
Pro.No. プロジェクト科目名（英文） プロジェクト科目名（和文） リーダー 関連

阿川 尚之 青木 節子 岡部　正勝 奥田 敦 加茂 具樹 草野 厚

清水 唯一朗 田島 英一 土屋　大洋 鄭 浩瀾

中山 俊宏 廣瀬 陽子 山本 純一 渡邊 頼純

Ｐｒｏ.02 Globalism / Nationalism / Localism (GNL） グローバリズム・ナショナリズム・ローカリズム 山本 純一 田島 英一 鄭 浩瀾 廣田 拓 GR

Ｐｒｏ.03 Islam and Global Governance Research Project イスラームとグローバル・ガバナンス研究プロジェクト 奥田 敦 土屋 大洋 廣瀬 陽子 稲垣 文昭 植村 さおり 野中 葉 GR

Ｐｒｏ.04 The WTO System and Economic Integration in East Asia WTO体制と東アジアにおける経済統合 渡邊 頼純 神保 謙 GR

阿川 尚之 加茂 具樹 神保 謙 土屋 大洋

中山 俊宏

Ｐｒｏ.06 International Policy Analysis International Policy Analysis（国際政策分析） 中山　俊宏 神保 謙 土屋 大洋 GR

Ｐｒｏ.07 China Perspectives チャイナ・パースペクティヴ 加茂 具樹 土屋 大洋 林 載桓 毛利 亜樹 GR

加茂 具樹 厳 網林 神保 謙
ﾃｨｰｽﾏｲﾔ,
 ﾘﾝ

野村 亨 廣瀬 陽子

Ｐｒｏ.09 Sustainable Development Sustainable Development (JANP2) ﾃｨｰｽﾏｲﾔ,  ﾘﾝ 青木 節子 野村 亨
バンバン,
ルディアント

小林 博人 廣瀬 陽子 HC

Ｐｒｏ.10 Contemporary Socio-Cultural Research Project 現代社会文化論プロジェクト 堀 茂樹 氷上 正 宮代 康丈 藁谷 郁美 HC･GR･XD

Ｐｒｏ.11 IT and the Learning Environment Project ＩＴと学習環境プロジェクト 國枝 孝弘 藁谷 郁美 安村 通晃 HC

Ｐｒｏ.12 Language Education Design  Project 言語教育デザインプロジェクト 平高 史也 白井 宏美 杉原 由美 藤田　護 古石 篤子 HC

Ｐｒｏ.13 Studies of Modern Society 近代社会研究 小熊 英二 梅垣 理郎 HC

Ｐｒｏ.14 Assessment Project 評価プロジェクト 廣瀬 陽子 会田 一雄 井下 理 GR・PS・HC

Ｐｒｏ.15 Finance and Real Estate ファイナンスと不動産プロジェクト 小暮 厚之 会田 一雄 駒井 正晶 PS

金子 郁容 玉村 雅敏 東海林　祐子 宮垣 元 宮川 祥子 國領 二郎 後藤 純一

村林 裕

Ｐｒｏ.17 Internet and Mass Media インターネットとマス・メディア 新保 史生 岡部　正勝 佐伯 千種 武田 圭史 金 美林 菅谷　実 PS

Ｐｒｏ.18 Platform and Business プラットフォームとビジネス 飯盛 義徳 秋山 美紀 國領 二郎 夏野 剛 新保 史生 村井 純 伊藤 健二 梅嶋 真樹 羽田 久一 PS

Ｐｒｏ.19 Cyber Business Marketing サイバービジネス・マーケティング 桑原 武夫
ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ,
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ

印南 一路 中村 修 PS・CB

上山 信一 曽根 泰教 竹中 平蔵 松井 孝治 岡部　正勝 片岡 正昭 中室 牧子

和田　龍磨

Ｐｒｏ.21 Health Care Policy and Management 医療福祉政策・経営 印南 一路 堀 真奈美 濱田 庸子 古城 隆雄 PS

Ｐｒｏ.22 Interreality インターリアリティ 土屋 大洋 井庭 崇 熊坂 賢次 CB・PS・GR

Ｐｒｏ.23 Cultural Policy Project 文化政策プロジェクト 渡辺 靖 奥出 直人 PS

Ｐｒｏ.24 Aging and Migrant Workers 少子高齢化と外国人労働者 後藤 純一 中室 牧子 秋山 美紀 印南 一路 小暮 厚之 PS

河添 健 小池 英樹 佐藤 雅彦 広瀬 通孝 小川 克彦 安村 通晃

Ｐｒｏ.26 Cognitive and Language Development and Learning 認知・言語の発達と学習 今井 むつみ 青山 敦 田中 茂範 中浜 優子 濱田 庸子 安西 祐一郎 石崎 俊 CB・CI

Ｐｒｏ.27 Sports Science and Cognitive Ergonomics スポーツサイエンスとコグニティブエルゴノミクス 加藤 貴昭 牛山 潤一 仰木 裕嗣 水鳥 寿思 村林 裕 石崎 俊 永野 智久 CB

Ｐｒｏ.28 Network Style ネットワークスタイル 福田 和也 加藤 文俊 熊坂 賢次 CB・XD

Ｐｒｏ.29 Psychospace サイコスペース 渡辺 利夫 西岡 啓二 濱田 庸子 森 さち子 CB

Ｐｒｏ.30 Cognition, Action, Media in Language and Language Education 認知・行為・メディアと言語・言語教育 田中 茂範 霜崎 實 中浜 優子 長谷部 葉子 CB

井庭 崇 小川 克彦 筧 康明 加藤 文俊

清水 唯一朗 中西 泰人

Ｐｒｏ.32 Construction of Support Systems for Technical Development for Environmental Design 環境デザインの手法開発とその支援システムの構築 池田 靖史 松川 昌平 一ノ瀬 友博 小林 博人
ガロウェイ，
ウィリアム

EG

一ノ瀬 友博 厳 網林 井本 郁子 金谷 年展 小林　光 EG・PS

土光 智子 中島　直人

Ｐｒｏ.34 Urban Renovation Studies アーバン・リノベーション研究 大江 守之 片岡 正昭 丸山　洋平 EG・PS

Ｐｒｏ.35 Geo-informatics of the Environment and Development 環境と開発のジオインフォマティクス 厳 網林 大木 聖子 一ノ瀬 友博 古谷 知之 EG

蟹江　憲史 丹治 三則 袖野　玲子 鵜野 公郎 遠藤　典子 小林　光

清水 浩 浜中　裕徳 白 迎玖

森田 香菜子

Ｐｒｏ.37 Urban Remodelling Design （Ⅰ・Ⅱ） アーバンリモデリングデザイン 小林 博人 池田 靖史 古谷 知之 EG

Ｐｒｏ.38 Cybersound Project サイバーサウンド・プロジェクト 岩竹 徹 田中 浩也 XD

Ｐｒｏ.39 Social Fabrication ソーシャル・ファブリケーション 田中 浩也 水野 大二郎 筧 康明 加藤　文俊 鳴川　肇 XD・CB

Ｐｒｏ.40 Mobile Methods モバイル・メソッド 加藤 文俊 石川　初 水野　大二郎 XD・CB

Ｐｒｏ.41 Designing Real Designing Real 中西 泰人
オオニシ
タクヤ

筧 康明 鳴川　肇 脇田 玲 増井 俊之 山中 俊治 XD

植原 啓介 楠本 博之 武田 圭史 中村 修 大川 恵子 杉浦 一徳 鈴木茂哉
タムリン,
フスニ

マクスディ,ウ
チュウ

バンミーター,
ロドニー

三次 仁 マラケ,カタリナ

Ｐｒｏ.43 Ubiquitous Computing and Networking Project ユビキタスコンピューティング＆ネットワーキングプロジェクト 徳田 英幸 高汐 一紀 中澤 仁 清木 康 武藤 佳恭 米澤 拓郎 CI

Ｐｒｏ.44 Novel Computing ノーベル・コンピューティング 清木 康 倉林 修一 井庭 崇 諏訪 正樹 武藤 佳恭 浦木 麻子 佐々木 史織 向井 国昭 CI・CB

Ｐｒｏ.45 Place and Mobile Media プレイス＆モバイルメディア 小川 克彦 加藤 文俊 中西 泰人 CI・XD

Ｐｒｏ.46 IT Systems Project ＩＴシステムプロジェクト 服部 隆志 萩野 達也 清水　智公 CI

柳町 功 相磯 貞和 清木 康 伊藤 良二 高橋 俊介 高橋 秀明

花田 光世

神成 淳司 中越 一彰 渡辺 賢治 植原 啓介 小川 克彦 河添 健 清木 康 石崎 俊 安村 通晃

楠本 博之 倉林 修一 高汐 一紀 武田 圭史

武藤 佳恭 徳田 英幸 中澤 仁 中西 泰人

中村 修 服部 隆志
バンミーター,
ロドニー

増井 俊之

三次 仁 村井 純

板谷 光泰 金井 昭夫 黒田 裕樹 佐野 ひとみ 荒川 和晴 杉本　昌弘
セルバラジュ,ク
マール

曽我 朋義 内藤 泰宏 渡辺 光博 柘植 謙爾 福田 真嗣
マレー,
ダグラス

BI

Ｐｒｏ.48 CI Project CIプロジェクト 萩野 達也 CI

Ｐｒｏ.49 Systems Biology Project/Seminar 先端生命科学 冨田 勝

CI・PS

Ｐｒｏ.42 Mobile and Ubiquitous Internet モービル広域ネットワーク 村井 純 CI

Ｐｒｏ.47 Virtual Systems Research バーチャル・システム・リサーチ 武藤 佳恭

Ｐｒｏ.16

Ｐｒｏ.36 Global Environmental System 

Network Communities 

Ｐｒｏ.20 Public Policy (Consensus Building)

Ｐｒｏ.31 Life Knowledge in Practice

Ｐｒｏ.33 Environmental and Business Innovation

PS

GR

鈴木 寛

GR

梅垣 理郎 HC

【注】
※2015年度秋学期サバティカル・留学の教員は斜字体にしています。
②メンバー（実出講報告対象者）･･･兼担、非常勤教員（2010年度以前よりプロジェクト科目を担当している教員）、特別招聘、客員等の教員で、実出講報告対象者を記載していま
す。毎月の出講報告に基づき給与をお支払いいたします。
④プロジェクト協力推進者・・・特任教員および非常勤教員(2011年度以降にプロジェクト科目の担当を開始した教員)を記載しています。プロジェクト担当者としての委嘱はいたしま
せん。

①メンバー（専任） ②メンバー(実出講報告対象者)  ③ サブメンバー（専任）  ④ プロジェクト協力推進者

ネットワークコミュニティ

Ｐｒｏ.25 Interaction Design Project インタラクションデザインプロジェクト(IDP) 増井 俊之

小澤 太郎パブリックポリシー（合意形成）

Ｐｒｏ.08 Development Networks in Japan, Asia and North Pacific 開発ネットワーク（JANP1)

Ｐｒｏ.05 Japan Studies 日本研究 清水 唯一朗

2015年度秋学期大学院プロジェクト担当者一覧

Ｐｒｏ.01 Global Governance and Regional Governance グローバル・ガバナンスとリージョナル・ガバナンス 神保 謙

PS

大前 学 EG

CB・CI

グローバル環境システム

生活実践知　 CB･XD･PS

環境とビジネスのイノベーション 古谷 知之

諏訪 正樹


