長のため 
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■その他の研究助成 

研究費区分 所属・職名 氏名 研究助成者 研究課題 配分額(円) 

奨学寄付金 歯科衛生学科・教授 仲井   雪絵 静岡県歯科医師会 
静岡県における歯と口腔の健康推進に

関する研究 
150,000 

 


