
平成２１年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（A） 文学部 教授 豊島 秀範
源氏物語の研究支援体制の組織化と本文関係資料の再検討及び新
提言のための共同研究

H19～H22

2 基盤研究（B） 神道文化学部 教授 石井 研士 世論調査による日本人の宗教性の調査研究 H20～H22

3 基盤研究（B） 文学部 教授 千々和 到 日本における護符文化の解明 H19～H21

4 基盤研究（B） 文学部 教授 針本 正行
物語絵巻の本文とその享受に関する総合的研究―國學院大學所蔵
本を中心として―

H19～H21

5 基盤研究（B） 文学部 教授 谷口 康浩
新潟県卯ノ木泥炭層遺跡の発掘調査による縄文文化形成期の古環
境と生業の研究

H21～H23

6 基盤研究（C） 経済学部 教授 尾近 裕幸
「社会主義経済計算論争」の理論的・歴史的展開の過程とその意
義に関する総合的研究

H19～H21

7 基盤研究（C） 文学部 教授 斉藤 こずゑ 発達研究・教育における映像メディア・リテラシーの検討 H20～H22

8 若手研究（B） 研究開発推進機構 講師 加藤 里美
中国新石器時代における食品加工具に関する基礎的研究―使用痕
分析からのアプローチ―

H19～H22

9 若手研究（B） 研究開発推進機構 講師 加瀬 直弥 古代・中世転換期における神職の実態に関する研究 H21～H22

10 若手研究（B） 研究開発推進機構 助教 新井 大祐
中世後期から近世初頭における吉田家の神社研究に関する基礎的
研究

H21～H22

11 若手研究（B） 研究開発推進機構 助教 星野 靖二 中西牛郎の基礎的研究 H21～H22

12 若手研究（B） 文学部 准教授 吉田 永弘 古代語従属節の変化に関する研究 H21～H24

研究開発推進機構事務課



平成２２年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（A） 文学部 教授 豊島 秀範
源氏物語の研究支援体制の組織化と本文関係資料の再検討
及び新提言のための共同研究

H19～H22

2 基盤研究（B） 神道文化学部 教授 石井 研士 世論調査による日本人の宗教性の調査研究 H20～H22

3 基盤研究（B） 文学部 教授 谷口 康浩
新潟県卯ノ木泥炭層遺跡の発掘調査による縄文文化形成期
の古環境と生業の研究

H21～H23

4 基盤研究（B） 文学部 教授 松尾 葦江
「文化現象としての源平盛衰記」研究―文芸・絵画・言
語・歴史を総合して―

H22～H25

5 基盤研究（B） 文学部 教授 根岸 茂夫 近世における前期国学の総合的研究 H22～H25

6 基盤研究（B） 文学部 教授 田嶋 一
飯田下伊那における学校史料と地域社会に関する基盤的研
究

H22～H25

7 基盤研究（C） 文学部 教授 斉藤 こずゑ 発達研究・教育における映像メディア・リテラシーの検討 H20～H22

8 基盤研究（C） 人間開発学部 准教授 藤田 大誠
帝都東京における神社境内と「公共空間」に関する基礎的
研究

H22～H24

9 基盤研究（C） 研究開発推進機構 准教授 内川 隆志
博物館における人文資料形成史の研究　静嘉堂文庫所蔵松
浦武四郎旧蔵資料の研究と公開

H22～H24

10 基盤研究（C） 経済学部 教授 根岸 毅宏
アメリカの分権的な福祉再編とそれを根底から支える地域
ネットワークの研究

H22～H24

11 若手研究（B） 研究開発推進機構 講師 加藤 里美
中国新石器時代における食品加工具に関する基礎的研究―
使用痕分析からのアプローチ―

H19～H22

12 若手研究（B） 研究開発推進機構 助教 星野 靖二 中西牛郎の基礎的研究 H21～H22

13 若手研究（B） 研究開発推進機構 助教 新井 大祐
中世後期から近世初頭における吉田家の神社研究に関する
基礎的研究

H21～H22

14 若手研究（B） 文学部 准教授 吉田 永弘 古代語従属節の変化に関する研究 H21～H24

15 若手研究（B） 研究開発推進機構 講師 加瀬 直弥 古代・中世転換期における神職の実態に関する研究 H21～H22

研究開発推進機構事務課



平成２３年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（B） 文学部 教授 谷口 康浩 新潟県卯ノ木泥炭層遺跡の発掘調査による縄文文化形成期の古環境と生業の研究 H21～H23

2 基盤研究（B） 文学部 教授 松尾 葦江 「文化現象としての源平盛衰記」研究―文芸・絵画・言語・歴史を総合して― H22～H25

3 基盤研究（B） 文学部 教授 根岸 茂夫 近世における前期国学の総合的研究 H22～H25

4 基盤研究（B） 文学部 教授 田嶋 一 飯田下伊那における学校史料と地域社会に関する基盤的研究 H22～H25

5 基盤研究（B） 神道文化学部 教授 井上 順孝 宗教文化教育の教材に関する総合研究 H23～H26

6 基盤研究（B） 神道文化学部 教授 石井 研士 戦後の宗務行政が実施した調査の実態解明と宗教団体に及ぼした影響の研究 H23～H27

7 基盤研究（B） 人間開発学部 講師 寺本 貴啓 初等理科教育におけるデジタルペンを導入した言語力育成システムの開発 H23～H26

8 基盤研究（C） 人間開発学部 准教授 藤田 大誠 帝都東京における神社境内と「公共空間」に関する基礎的研究 H22～H24

9 基盤研究（C） 研究開発推進機構 准教授 内川 隆志 博物館における人文資料形成史の研究　静嘉堂文庫所蔵松浦武四郎旧蔵資料の研究と公開 H22～H24

10 基盤研究（C） 経済学部 教授 根岸 毅宏 アメリカの分権的な福祉再編とそれを根底から支える地域ネットワークの研究 H22～H24

11 基盤研究（C） 文学部 准教授 池上 英洋 後期ルネサンス以降の遠近法史の展開についての研究 H23～H25

12 基盤研究（C） 文学部 教授 豊島 秀範 源氏物語の本文関係資料の整理とデータ化及び新提言に向けての再検討 H23～H25

13 基盤研究（C） 文学部 教授 千々和 到 中・近世起請文の様式についての研究 H23～H25

14 基盤研究（C） 文学部 教授 金子 修一 ８～１０世紀東アジア外交文書の基礎的研究 H23～H25

15 基盤研究（C） 法学部 教授 西川 佳代 民事紛争処理過程における「起動責任」の研究 H23～H25

16 基盤研究（C） 法学部 教授 苅田 真司 ラザスフェルドとアメリカの社会科学 H23～H25

17 基盤研究（C） 文学部 教授 斉藤 こずゑ 子どもを巡る映像実践の分析と映像発達研究法の検討 H23～H25

18 若手研究（B） 文学部 准教授 吉田 永弘 古代語従属節の変化に関する研究 H21～H24

19 若手研究（B） 人間開発学部 准教授 林 貢一郎 エストロゲン合成に係わる遺伝子多型と身体活動による動脈硬化抑制効果の関係 H23～H24

20 若手研究（B） 文学部 兼任講師 家入 博徳 未調査仮名自筆資料の分析による文字・表記意識の通時的研究 H23～H26

21 若手研究（B） 法学部 講師 甘利 航司 新たな刑事制裁としての電子監視の総合的研究 H23～H25

22 研究活動スタート支援 文学部 准教授 井上 明芳 横光利一自筆資料の調査翻刻による研究基盤形成 H23～H24

研究開発推進機構事務課



平成２４年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 松尾　葦江
「文化現象としての源平盛衰記」研究―文芸・絵画・言語・
歴史を総合して―

H23～H25

2 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 根岸　茂夫 近世における前期国学の総合的研究 H23～H25

3 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 田嶋　一
飯田下伊那における学校史料と地域社会に関する基盤的
研究

H23～H25

4 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 井上　順孝 宗教文化教育の教材に関する総合研究 H23～H26

5 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 石井　研士
戦後の宗務行政が実施した調査の実体解明と宗教団体に
及ぼした影響の研究

H23～H27

6 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 講師 寺本　貴啓
初等理科教育におけるデジタルペンを導入した言語力育
成システムの開発

H23～H26

7 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 佐藤　長門 日本古代の仏教受容と東アジアの仏教交流 H24～H26

8 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 藤田　大誠
帝都東京における神社境内と「公共空間」に関する基礎的
研究

H22～H24

9 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 准教授 内川　隆志
博物館における人文資料形成史の研究　静嘉堂文庫所蔵
松浦武四郎旧蔵資料の研究と公開

H22～H24

10 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 根岸　毅宏
アメリカの分権的な福祉再編とそれを根底から支える地域
ネットワークの研究

H22～H24

11 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 豊島　秀範
源氏物語の本文関係資料の整理とデータ化及び新提言に
向けての再検討

H23～H25

12 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 千々和　到 中・近世起請文の様式についての研究 H23～H25

13 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 金子　修一 ８～１０世紀東アジア外交文書の基礎的研究 H23～H25

14 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 西川　佳代 民事紛争処理過程における「起動責任」の研究 H23～H25

15 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 苅田　真司 ラザスフェルドとアメリカの社会科学 H23～H25

16 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ 子どもを巡る映像実践の分析と映像発達研究法の検討 H23～H25

17 若手研究（Ｂ） 文学部 准教授 吉田　永弘 古代語従属節の変化に関する研究 H21～H24

18 若手研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 林　貢一郎
エストロゲン合成に係わる遺伝子多型と身体活動による動
脈硬化抑制効果の関係

H23～H24

19 若手研究（Ｂ） 文学部 兼任講師 家入　博徳
未調査仮名自筆資料の分析による文字・表記意識の通時
的研究

H23～H26

20 若手研究（Ｂ） 法学部 講師 甘利　航司 新たな刑事制裁としての電子監視の総合的研究 H23～H25

21 若手研究（Ｂ） 文学部 助教 齋藤　智哉
明治期から昭和初期の学校教育における子どもと教師の
「修養」に関する歴史的研究

H24～H25

22 若手研究（Ｂ） 文学部 兼任講師 中野　真樹
近代日本語「点字資料」を用いた仮名遣い改定史の調査研
究

H22～H24

23  研究活動スタート支援 文学部 准教授 井上　明芳 横光利一自筆資料の調査翻刻による研究基盤形成 H23～H24

24 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 平井　芽阿里
本土在住の沖縄県出身者の家族とコミュニティに関する文化
人類学的考察

H24～H26

25 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 溝口　優樹 日本古代の社会統合と国家形成 H24～H25

26 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 大道　晴香
大衆文化における〈イタコ〉像の形成と民俗文化の変容―活
字メディアを手掛かりとして

H24～H26

27 学術図書 文学部 教授 金子　修一 大唐元陵儀注新釈 H24

研究開発推進機構事務課



平成２５年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 松尾　葦江
「文化現象としての源平盛衰記」研究―文芸・絵画・言語・
歴史を総合して―

H23～H25

2 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 根岸　茂夫 近世における前期国学の総合的研究 H23～H25

3 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 田嶋　一
飯田下伊那における学校史料と地域社会に関する基盤的
研究

H23～H25

4 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 井上　順孝 宗教文化教育の教材に関する総合研究 H23～H26

5 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 石井　研士
戦後の宗務行政が実施した調査の実体解明と宗教団体に
及ぼした影響の研究

H23～H27

6 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 寺本　貴啓
初等理科教育におけるデジタルペンを導入した言語力育
成システムの開発

H23～H26

7 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 佐藤　長門 日本古代の仏教受容と東アジアの仏教交流 H24～H26

8 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 教授 猿田　祐嗣
国際比較の観点からみた論理的思考力や科学的表現力
に関する分析的研究

H25～H28

9 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 豊島　秀範
源氏物語の本文関係資料の整理とデータ化及び新提言に
向けての再検討

H23～H25

10 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 千々和　到 中・近世起請文の様式についての研究 H23～H25

11 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 金子　修一 ８～１０世紀東アジア外交文書の基礎的研究 H23～H25

12 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 苅田　真司 ラザスフェルドとアメリカの社会科学 H23～H25

13 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ 子どもを巡る映像実践の分析と映像発達研究法の検討 H23～H25

14 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 専任講師 長田　恵理
小学校外国語活動における児童のコミュニケーション能力
向上と教師の意思決定プロセス

H23～H25

15 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 准教授 内川　隆志
地域文化遺産の再生に関する総合的研究―紀の国屋大
蔵の保存と活用―

H25～H27

16 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 井上　明芳 森家所蔵森敦自筆資料による基礎的研究 H25～H27

17 若手研究（Ａ） 研究開発推進機構 助教 深澤　太郎 伊豆修験と「伊豆峯」辺路の考古学 H25～H26

18 若手研究（Ｂ） 文学部 兼任講師 家入　博徳
未調査仮名自筆資料の分析による文字・表記意識の通時
的研究

H23～H26

19 若手研究（Ｂ） 法学部 准教授 甘利　航司 新たな刑事制裁としての電子監視の総合的研究 H23～H25

20 若手研究（Ｂ） 文学部 准教授 齋藤　智哉
明治期から昭和初期の学校教育における子どもと教師の
「修養」に関する歴史的研究

H24～H25

21 若手研究（Ｂ） 文学部 兼任講師 内田　宏美
漢帝国における武器生産と手工業の展開に関する考古学
的研究

H24～H26

22 若手研究（Ｂ） 文学部 助手 中村　耕作
出土状況・セット関係にみる縄文時代中期の儀礼行為に関
する基礎的研究

H25～H27

23 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構  ポスドク研究員 加藤　久子
民主化と宗教の関係に関する考察：1970年代ポーランドを
事例として

H25～H27

24  研究活動スタート支援 人間開発学部 助教 吉永　安里
小学校国語科の読みと幼稚園領域ことばの教師の教授スタ
イルに関する研究

H25～H26

25 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 平井　芽阿里 本土在住の沖縄県出身者の家族とコミュニティに関する文化人H24～H26

26 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 溝口　優樹 日本古代の社会統合と国家形成 H24～H25

27 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 大道　晴香
大衆文化における〈イタコ〉像の形成と民俗文化の変容―活
字メディアを手掛かりとして

H24～H26

28 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 藤井　麻央
初期新宗教における災因論とその歴史的展開－近現代日本
の救済観をめぐる考察

H25～H27

29 学術図書 文学部 教授 金子　修一 訳註　日本古代の外交文書 H25

30 学術図書 文学部 講師 杉山　一弥 室町幕府の東国政策 H25

研究開発推進機構事務課



平成２６年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 井上　順孝 宗教文化教育の教材に関する総合研究 H23～H26

2 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 石井　研士
戦後の宗務行政が実施した調査の実体解明と宗教団体に及
ぼした影響の研究

H23～H27

3 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 寺本　貴啓
初等理科教育におけるデジタルペンを導入した言語力育成シ
ステムの開発

H23～H26

4 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 佐藤　長門 日本古代の仏教受容と東アジアの仏教交流 H24～H26

5 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 教授 猿田　祐嗣
国際比較の観点からみた論理的思考力や科学的表現力に関
する分析的研究

H25～H28

6 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 准教授 内川　隆志
地域文化遺産の再生に関する総合的研究―紀の国屋大蔵
の保存と活用―

H25～H27

7 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 井上　明芳 森家所蔵森敦自筆資料による基礎的研究 H25～H27

8 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 林　貢一郎
新規エストロゲン受容体GPER遺伝子多型と動脈硬化の関連
性

H26～H28

9 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 西村　清和 ＜美学＝感性学＞における快と感情 H26～H28

10 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 豊島　秀範
源氏物語の新たな本文関係資料の整理とデータ化及び新提
言に向けての共同研究

H26～H28

11 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ
映像メディアに基づく子どもに関する表象－発達の解釈への
影響と社会文化歴史的変遷

H26～H28

12 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 神長　美津子 保育相談力向上をめざす園内研修システムの開発 H26～H28

13 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 田沼　茂紀 道徳「教科化」を視座した授業評価の基礎的研究 H26～H28

14 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 村上　佳司
学習障害・自閉症スペクトラムの子どもの防災能力に関する
研究

H26～H28

15 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 渡邉　雅俊
知的障害児の問題解決における仲間との相互作用の特徴と
その援助に関する基礎的研究

H25～H27

16 若手研究（Ａ） 研究開発推進機構 助教 深澤　太郎 伊豆修験と「伊豆峯」辺路の考古学 H25～H26

17 若手研究（Ｂ） 文学部 兼任講師 家入　博徳
未調査仮名自筆資料の分析による文字・表記意識の通時的
研究

H23～H26

18  若手研究（Ｂ）（H25延長文学部 准教授 齋藤　智哉
明治期から昭和初期の学校教育における子どもと教師の「修
養」に関する歴史的研究

H24～H25

19 若手研究（Ｂ） 文学部 兼任講師 内田　宏美
漢帝国における武器生産と手工業の展開に関する考古学的
研究

H24～H26

20 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構 客員研究員 中村　耕作
出土状況・セット関係にみる縄文時代中期の儀礼行為に関す
る基礎的研究

H25～H27

21 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構  ポスドク研究員 加藤　久子
民主化と宗教の関係に関する考察：1970年代ポーランドを事
例として

H25～H27

22 若手研究（Ｂ） 法学部 准教授 甘利　航司 性犯罪者に対する刑事的サンクションについての総合的研究 H26～H28

23 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構 助教 塚田　穂高
公有地上宗教施設問題の宗教社会学的研究－実態把握の
展開と宗教認識の分析を中心に－

H26～H28

24 若手研究（Ｂ） 経済学部 准教授 山本　健太 演劇産業の消費者行動と大都市集積に関する地理学的研究 H26～H27

25 若手研究（Ｂ） 文学部 助教 小手川　正二郎フランス現象学の新局面とその展開可能性 H26～H28

26  研究活動スタート支援 人間開発学部 助教 吉永　安里
小学校国語科の読みと幼稚園領域ことばの教師の教授スタ
イルに関する研究

H25～H26

27  研究活動スタート支援 文学部 助手 朝倉　一貴
GIS･RSを用いた古代地方官衙と交通路網を主体とする景
観復元の基礎的研究

H26～H27

28 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 平井　芽阿里 本土在住の沖縄県出身者の家族とコミュニティに関する文化人H24～H26

29 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 大道　晴香
大衆文化における〈イタコ〉像の形成と民俗文化の変容―活
字メディアを手掛かりとして

H24～H26

30 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 藤井　麻央
初期新宗教における災因論とその歴史的展開－近現代日本
の救済観をめぐる考察

H25～H27

研究開発推進機構事務課



平成２７年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 教授 猿田　祐嗣
国際比較の観点からみた論理的思考力や科学的表現力に
関する分析的研究

H25～H28

2 基盤研究（Ｂ） 研究開発推進機構 准教授 平藤　喜久子 ファシズム期の古代理解に関する総合的研究 H27～H29

3 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 根岸　茂夫
近世における前期国学のネットワーク形成と文化・社会の
展開に関する学際的研究

H27～H30

4 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 教授 内川　隆志
地域文化遺産の再生に関する総合的研究―紀の国屋大蔵
の保存と活用―

H25～H27

5 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 井上　明芳 森家所蔵森敦自筆資料による基礎的研究 H25～H27

6 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 林　貢一郎
新規エストロゲン受容体GPER遺伝子多型と動脈硬化の関
連性

H26～H28

7 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 西村　清和 ＜美学＝感性学＞における快と感情 H26～H28

8 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 豊島　秀範
源氏物語の新たな本文関係資料の整理とデータ化及び新
提言に向けての共同研究

H26～H28

9 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ
映像メディアに基づく子どもに関する表象－発達の解釈へ
の影響と社会文化歴史的変遷

H26～H28

10 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 神長　美津子 保育相談力向上をめざす園内研修システムの開発 H26～H28

11 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 田沼　茂紀 道徳「教科化」を視座した授業評価の基礎的研究 H26～H28

12 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 村上　佳司
学習障害・自閉症スペクトラムの子どもの防災能力に関す
る研究

H26～H28

13 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 渡邉　雅俊
知的障害児の問題解決における仲間との相互作用の特徴
とその援助に関する基礎的研究

H25～H27

14 基盤研究（Ｃ） 神道文化学部 教授 石井　研士 宗教法人の境内地の空間変容と公共性に関する調査研究 H27～H29

15 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 准教授 星野　靖二
明治前期の宗教をめぐる言説空間の再検討――宗教メ
ディアの横断的考察

H27～H30

16 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 諸星　美智直
福祉言語学史・福祉言語教育学史構築のための近代日本
語点字資料の整備

H27～H29

17 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 根岸　毅宏
アメリカ福祉国家の基本構造の研究：民間部門の主導性が
強い福祉政策を中心に

H27～H29

18 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 助教 神事　努
セイバーメトリクスによる野球投手の評価指標のバイオメカ
ニクス的検証

H27～H29

19 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 藤田　大誠
国家神道と国体論に関する学際的研究―宗教とナショナリ
ズムをめぐる「知」の再検討―

H27～H29

20 若手研究（Ａ） （H26延長申請） 研究開発推進機構 准教授 深澤　太郎 伊豆修験と「伊豆峯」辺路の考古学 H25～H26

21 若手研究（Ｂ） （H26延長申請） 文学部 兼任講師 内田　宏美
漢帝国における武器生産と手工業の展開に関する考古学
的研究

H24～H26

22 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構 ポスドク 研究員 加藤　久子
民主化と宗教の関係に関する考察：1970年代ポーランドを
事例として

H25～H27

23 若手研究（Ｂ） 法学部 准教授 甘利　航司
性犯罪者に対する刑事的サンクションについての総合的研
究

H26～H28

24 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構 助教 塚田　穂高
公有地上宗教施設問題の宗教社会学的研究－実態把握
の展開と宗教認識の分析を中心に－

H26～H28

25 若手研究（Ｂ） 経済学部 准教授 山本　健太
演劇産業の消費者行動と大都市集積に関する地理学的研
究

H26～H27

26 若手研究（Ｂ） 文学部 助教 小手川　正二郎 フランス現象学の新局面とその展開可能性 H26～H28

27 若手研究（Ｂ） 教育開発推進機構 助教 大津　直子
〈旧訳〉を中心とした谷崎源氏テクストに関する基礎的研究
―翻訳文学としての再検討―

H26～H29

28 研究活動 スタート支援 文学部 助手 朝倉　一貴
GIS･RSを用いた古代地方官衙と交通路網を主体とする景
観復元の基礎的研究

H26～H27

29 研究活動 スタート支援 法学部 専任講師 安田　恵美 高齢犯罪者に対する自由刑の意義に関する理論研究 H27～H28

30 特別研究員奨励費
独立行政法人
日本学術振興会

特別研究員 藤井　麻央
初期新宗教における災因論とその歴史的展開－近現代日本
の救済観をめぐる考察

H25～H27

31 学術図書 文学部 教授 野中　哲照 保元物語の成立 H27

研究開発推進機構事務課



平成２８年度科学研究費助成事業採択者一覧（新規＋継続）

No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題名 研究期間

1 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 教授 猿田　祐嗣
国際比較の観点からみた論理的思考力や科学的表現力に
関する分析的研究

H25～H28

2 基盤研究（Ｂ） 研究開発推進機構 准教授 平藤　喜久子 ファシズム期の古代理解に関する総合的研究 H27～H29

3 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 根岸　茂夫
近世における前期国学のネットワーク形成と文化・社会の
展開に関する学際的研究

H27～H30

4 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 寺本　貴啓
協働によるDeep Learningを促進する指導デザインの開発と
検証

H28～H30

5 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 林　貢一郎
新規エストロゲン受容体GPER遺伝子多型と動脈硬化の関
連性

H26～H28

6 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 西村　清和 ＜美学＝感性学＞における快と感情 H26～H28

7 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 豊島　秀範
源氏物語の新たな本文関係資料の整理とデータ化及び新
提言に向けての共同研究

H26～H28

8 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ
映像メディアに基づく子どもに関する表象－発達の解釈へ
の影響と社会文化歴史的変遷

H26～H28

9 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 神長　美津子 保育相談力向上をめざす園内研修システムの開発 H26～H28

10 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 田沼　茂紀 道徳「教科化」を視座した授業評価の基礎的研究 H26～H28

11 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 村上　佳司
学習障害・自閉症スペクトラムの子どもの防災能力に関す
る研究

H26～H28

12 基盤研究（Ｃ） 神道文化学部 教授 石井　研士 宗教法人の境内地の空間変容と公共性に関する調査研究 H27～H29

13 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 准教授 星野　靖二
明治前期の宗教をめぐる言説空間の再検討――宗教メ
ディアの横断的考察

H27～H30

14 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 藤田　大誠
国家神道と国体論に関する学際的研究―宗教とナショナリ
ズムをめぐる「知」の再検討―

H27～H29

15 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 諸星　美智直
福祉言語学史・福祉言語教育学史構築のための近代日本
語点字資料の整備

H27～H29

16 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 根岸　毅宏
アメリカ福祉国家の基本構造の研究：民間部門の主導性が
強い福祉政策を中心に

H27～H29

17 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 助教 神事　努
セイバーメトリクスによる野球投手の評価指標のバイオメカ
ニクス的検証

H27～H29

18 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 藤野　寛 アドルノ倫理学の研究　－　美学との関係の中で H27～H30

19 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 原　英喜
自発的な運動における特徴的な動きから観る発達過程の
追跡的研究

H28～H30

20 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 井上　明芳
自筆資料調査および実地踏査による森敦文学の総合的研
究

H28～H30

21 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 久野　マリ子
音声談話資料の発掘と収集による首都圏方言の古層の解
明

H28～H30

22 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 平地　秀哉 熟議民主政構築に向けた人権保障と違憲審査制のあり方 H28～H31

23 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 苅田　真司 後期マッキーバーの「社会科学」論 H28～H32

24 若手研究（Ｂ） 法学部 准教授 甘利　航司
性犯罪者に対する刑事的サンクションについての総合的研
究

H26～H28

25 若手研究（Ｂ） 研究開発推進機構 助教 塚田　穂高
公有地上宗教施設問題の宗教社会学的研究－実態把握
の展開と宗教認識の分析を中心に－

H26～H28

26 若手研究（Ｂ） 文学部 助教 小手川　正二郎 フランス現象学の新局面とその展開可能性 H26～H28

27 若手研究（Ｂ） 教育開発推進機構 助教 大津　直子
〈旧訳〉を中心とした谷崎源氏テクストに関する基礎的研究
―翻訳文学としての再検討―

H26～H29

28 若手研究（Ｂ） 法学部 准教授 稲垣　浩
戦後地方政府における「開放型」幹部人事の経験と展開に
関する研究

H28～H30

29 若手研究（Ｂ） 教育開発推進機構 助教 戸村　理
戦前期日本における私立高等教育機関の管理運営組織に
関する歴史的研究

H28～H30

30 若手研究（Ｂ） 文学部 助手 朝倉　一貴
空中写真アーカイブを用いた古代地方官衙と交通路網の
復元的研究

H28～H29

31 研究活動 スタート支援 法学部 専任講師 安田　恵美 高齢犯罪者に対する自由刑の意義に関する理論研究 H27～H28

32 学術図書 文学部 兼任講師 三河　雅弘 古代寺院の土地領有と荘園図 H28

33 学術図書 法学部 教授 高塩　博 江戸幕府法の基礎的研究（論考篇・史料篇） H28

研究開発推進機構事務課


