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内藤 正典
(グローバル・スタディーズ研究科)

マキシミリエン レーム・米川 尚樹(グロー
バル・スタディーズ研究科 大学院生)

分断される世界における移民・難民危機
Refugee and Migrant Crisis in the Divided World

髙橋　美帆
(生命医科学部)

SARS-CoV-2のSタンパク受容体結合部位を標的とした新規ペプ
チド性COVID-19治療薬の開発
 Development of a novel therapeutic agent for SARS-
CoV-2 infections by targeting the receptor binding site
of the CoV spike glycoprotein.

西村 周泰
(研究開発推進機構)

正水 芳人(脳科学研究科)

健康寿命延伸のためのヒトiPS細胞技術を用いた脳老化研究基盤
の創出
Establishment of research platform for brain senescence
using human iPSC technology towards longer health
expectancy

吉田 悦章
(ビジネス研究科)

ＩＣＴを活用した「大学授業料保険プラットフォーム」の制度設計：貧
困陥落等による教育継続困難者の回避に向けて
Establishing ICT-enhanced “University Tuition

Insurance Platform” – to avoid students’ unexpected financial

difficulties of continuing education

﨑⽥ 智⼦
(グローバル地域⽂化学部)

Aysun Uyar・王 柳蘭・渡辺 ⽂・⽯野
未架（グローバル地域⽂化学部）

ダイバーシティとグローバル教育を実現する⼀環としてのジェンダー
を超えた教育研究環境の⾰新的創造
Innovative Creation of Global Education and Research
Environment in order to Realize Diversity and Inclusion
beyond Gender Equality

関 智宏
(商学部)

小規模企業における女性企業家の起業プロセスにかんする研究
A study on the process of starting business by women
entrepreneurs in small firms
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小原 克博
(神学部)

後藤 琢也・稲岡 恭二・林田 明（理工学
部）
野口 範子・渡辺 公貴・渡辺 政隆（生命
医科学部）
元山 純（脳科学研究科）
武藤 崇（心理学部）
石川 正道（高等研究教育院）
桝 太一(ハリス理化学研究所)
金津 和美（文学部）
八木 匡・和田 喜彦（経済学部）
飯塚 まり（ビジネス研究科）
服部 篤子(総合政策科学研究科)
西山啓一(同志社・常務理事)
岩渕泰晶(国立研究開発法人 宇宙航
空研究開発機構（JAXA）)

ネクスト「深山大沢」の教育・社会への展開──良心に根ざしたコ
スモロジーの拡張
Development of the Next "Shinzan-Daitaku" for
Education and Society: An Extension of Cosmology
Based on Conscience

舩津 浩司
(法学部)

久保田 安彦(慶応義塾大学法科大学
院)

企業法制におけるサステナビリティ
Sustainability in business laws

殷 勇
(ビジネス研究科)

Juan Liu ・Yuhong Ren (ビジネス研
究科)
Jiafu Tang (東北財経大学)
Chenguang Liu (西北工業大学)

インダストリー4.0におけるイノベーションと持続可能な製造業への
影響
Innovations in Industry 4.0 and Their Impact on
Sustainable Manufacturing

Philip Sugai
(ビジネス研究科)

Fukuko Inoue(ビジネス研究科）

Exploring the value of the SDGs in Firms; Exploring
Firm/Employee value calculations Phase 2
企業におけるSDGs持続可能性の価値－持続可能性に対する上級
管理職/従業員の意識と企業業績第2相

多田 実
(政策学部)

佐藤守弘（文学部）
佐野明子（文化情報学部）
小黒純・竹内幸絵（社会学部）

文化遺産の維持と持続可能なまちづくり——世界遺産「二条城」
再考
Cultural Heritage Preservation and Sustainable
Community Development: Reassessing the World
Heritage Site of Nijo Castle

本資料はUDフォント（ユニバーサルデザインフォント）を使用しています 2/3



研究代表者 研究分担者・研究協力者 研究課題名

－ All Doshisha Research Model 2025 －

「“諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ” 同志社大学SDGs 研究」プロジェクト（2023年度支援）　採択課題

関連する主なSDGs

瓜生原 葉子
(商学部)

公益財団法人世界自然保護基金ジャパ
ン（WWFジャパン）ブランドコミュニケー
ション室
瓜生原葉子研究室学生（2-4年生）
ソーシャルマーケティング研究センター研
究員

環境保全行動に資する次世代育成プログラム開発に関する研究
Research on the development of a programme for
fostering the next generation to contribute to
environmental conservation

桝 太一
(ハリス理化学研究所)

阿部 康人（社会学部)

新たなSDGs用語「ブルーカーボン」のテレビ報道内容分析――
SDGsコミュニケーションの視点から
Content analysis of Japanese broadcasting program
about the new SDGs term ”Blue Carbon”, through the
lens of SDGs-communication

西村 慎之介
(理工学部)

古賀 智之 (理工学部)
金井 亮介・瓜生 真里菜 (理工学研究
科 大学院生)

グリセロールを原料とする生体親和性サステイナブルポリエステル
の開発
Synthesis of Biocompatible and Sustainable Polyester
Comprising Glycerol as Raw Material

古賀 智之
 (理工学部)

再生可能資源からつくるスマート高分子材料
Smart Polymer Materials from Renewable Resources

川嶋 四郎
(法学部)

「誰一人取り残さない法的救済セーフティネット」の構築を目指し
て：公正・平等・教育の視点から
In Search of Legal and Remedial Safety Net Leaving No
One Behind from the Viewpoints of Justice, Equality and
Education

野瀬 義明
(ビジネス研究科)

神山 拓央(大和証券株式会社)

SDGsに「色」はあるか？　～SDGsの違いがクラウドファンディング
の成否に与える影響の実証研究～
Are there "colors" in the SDGs?　~Empirical Study of the
Impact of Differences in SDGs on Crowdfunding Success
or Failure~
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