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人間科学データによる包括的専門教育
プログラム概要
本研究科では、平成 17-18 年度の「魅力ある大学院教育」
イニシアティブにより、現場・フィールドに根ざした実践
的研究者の養成を進めてきました。平成 19-21 年度の本プ
ログラムでは、さらに量的な実証研究を加えて、大学院生
の教育・研究活動を支援しています。
より高度で国際的な数量的データの解析法だけでなく、文
章や画像データを計量的に分析する方法などを学ぶ授業科
目を開設しています。また、国内外の研究者を招いたセミ
ナーや、データ収集・解析について個別に専門的なアドバ
イスを行うとともに、大学院生の優れた研究には資金面か
らも支援しています。

人間科学研究科はこんなところ
本研究科では、
「現場主義」「文理融合」の理念を柱に、大学院生の教育・
研究活動を推進しています。「現場主義」とは実社会において研究を行
うことです。大学院生は机上の理論を学ぶだけでなく、主体的に社会に
関わりながら、自ら問題を発見し、それを解決していく手法を学びます。
「文理融合」とは、理科系・文科系にとらわれない様々な分野の融合を
意味します。様々な分野の異なるアプローチや理論に接することで、多
角的な研究を推進するための柔軟な姿勢を学びます。

これからの研究者に求められること
現場主義を基盤にしながら、数量的なデータから実社会を見通して考え
ることができる、高度な「現実対話力」が求められています。そのため
には、各分野で国際標準となっているデータ分析手法を学ぶことが必要
です。また、IT 技術の進展に対応した、高度な分析力が求められています。

新たな授業科目
教養
〈補完的な教育〉

基礎的科目
高度な専門科目
国際的研究への対応科目

国際性
〈国際比較研究〉

人間科学
データの

研究支援

分析教育

①セミナー

②大学院生データ収集・解析支援基金

デザイン力

③データ分析支援オフィス

〈先端的な分析〉

新たな授業科目 高度な「現実対話力」を身につけた実践的研究者を養成
基礎的科目

充実したデータ分析研究環境

「人間科学データ基礎実習」では、統計学やデータ処理の
基礎を学ぶとともに、SPSS や Amos 等の統計パッケージ
の使用法をマスターすることができます。統計分析にな
じみがない人や、将来的には統計的手法を用いた研究を
行いたい人に最適です。

ティーチング・アシスタントの
メッセージ

経験社会学 博士後期課程３年 田靡裕祐
私は「人間科学データ基礎実習」を担当
しています。さまざまな領域の大学院生
が多様な質問をするので、的確に答える
のが大変ですが、各自の研究で実際に応
用ができるように、個人ごとにあわせた
アドバイスをするようにしています。

高度な専門科目
「人間科学データ専門実習Ⅰ」では、近年の解析技法の高
度化に対応するため、共分散構造分析、ログリニア分析
などの発展的な分析手法を学びます。
「人間科学データ専門実習Ⅱ」では、画像分析や計量テキ
スト分析など、人間科学の幅広い研究分野における応用
的なデータ分析手法を学びます。

国際的研究への対応科目
「人間科学データ国際比較研究」では、海外の研究者を招
き、国際比較分析に必要な技法を短期集中で学びます。
「英語による論文作成・研究発表演習」では、海外からラ
イティングやプレゼンテーションの専門家を招き、国際
的に通用する研究・コミュニケーション能力を養います。

人間科学データ基礎実習の講義風景

SPSS、Amos、R、Atlas/ti、WordMiner、
M-plus 等のデータ分析に特化した多様
なソフトウェアを使用することができま
す。
オンライン上でのアンケートデータの
分析を可能とする、データアーカイブ
SRDQ を公開しています。
【URL http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp/】
豊富な研究用データを教育用として整備
し、授業で用いています。
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研究の最先端に触れる

セミナー
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調査データを用いて優れた研究を行っている国内外の研究者を招き、セミナーを開催しています。
研究の最先端に触れたり、英語での議論に参加するなど、研究を発展させるチャンスをつかむことが
できます。研究に必要なノウハウを学ぶ機会も提供しています。
【平成 19 年度】
第 1 回 動物園の行動学
第 2 回 Shotgun marriage and Subsequent Life Outcomes in Japan
（できちゃった結婚とその後の生活）
第 3 回 Biomarkers in Social Science Research:
Status, Social Relations, and Stress in Taiwan
（台湾の社会調査データで見る健康、地位、社会関係、ストレス）
第 4 回 留学と海外フィールド調査の今後の可能性を探る :
ヴェクショー大学＆大阪大学大学院人間科学研究科学術
交流協定締結 5 周年記念シンポジウム＆ワークショップ
【平成 20 年度】
第 1 回 システマティックな文献検索活用法
第 2 回 競争的資金獲得への道―受かる申請書の書き方とは―
今後も引き続きセミナーを開催する予定です。
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平成 20 年度 第２回セミナー
研究分野をまたがり、申請書の書
き方について意見交換が行われた

研究には何かとお金がかかるもの。大学院生が行う調査、
実験に必要な費用や、学会などにおいて研究を発表するた
めに必要な費用を支援します。
《募集分野》
（１）各種データ収集または解析
（２）データ収集・解析の基盤となる研究
（３）成果発表のための会議の開催、会議・学会への参加

国際学会での発表
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平成 19 年度 第 4 回セミナー
ユンネルステッド教授（ヴェクショー大学
保健福祉学部）とのワークショップ

大学院生データ収集・解析支援基金

母子健康手帳導入に向けたデータ収集のための
フィールドワーク
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第２回セミナー風景

研究活動を充実させたい

学習過程における脳活動データの
収集・解析

mo

平成 19 年度

平成 19 年度は、応募総数 45 件中 37 件を採択し、大学院
生によるインタビュー調査や質問紙調査、実験などによる
データの収集や整備、分析手法に関する学習、国内外の研
究発表参加について支援しました。
平成 20 年度は、応募総数 70 件中 39 件を採択し、
支援を行っ
ています。
平成 21 年度も 4 月に募集を行う予定です。

研究の進め方を相談したい

データ分析支援オフィス
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データ分析支援オフィスでは、データ分析や収集の手法に
ついてアドバイスしたり、個別研究に関する相談を受付け
ています。
学生の関心とデータ分析能力の習熟度を確認して、学位論
文執筆までの道筋を明確にしていきます。

私たちも大学院生をサポートしています
国際交流室

海外でのフィールドワークや留学など、国際的研究を行う上で必要
な各種支援を行っています。

学生支援室

データ収集・整理や情報処理の実践を行っている機関への派遣先を
開拓し、学生の多様なニーズに応えたインターンシップを支援して
います。

サイバーメディア室

研究に不可欠なネットワークの管理や、その他メディア機器の貸出
を行っています。

データ分析支援オフィスでの相談風景

大学院生の声
セミナー参加

スウェーデン留学に向けて大きく前進

福祉社会論 博士前期課程２年 久保恵理子さん
私は認知症高齢者の家族に関する研究を行っています。スウェーデン留学を予定していることから、スウェーデン・ヴェクショー大学からのゲストを迎
えて開催された「留学と海外フィールド調査の今後の可能性を探る」セミナーには、運営のお手伝いも兼ねて参加しました。セミナーでは参加者からの
質問も多く、留学やフィールド研究の世界的な動向についてより多角的に知ることができました。また、運営を通じて留学先の先生と直接お話したことで、
フィールド調査の具体的なイメージを描けただけでなく、「何かあればいつでも連絡してきなさい」との言葉をいただき、留学先での心強い協力者を得る
ことにもつながりました。この機会を存分に活かし、留学先での実りある調査に繋げたいと思います。

大学院生データ収集・解析支援基金（データ収集）

幼児期における死の概念の発達的変化と教育的介入の可能性

教育心理学 博士後期課程３年 辻本耐さん
私は幼稚園児を対象として、子どもたちが「死」というものをどのように理解しているのかを、集団および個別面接、そして質問紙法を加えた実証的なデー
タに基づいて明らかにしました。調査方法が一対一の個別面接法であり、調査対象の子どもが 200 名を超えていたことから、本支援基金を受けて院生の
みなさんに協力していただき、面接調査を行いました。現在、発達的な観点から小学校低学年を対象に同様の調査を行いつつ、「生」や「いのち」という
重要な概念について子ども自身の適切な理解を促すことを目的とした教育プログラムの作成に取り組んでいます。今後、作成したプログラムを通して、
子どもたちの健全な人格形成への寄与を目指す実践を行いつつ、 教育実践の改善にわずかでも貢献するような研究を行っていくことが目標です。

大学院生データ収集・解析支援基金（学会発表）

国際学会における音楽聴取による感動についての研究成果の発表

感性情報心理学 博士後期課程３年 安田晶子さん
音楽を聴いて感動するという現象は、多くの人によって報告されています。私はこの音楽聴取による感動がどのように生起するのかを解明するべく研究
を進めています。昨年度は本支援基金を受けて、これまでの研究成果の一部をオーストラリア・シドニーで行われた国際学会 (International Conference
on Music Communication Science) で発表しました。音楽心理学やその周辺領域における近年の研究動向に関する新たな知見を得ること、国内外の幅広い
分野の研究者と意見交換を行うことは非常に有意義でした。今後の研究において音楽聴取による感動予測モデルの構築を目指し、我々の感性情報処理過
程の一端を明らかにしたいと思います。

データ分析支援オフィス

社会調査データの分析による消費文化と社会階層の研究

経験社会学 博士後期課程 1 年 赤枝尚樹さん
私は、消費文化と地域、社会階層との関係について研究しています。特に、社会調査データの分析により、消費手段や消費活動の多寡が個人の階層帰属
意識を高めるかどうかを探求しています。データ分析支援オフィスでは、階層意識研究における当研究の位置づけや分析結果の解釈について、相談させ
ていただきました。どのような研究にも共通することですが、数量的データの解析により研究を行う際には、データの質や質問文の意味する内容への理解、
理論とデータとの整合性などについて、厳密な配慮が必要となります。異なる視点からアドバイスをいただき、またデータ分析手法にとどまらない多角
的な視点から議論させていただくことで、研究対象についての理解を深めることができました。

事業推進担当教員
川端 亮
足立 浩平
大坊 郁夫
中道 正之
太郎丸 博
中村 高康
篠原 一光
斉藤 弥生
吉川 徹
中谷 素之
ノース・スコット

教授
教授
教授
教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授

教員・専門
Kawabata Akira
Adachi Kohei
Daibo Ikuo
Nakamichi Masayuki
Taromaru Hiroshi
Nakamura Takayasu
Shinohara Kazumitsu
Saito Yayoi
Kikkawa Toru
Nakaya Motoyuki
North Scott

社会調査法
行動データ科学
対人社会心理学
比較行動学
社会階層論
教育社会学
適応認知行動学
福祉社会論
社会データ科学
教育心理学
文化社会学

大阪大学大学院人間科学研究科
大学院教育改革支援プログラム
教育研究推進室（北館 305）
〒 565-0871 吹田市山田丘 1-2
http://gp.hus.osaka-u.ac.jp/

