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山森　亮（経済学部）
倫理的消費・ジェンダー・ベーシックインカム
Ethical Consumption, Gender, and Basic Income

高橋　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.

小原　克博（神学部）

後藤　琢也・稲岡　恭二・林田　明（理工学部）

石川　正道（高等研究教育院）
廣安　知之・野口　範子（生命医科学部）
櫻井　芳雄・元山　純（脳科学研究科）

武藤　崇（心理学部）
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）

ネクスト「深山大沢」プロジェクト──良心の概念拡張と新たな実践

The Next "Shinzan-Daitaku" Project: Extensions of Conscience and its
New Practice

岡本　由美子（政策学部）
ジェンダー平等と貧困削減に資するフェアトレードのあり方とは？
How to Promote Fairtrade that Meets SDGs such as Gender Equality and

Poverty Reduction?

松本　道明（理工学部）
環境負荷の小さな水中のパーフルオロアルキル化合物の新規分離系の開発
Development of novel separation system of perfluoroalkyl compounds with
low environmental impact

大江　洋平（生命医科学部） 中村　祐士（生命医科学部）
木質バイオマスを有効活用するための新奇触媒反応の開発
Development of Novel Catalytic Reactions for Effective Utilization of
Woody Biomass

足立　光生（政策学部）

サステナブル投資によるサプライチェーンの透明化
 －人権デューデリジェンスの視点から－

Transparency in Supply Chains by Sustainable Investments

　- In the View of Human Rights Due Diligence -

須貝 フィリップ（ビジネス研究科）
井上 福子（ビジネス研究科）

殷 勇（ビジネス研究科）

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

Exploring the value of the SDGs in Firms; Exploring Firm/Employee value
calculations

－ 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（2022年度支援）　採択課題

関連する主なSDGs
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小武内　清貴（理工学部） 大窪　和也（理工学部）
レーザ誘起グラフェンを用いた構造化スーパキャパシタの創製とその評価
Fabrication and evaluation of structured super-capacitor by using laser

induced graphene

梶山　玉香（法学部）
阪田　真己子（文化情報学部）
中瀬　 浩一（免許資格課程センター）
河西　 正博（スポーツ健康科学部）

大学における 「誰一人取り残さない」ためのアクセシビリティを考える
　―「場 」 としての大学へのアクセシビリティ 保障 を目指して
What is accessibility for "no one is left behind" in Universities?

竹内　幸絵（社会学部）
佐藤　守弘（文学部）

佐野　明子（文化情報学部）
多田　実（政策学部）

京都の「地蔵祠」から学ぶ持続可能な地域コミュニティのあり方に関する研究
A Study on Sustainable Local Communities from "Jizoshi" in Kyoto

STEVENSON III William Robert
（社会学部）

Garden-Based Learning and the Impact of Nature on University Students
in Japan

菜園探求学習と自然が大学生に与える影響について

西山 渓（政策学部）
京都市における子ども・若者主導の気候市民会議の実践的研究
Children and youth-led climate citizens assembly at Kyoto city: Practical

insights

髙橋　広行（商学部）

Z世代の価値観タイプの違いとSDGsに対する意識：SDGsの浸透に向けた検討のため

に

Differentiation of Value Types in Generation Z and Consciousness of

SDGs: For a Consideration of the SDGs Penetration.

瓜生原　葉子（商学部）
森林保全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 forest conservation

板垣　竜太（社会学部）
京都の民族学校と地域社会の関係構築のための研究

Research for Building Relationships between Ethnic Schools and Local
Community in Kyoto

大和田　順子（政策学部）
竹林SDGs を 通じた グリーン コモンズの 創造
Creation of Green Commons through Bamboo Forest SDGs
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