
No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 経済学部 教　授 大西祥惠 労働組合による労働者供給事業の普及に関する研究

2 人間開発学部 准教授 神事　努 投球制限ルールにおけるテーラーメード型評価ロジックの開発

3 人間開発学部 教　授 原　英喜 子どもの自発的な運動行動と認知機能の発達過程の分析
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 井上 明芳 森敦文学の文化資源としての可能性をめぐる総合的研究

2 文学部 准教授 牧野　格子 謝冰心・呉文藻の1950年代～70年代の私的日記の解読

3 文学部 准教授 松谷　容作
今日的なメディア・アート状況下における理論と制作の対話に向けた新たな概

念の構築

4 経済学部 教授 本田 一成 労働組合による労働者供給事業の実効性に関する調査研究

5 神道文化学部 教授 松本 久史 近世中期の復古神道形成過程に関する史料的研究

6 人間開発学部 教授 原　 英喜 子どもの認知機能発達に及ぼす運動経験や自然環境の検証

7 文学部 教授 谷口 康浩 居家以人骨のゲノム解析による早期縄文人の起源・系統の研究
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 須永　和之
ヨーロッパの学校図書館制度と情報リテラシー教育の研究:ルーマニアの学校

図書館

2 文学部 教授 谷口　康浩
古人骨DNA分析の先端技術による早期縄文人の遺伝学的系統および血縁関

係の研究

3 経済学部 教授 金子　良太 非営利組織・政府会計の理論と実務を融合した新たな枠組みの構築

4 経済学部 教授 土田　壽孝
「破綻処理計画書(生前遺言)」と金融機関相互の破綻リスクの複層的連携性

分析のAI開発

5 経済学部 教授 野村　一夫
社会知に関する理論フレームワークの構築：知識過程論とコミュニケーションデ

ザインからの接近

6 経済学部 教授 本田　一成 労働組合による労働者供給事業の実効性に関する調査研究

7 人間開発学部 助教 伊藤　英之 アスリートの認知と心理状態や心理特性との関連に関する基礎的研究
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 准教授 青 木　　敬
古墳における墳丘規模の階層性とその評価 －武蔵国多磨郡における墳丘三次

元測量成果と解析―

2 文学部 准教授 小手川 正二郎 性差・家族・責任についての現象学的倫理学の試み

3 経済学部 教授 金子 良太
日本の統一公会計フレームワークに向けた米国・ニュージーランドのグッドプラク

ティスの解明

4 経済学部 教授 久保田 裕子 消費者参加による有機農業運動の歴史と現代的意義に関する研究

5 経済学部 教授 田原　裕子
渋谷再開発が地域に与える影響に関する研究(職住近接と住民の空間認識に

着目して)

6 経済学部 教授 野村　一夫 中間知識とメゾメディア：高等教育パラダイムの応用倫理的転回

7 人間開発学部 助教 伊藤　英之 競技スポーツ選手の Irrational Belief Test の作成

8 人間開発学部 助教 小 林  　唯 アスリートのための客観的コンディショニング評価システムの構築

9 人間開発学部 准教授 林 貢一郎 大豆イソフラボン由来エクオールの産生能と運動の抗動脈硬化作用との関連

10 研究開発推進機構 准教授 深澤　太郎 伊豆修験をめぐる宗教空間の復元

11 教育開発推進機構 助教 大津 直子 國學院大學蔵『潤一郎新訳 源氏物語』草稿の基礎的研究
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 准教授 青木　 　敬 日本古代寺院の成立と展開にかんする考古学的研究

2 文学部 教授 谷口　康浩
縄文時代早期の埋葬人骨群と古食性の研究―群馬県居家以岩陰遺跡におけ

る先史人類学的調査―

3 文学部 教授 樋口　秀実 近代東アジアにおける「国家」と「国際」

4 文学部 特任教授 藤澤　　 紫 「子どもと母子の図像学―意匠性と吉祥性を中心に―」

5 経済学部 教授 高橋　克秀 自由貿易協定と日本企業の輸出行動― ―大規模個票データの活用

6 経済学部 教授 橋元　秀一
非正規労働者の処遇改善と就労安定化に有用な労組労供の事例研究に関す

る調査研究

7 人間開発学部 准教授 長田　恵理 イタリアＣＬＩＬの教員養成及び授業実践事例研究

8 人間開発学部 准教授 川田　裕樹
肥満小児とその保護者に対する生活習慣実態調査および生活習慣改善支援プ

ログラムの作成

9 人間開発学部 教授 夏秋　英房 地域教育・保育支援プラットフォームの構築過程の研究

10 人間開発学部 助教 吉永　安里 幼小接続期の子どもの言葉の育ちを促す教師の指導方略の様相

11 教育開発推進機構 特任准教授 松岡 弥生子
英語運用能力の調査：セルフアクセス・センターにおける語用論的アプローチの

試み

12 研究開発推進機構 教授 内川　隆志 近代初期における好古家ネットワークの形成と国際交流
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 谷口　康浩 上信越高原における縄文時代の洞窟･岩陰遺跡群の分布調査

2 文学部 教授 樋口　秀実 近代東アジアにおける伝統的権威の継承･変容･創出

3 文学部 教授 古山　正人 古代スパルタの政治制度研究：王とエフォロイの関係を中心に

4 神道文化学部 教授 井上　順孝 国際的視点からの宗教文化教育教材の総合的研究

5 法学部 教授 茢田　真司 後期マッキーバーの「社会科学」論とコロンビア社会科学

6 経済学部 教授 金子　良太 米国の公会計基準が我が国に与えるインパクトに関する研究

7 経済学部 教授 高橋　克秀 国際貿易と国際投資のネットワーク－－経済物理学の視点から

8 経済学部 教授 橋元　秀一 労働組合による労働者供給事業の実態とその役割･意義に関する調査研究

9 経済学部 教授 星野　広和 製品品質問題の経営学的フレームワーク構築に向けた基礎的研究

10 人間開発学部 助教 吉永　安里 幼小接続期の子どもの言葉の育ちと教師の指導についての国際比較調査

11 人間開発学部 准教授 寺本　貴啓
デジタルペンとタブレットを用いた次世代型能力を育成する指導デザインの開

発

12 人間開発学部 教授 夏秋　英房 地域教育･保育支援プラットフォームの構築過程の研究

平成２７年度　國學院大學特別推進助成採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 助教 山﨑　雅稔 新羅の対外関係から見た王権構造の変容に関する研究

2 文学部 教授 根岸　茂夫 近世における前期国学の人的ネットワーク形成に関する学際的研究

3 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：NPO、市場、租税優遇措置の活用の仕組

み

4 人間開発学部 講師 長田　恵理
小学校教員養成課程における、異文化理解力を育てる英語指導教員養成プロ

グラム開発

5 人間開発学部 教授 原　　英喜
幼児期からの遊びを通して獲得する運動能力の発達の分析と興奮抑制度合い

の変化

6 研究開発推進機構 准教授 星野　靖二 「宗教学」以前の宗教学的知：『日本之教学』を焦点として

平成２６年度　國學院大學特別推進助成採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 助教 山﨑　雅稔 古代日本・新羅の対外関係の比較史的研究

2 研究開発
推進機構 准教授 星野　靖二 世紀転換期の米国における日本宗教の提示についての研究

3 経済学部 教授 尾近　裕幸 企業家的市場プロセスのマルチエージェント・シミュレーション分析

4 人間開発
学部 教授 原　　英喜
幼児期からの遊びを通して獲得する運動能力の発達と興奮抑制度合を追跡す

る研究

平成２５年度　國學院大學特別推進助成採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 法科大学院 教授 今井秀智
法科大学院生による法教育授業実施のための基礎作り（資料収集とサポート

人材育成）

2 人間開発学部 助手 伊藤英之 間隙への視知覚判断および回避行動の発達の研究

3 研究開発推進機構 助教 深澤太郎 伊豆修験の考古学的研究―基礎的史資料の再検証と「伊豆峯」の踏査―Ⅱ

4 文学部 助手 中村耕作 先史世界における特殊器種・異形土器の社会的意義と象徴操作

5 研究開発推進機構 助教 塚田穂高 現代日本における公有地上宗教施設の実態把握のための基礎的研究

平成２４年度　國學院大學特別推進助成採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 研究開発推進機構 助教 深澤太郎 伊豆修験の考古学的研究―基礎的史資料の再検証と｢伊豆峯｣の踏査―

2 人間開発学部 教授 原　英喜 水中への陽圧を利用した呼吸が及ぼす生理学的影響の分析

3 経済学部 教授 高橋克秀 日本企業のＦＴＡ活用実態―大規模個票データの分析―

4 文学部 助手 中村耕作 土器の象徴性・社会性に関する比較考古学研究―壷・高杯の出現をめぐって―

5 研究開発推進機構 助教 塚田穂高
戦後日本宗教の政治的活動に関する実証的研究―新宗教運動のナショナリズ

ムを中心に―
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 人間開発学部 助手 阿部弘生 武道授業における杖道導入へのとりくみ

2 研究開発推進機構 特任助教 伊藤慎二 琉球文化圏の北限に関する考古学的基礎研究

3 経済
学部 准教授 星野広和 最高経営層の構造と機能に関する研究

4 文学部 教授 千々和到 海外にある日本資料の調査と活用に関する試験的研究

5 文学部 教授 佐藤長門 入唐僧円仁の求法巡礼行程に関する中国華北調査と文献校訂

6 文学部 教授 石川則夫 玉上琢彌『源氏物語評釈』と國學院大學蔵『潤一郎新訳　源氏物語　草稿』

7 人間開発学部 教授 夏秋英房 地域コミュニティの再編過程における子どもの自然・社会体験に関する研究

8 文学部 准教授 花部英雄 音声としての呪文・呪歌・唱え言の総合的研究
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No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 石川　則夫 國學院大學『谷崎潤一郎新訳　源氏物語　草稿』の基礎的研究

2 神道文化学部 教授 井上　順孝 インターネット時代における宗教情報リテラシーに関する研究

3 文学部 教授 上山　和雄 副都心<渋谷>に関する学際的共同研究―「渋谷学」の拠点形成に向けて―

4 法学部 教授 茢田　真司 アメリカ社会科学における統計的手法の拡散過程と「社会科学」理念の変容

5 人間開発学部 教授 木村　一彦
我が国の水術の流れを汲む学校における遠泳の実態からみる遠泳指導に関す

る研究

6 文学部 教授 鈴木　靖民 『入唐求法巡礼行記』校訂と現地調査に基づく古代日本・東アジア交流史研究

7 人間開発学部 教授 夏秋　英房
中山間地における郷土芸能の継承システムに関する研究～長野県小海町親

沢・川平地区を中心に～
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