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図書館 2階 JWUラーニング・コモンズさくら 

ラーニング・サポーター プロフィール 

 

人間生活学研究科 人間発達学専攻（児童学） 博士課程後期3年 M.A.さん 

＜自己紹介＞ 

人間生活学研究科人間発達学専攻の博士課程後期に在籍しています。 

研究分野は児童心理学で、幼少期の人間関係に関する研究をしています。 

主に幼稚園・小学校で観察調査やインタビュー調査を行っています。 

・経歴   本学 家政学部児童学科 卒業   本学 家政学研究科児童学専攻（修士）卒業 

・サポーター歴   学部生4年の頃より、サポーターを務めています。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

・資格 

保育士／幼稚園教諭／小学校教員 

※教職のご相談や実習について（日誌や指導案の書き方など）についてもお答えできます。 

・研究分野 

「向社会的行動（思いやり行動）」について研究 

児童心理に近い領域を研究しています。 

主に幼稚園・小学校で観察調査やインタビュー調査を行い、質的分析を行う予定です。 

観察調査の方法や質的分析などについてもお答えできます。 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／データベースの利用方法／勉強の進め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／ 

プレゼンテーション資料の作り方／大学院進学のための研究計画書の書き方／専攻している分野についての助言／ 

インタビュー調査の方法／Word、Excel等の使い方等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

大学生活なにをしたらいいだろう？などの学校生活に関するご質問から、レポートはどうやって書くのか？どんな文献を読んだらいい

だろう？という授業や研究に関する質問まで、できる限りご対応します！ 

ラーニング・サポーターと一緒に考えながら、自分なりの答えを導きだしてもらえたらと思います。どうぞお気軽にご相談ください。お

待ちしております！ 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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家政学研究科 食物・栄養学専攻（食物学） 修士課程2年 C.A.さん 【英語対応可能】 

＜自己紹介＞ 

学部生の頃から「おいしさ・食文化」に興味があり、学内・外で活動してきました。 

専門は調理学で、調理・食味評価学研究室にて、おいしさを数値化する「官能評価」の研究をしています。 

課外活動として、学生団体では、食と国際協力の団体で途上国に給食を届ける活動をしていました。 

また、イタリアに留学し、「食文化・食の考え方」について勉強し修士を取得しました。 

現在は、留学先と共同研究をしており、「イタリア人と日本人のおいしさの感じ方の違い」について研究しています。 

食育にも興味があり、家庭科の教員免許も取得しています。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

・専門分野：食物学（調理学）  特に官能評価、食文化 

・得意分野：食品学（調理学・調理科学など）、食文化研究 

 

卒業論文「カカオマス含量の異なるチョコレートの官能評価と苦味嗜好の背景」 

学会の論文「外国人による日本食認識に関する試行」  

留学先の論文「The difference in perception between Japanese and foreigners come from regarding Japanese food and 

RAMEN」 

現在の修士論文「イタリア人と日本人の甘味の認識の違いについて」 

 

・資格：家庭科教員免許（中・高） 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／データベースの利用方法／勉強の進め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／ 

プレゼンテーション資料の作り方／統計資料の作り方／大学院進学のための研究計画書の書き方／専攻している分野についての助言／ 

アンケート調査の方法／語学（英語（IELTS、TOEIC）、イタリア語（初級））／Word、EXCEL等の使い方／ 

教職について、留学の準備（学科との相談、奨学金：トビタテ留学 JAPAN、留学先の決定）、就職活動等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

授業や研究に関する質問から、教職・留学・大学院進学・就職活動など、何でもお気軽に相談にいらしてください！ 

私も、大学生活の中でたくさん迷い、色々な人に相談しながら、自分なりの答えを出してきたなと思っているので、今度は私が少しでも

皆さんのお役に立てればと思います。 

コロナ禍ということもあり不安はたくさんあるかと思いますが、自分なりの大学生活を送ることができるようなお手伝いができれば幸

いです！ 

食物学科の方はもちろん、他学科の方もお気軽にいらしてください！ 

 

＜自己紹介ポスター＞ 

 



 3 / 11 

家政学研究科 食物・栄養学専攻（管理栄養士） 修士課程2年 T.M.さん 

＜自己紹介＞ 

本学の食物学科管理栄養士専攻を卒業し、管理栄養士・フードスペシャリスト・栄養教諭一種免許（専修免許取得予定）を所持していま

す。現在は家政学研究科食物・栄養学専攻に在籍中で、昨年度・今年度ともに生理学実験・解剖学実験で TAを担当しております。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

栄養学、解剖生理学etc 

管理栄養士国家試験対策、教職課程（栄養教諭）に関すること 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／勉強の進め方／レジュメの作り方／プレゼンテーション資料の作り方／Word、Excel等の使い方／ 

管理栄養士国家試験対策等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

授業やレポート課題、試験など学習面に関する相談はもちろん、臨地実習や教育実習（栄養教諭）、管理栄養士国家試験対策に関する質

問など、どんな些細なことでも気軽にお声掛けください。ラーニング・サポーターとして、皆さまの学生生活をサポートできたらと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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人間生活学研究科 生活環境学専攻（被服学） 博士課程後期2年 K.M.さん 

＜自己紹介＞ 

文学部史学科に在籍していた3年生の時に、ポンパドゥール侯爵夫人を知り、彼女について卒業論文を書きました。その後、「ポンパド

ゥール侯爵夫人から西洋服飾史を研究したい」と思い、大学院から被服学科に移動しました。 

趣味は読書（様々なジャンルの物を読んでいます。）、裁縫（主に刺繍。クロスステッチなどが大好きです）、美術館巡りです。休日はよ

く西洋美術に関する展覧会に行っています。 

学部 2 年生、3 年生が履修している講義のアシスタントを担当させていただいておりますので、学内で見かけたら気軽に声をかけてく

ださい。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

専門分野は西洋服飾史です。特にポンパドゥール侯爵夫人（1721-1764）を取り上げ、18世紀フランス貴婦人の服飾を研究しています。 

アンティーク・レース、宝石彫刻（カメオ、インタリオなど）を主に扱っており、書籍だけでなく肖像画、実物の衣装などを研究対象に

しています。 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／レジュメの作り方／大学院進学のための研究計画書の書き方等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

大学院進学を視野に入れている方、大学生活に対して感じている不安など、気軽にご相談ください！勤務している日が少ないですが、ご

相談いただければ別日でも対応できます。相談することで、少しでも皆さんが抱えている不安が小さくなれば嬉しいです。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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文学研究科 日本文学専攻 博士課程前期2年 K.S.さん 

＜自己紹介＞ 

文学研究科日本文学専攻博士課程前期 2 年に在籍しております。専門は近代文学です。卒論から引き続き大正から昭和にかけて活躍し

た作家・宇野浩二の文学を研究しております。学部時代の演習授業では、基礎演習（上代）、近代文学演習、中国文学演習などを履修しま

した。また、4年次には中学校で教育実習を行い、教員免許を取得いたしました。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

専門…近代文学 

資格…教員免許（中高・国語） 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／勉強の進め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／専攻している分野についての助言／ 

教職の授業について、教育実習について等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

授業に関する質問はもちろんのこと、大学生活に関するちょっとした不安や相談してみたいことなど、ぜひお気軽にいらしてください！

水曜日の 1 コマという限られた時間での対応となり大変申し訳ございませんが、少しでもお役に立てましたら幸いです。また、学修相談

は長期休暇中も受け付けておりますので、授業期間中は時間割が合わないという方も、お時間のある時にお立ち寄りいただけると嬉しい

です。コロナ禍ということもあり、学部生の皆さまは様々な不安の中で大学生活を送られていることと思います。友達や先輩、先生方に相

談してみたり、私たちラーニング・サポーターに話してみたり、沢山の人との会話の中で自分らしい大学生活の形を見つけていってほしい

と思います。私もラーニング・サポーターの一員として、お手伝いができましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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文学研究科 英文学専攻 博士課程前期2年 S.N.さん 【英語対応可能】 

＜自己紹介＞ 

文学研究科英文学専攻博士課程前期２年に在籍しています。専門は18、19世紀のイギリス・ロマン派文学です。学部3年時に、英米詩 

演習の授業で学んだWilliam Wordsworthの詩や思想がきっかけで、学問探求のおもしろさに気づき大学院に進学しました。 

現在は、学部生の時に取得した語学の資格を活かして、翻訳の仕事をしながら大学院に通っています。研究の息抜きには、神保町の古 

書店を巡ったり、ティーサロンで紅茶を楽しみながら作法や銘茶について学んだりしています。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

・専門分野：イギリス詩 

イギリス・ロマン派詩人William Wordsworth(1770-1850)を研究しています。卒業論文では、自伝的叙事詩The Prelude（1805）におけ

る「想像力」を論じ、修士論文では「墓碑銘」をテーマに、長編詩 The Excursion(1814)を分析しています。英詩と深い関わりのあるヨー

ロッパ古典文学、哲学、思想史についても、並行して積極的に学識を深めています。 

・英語を使った仕事：産業翻訳 

翻訳チェッカーとして日英の翻訳業務に携わっています。主に、日本の上場企業が開示する決算書や統合報告書の英訳文書を作成して

います。将来英語力を活かしたいと考えている方や翻訳業界について興味がある方は、お気軽にいらしてください。就職や留学で必要な

TOEICやIELTS等の英語資格対策についても、可能な範囲で対応いたします。 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／データベースの利用方法／勉強の進め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／ 

プレゼンテーション資料の作り方／大学院進学のための研究計画書の作り方／専攻している分野についての助言／語学（英語）／ 

Word、Excel等の使い方等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

英文学科では、大学生活の集大成である卒業論文を英語で執筆するため、様々な壁にぶつかるかもしれませんが、不安に思うことや行き

詰った際はぜひご相談ください。 

こんな初歩的なことを質問するのは…と躊躇わず、学修に関する悩みを共有し一緒に解決していきましょう。例えば、仕事に活かせるレ

ベルの英語力を身に付けたい、レポートや卒論のテーマ・文献選びに困っている、興味があることを深めたいけどどうすればいいかわから

ない時などは、まずラーニング・サポーターの所にお越しください。 

英文学科の方だけでなく、英語に触れる習慣を作りたい、読書量を増やしたい、洋書を通読したい、紅茶などのイギリス文化に興味があ

る、という他学科の方もぜひお待ちしております。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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文学部 英文学科 4年 T.R.さん 

＜自己紹介＞ 

文学部英文学科4年に在籍しております。現在、中高の教職課程（英語科）を履修中です。卒業論文は、アメリカの公立校における諸問

題について研究しております。また、英米文学に関する学びをより深めたいという思いから、卒業後は大学院文学研究科英文学専攻への進

学を目指しております。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

英文学科では、特にアメリカ文化・文学の授業を中心に履修しておりました。卒業論文では、アメリカの教育について研究しておりま

す。 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／プレゼンテーション資料の作り方／Wordの使い方／教職の授業について等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

英文学科や教職の履修についての相談はもちろん、大学生活に関するちょっとした悩みや不安など、英文学科以外の方も気軽にご相談

お待ちしております。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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文学研究科 史学専攻 博士課程前期2年 S.A.さん 

＜自己紹介＞ 

文学研究科史学専攻博士課程前期2年のS.A.です。 

本学の文学部史学科を卒業し、さらに日本史への理解を深めたいという思いから、大学院へ進学しました。 

学部生のときには、史学科での研究の他に、中学社会・高校地理歴史科の教員免許を取得しました。そのため、介護等体験や教育実習、 

教材研究、学習指導案の書き方など、教職課程における相談にもお答えすることが出来ます。 

学部学科を問わず、皆さんの学生生活がより実りのある時間になるよう、全力でサポートさせていただきたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

学部では日本中世史を専攻し、特に仏教について学んできました。卒業論文では10世紀から13世紀の貴族社会で行われていた星供（ほ

しく）と呼ばれる法会について研究していました。大学院でも同じテーマで研究を行っています。 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／参考文献の探し方・集め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／専攻している分野についての助言／ 

教職課程に関する相談等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

レジュメやレポートの書き方、参考文献の探し方など、何かお困りのことがありましたら、お一人で考え込まず、お気軽にラーニング・

サポーターのところへお越しください。皆さんに寄り添いながら、一緒に考えていきたいと思います。 

また勉強面だけでなく、学生生活のことなども含め、皆さんとたくさんお話ができたら嬉しいです。 

JWUラーニング・コモンズさくらのご利用を心よりお待ちしております。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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人間社会研究科 心理学専攻 博士課程前期2年 S.R.さん 

＜自己紹介＞ 

はじめまして。人間社会研究科心理学専攻に所属しております。学部時代は他大学の看護学科にいましたが、もっと心理学を学びたいと

思い大学院に入学しました。特に学校臨床に興味があり、青年期の援助要請についてゼミで扱っています。 

学生さんと様々な話ができたらと思います！ 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

臨床心理系の大学院への進学について相談を受けることが多いです。研究計画書や勉強方法等わからないことがあったら気軽に図書館

のラーニング・サポーターデスクにいらしてみてください！心理の大学院入試に興味がある！進学するか迷ってる！大学院生活ってどん

な感じ？という方も是非1度相談してみてください。 

＜助言が可能な領域＞ 

 参考文献の探し方・集め方／勉強の進め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／プレゼンテーション資料の作り方／ 

大学院進学のための研究計画書の書き方／Word、Excel等の使い方等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

学生生活は不安なことがたくさんあると思いますが、少しでもその不安が軽減できるように相談に乗りたいと思います。もちろん心理

の学生じゃない方でもいつでも相談お待ちしております！ 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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理学研究科 数理・物性構造科学専攻 博士課程後期3年 K.C.さん 

＜自己紹介＞ 

理学研究科 数理・物性構造科学専攻 博士課程後期3年生です。現象を表す数学をテーマに、微分方程式について学んでいます。研究関

連分野は解析学です。 

博士課程前期1年次〜後期2年次では、理学部 数物情報科学科の必修科目である微分積分学I演習、微分積分学II演習、線形代数学I

演習、線形代数学II演習のTAを担当しました。 

中学校・高等学校の数学教員を志望していたため、学部時代の教職課程の履修に加え、大学院での単位取得により専修免許(中高 数学)

を取得しています。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

専門分野：非線形偏微分方程式、応用数学 

得意分野：微分積分学、関数解析学、ルベーグ積分論など 

興味のある分野：解析幾何学、代数解析学、数学教育など 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／勉強の進め方／レジュメの作り方／レポートの書き方／プレゼンテーション資料の作り方／ 

大学院進学のための研究計画書の書き方／専攻している分野についての助言等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

数学を学ぶ上で大切なことは、「どこまで理解していてどの部分が理解できていないのか」と客観的に自分の頭の中を分析することです。

そして、「何がルール(定義)で、どういう場合にどんなことが言えるのか(定理)」を区別できる読解力も求められます。これらの力を身につ

けるためには沢山の練習(演習)が必要ですが、1人では上手くいかなかったり挫けてしまったりすることもあると思います。そんなときは

ぜひ、JWUラーニング・コモンズさくらにお越しください。理解できるまで一緒に考えましょう。 

もちろん数学だけでなく、学生生活での悩み、教職課程や大学院進学の相談も対応可能です。みなさんと JWUラーニング・コモンズさ

くらでお会いできることを心待ちにしております。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 
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理学研究科 物質・生物機能科学専攻 博士課程前期1年 O.R.さん 

＜自己紹介＞ 

理学研究科物質・生物機能科学専攻に所属しています。 

現在は微生物学を専攻しているのですが学部生の時は化学・生物どちらも履修していました。 

学生実験のアシスタントを担当するので学内で見かけたときも気軽に声をかけてください。 

＜専門分野（もしくは得意分野）＞ 

専門…微生物学 

＜助言が可能な領域＞ 

 履修の相談／勉強の進め方／レポートの書き方／専攻している分野についての助言等 

＜学生さんへのメッセージ＞ 

授業に関する質問だけでなく大学生活に関する悩み事を一人で抱え込まず気軽に相談に来てください。一緒に考えていきましょう。 

 

 

＜自己紹介ポスター＞ 

 


