
No. 研究種目 所属 職 氏名 研究課題番号 研究課題名 研究期間 備考

1 基盤研究（Ａ) 文学部 教授 谷口　康浩 17H00939 更新世-完新世移行期における人類の生態行動系と縄文文化の形成に関する先史学的研究 H29～R2

2 基盤研究（Ａ) 人間開発学部 准教授 寺本　貴啓 19H00624 小学校におけるCBTを活用したテストモデルの開発と能力測定の有効性に関する研究 H31～R4

3 基盤研究（Ａ) 研究開発推進機構 教授 西村　幸夫 16H02382 ユネスコ「歴史的都市景観に関する勧告」後の都市経営戦略確立に関する研究 H26～R1 繰越

4 基盤研究（Ｂ） 文学部 准教授 多和田　真理子 17H02671 小学校区・中学校区を単位とする地域社会の文化構築過程に関する歴史的研究 H29～R3

5 基盤研究（Ｂ） 研究開発推進機構 教授 平藤　喜久子 18H00615 日本宗教教育の国際的プラットフォーム構築のための総合的研究 H30～R3

6 基盤研究（Ｂ） 法学部 教授 上神　貴佳 17H02481 アジア太平洋地域における比較政党政治のための基礎的研究 H29～R2

7 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 浅野　春二 20H01184 道教の比較研究から見るヤオ族儀礼文献学の構築 R2～R5

8 基盤研究（Ｂ） 神道文化学部 教授 松本　久史 20H01189 近世中期復古神道形成過程の史料的研究 R2～R4

9 基盤研究（Ｂ） 文学部 教授 根岸　茂夫 20H01315 戦前期東京における住宅開発と生活空間の変容―東京府渋谷区を事例に― R2～R5

10 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 藤野　寛 19K00041 アドルノの歴史哲学－美学との関係において H31～R4

11 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 苅田　真司 16K03483 後期マッキーバーの「社会科学」論 H28～R2

12 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 夏秋　英房 17K01912 地域教育・保育支援プラットフォームの構築過程の研究 H29～R1 延長

13 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 山本　健太 17K03256 わが国縁辺地域における伝統芸能の現在 H29～R2

14 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 甘利　航司 17K03435 GPSテクノロジーを使用した犯罪者監視システムの我が国への導入可能性の検証 H29～R1

15 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 星野　広和 17K03892 製品事故・リコール情報の収集・処理・伝達・学習プロセスに関する経営学的研究 H29～R1 延長

16 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ 17K04369 映像メディアによる子どもの表象―子どもの権利と研究倫理の検討 H29～R1 延長

17 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 神長　美津子 17K04642 幼稚園におけるミドルリーダー育成のための現代的な研修システムの開発 H29～R1

18 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 青木　康太朗 17K01639 自然体験活動における事故や傷病、ヒヤリハットの発生要因と安全対策に関する研究 H29～R1 延長

19 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 木原　志乃 18K00047 古代ギリシア医学における病の位相：女性の身体の発見と医術の観点から H30～R2

20 基盤研究（Ｃ） 神道文化学部 教授 石井　研士 18K00081 宗教法人の経営する霊園・納骨堂の経営に関する研究－「名義貸し」を中心に H30～R2

21 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 藤澤　紫 18K00169 浮世絵にみる文明開化－子ども文化の変遷と教育ツールとしての玩具絵－ H30～R2

22 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 田原　裕子 18K01151 渋谷再開発を契機とした新しい都市的コミュニティの創造に関する研究 H30～R2

23 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 千野　謙太郎 18K10880 筋の活動・活動様式を考慮した呼吸筋のウォーミングアップ・トレーニングに関する研究 H30～R2

24 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 渡邉　雅俊 18K02800 知的障害児の仲間との相互作用による学習活動における認知特性とその援助方法 H30～R3

25 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 准教授 星野　靖二 19K00086 近代日本における「世界の諸宗教」像の展開に関する基礎的研究 H31～R4

26 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 備前　嘉文 18K10825 スポーツツーリズム参加人口拡大にむけたスポーツツーリストの理解 H30～R2

27 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 諸星　美智直 19K00630 福祉言語史の基礎資料としての近代日本語点字資料の調査と整備 H31～R3

28 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 金杉　武司 19K00018 クオリアの反自然主義に最適な知覚理論としての直接知覚説の可能性 H31～R3

29 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 青木　洋司 19K00061 江戸期『論語』訓蒙書の基礎的研究 H31～R3

30 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 久野　マリ子 19K00651 首都圏方言の古層の記述とその全国若年層への広がりに関する研究 H31～R3

31 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 長田　恵理 19K00770 小学校外国語教育において児童の自立学習を促す指導モデルの開発 H31～R3

32 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 山崎　雅稔 19K00999 新出・菩薩半跏像および金石文の分析による古代日本・朝鮮の弥勒信仰の研究 H31～R4

33 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 齋藤　智哉 19K02457 明治期から昭和初期の学校教育における「修養」と「教養」に関する基盤的研究 H31～R3

34 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 金子　良太 19K02021 政府・非営利組織のインセンティブ志向の財務報告モデルの構築 H31～R3

35 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 藤嶋　亮 19K01453 欧州「周辺」における第一次大戦の衝撃と政治変動－バルカンとイベリアの比較から H31～R3

36 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 進藤　久乃 17K02610 第二次大戦後フランス文学における前衛の諸問題 H29～R2

37 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 牧野　格子 20K00373 謝冰心・呉文藻の1950年代～70年代私的日記から見る思想改造教育の影響 R2～R4

38 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 甘利　航司 20K01355 RF型及びGPS型電子監視を使用した、ストーカー被害者の保護システムの構築 R2～R4

39 基盤研究（Ｃ） 法学部 准教授 稲垣　浩 20K01453 QCAとネットワーク分析を利用した環境変動が人事運用に与える影響の研究 R2～R4

40 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 林　貢一郎 20K11341 大豆イソフラボン代謝産物エクオールが運動による動脈硬化改善効果に及ぼす影響 R2～R4

41 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 新藤　透 20K12561 近代日本の国民国家形成期における図書館の役割 R2～R5

42 基盤研究（Ｃ） 文学部 准教授 江川　式部 18K01005 祭祀儀礼からみた唐代の藩鎮と地方社会の研究 H30～R2

43 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 教授 下村　彰男  18K05703 「地域資源」としての都市緑地のあり方に関する研究 H30～R2

44 若手研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 川田　裕樹 17K13251 肥満小児と保護者の協調行動を重視した生活習慣改善支援プログラムの検討と開発 H29～R1 延長

45 若手研究（Ｂ） 経済学部 教授 杉山　里枝 17K13770 戦前期尾西織物業の展開と地域の産業化に関する社会経済史的研究 H29～R1 延長

46 若手研究 教育開発推進機構 准教授 加納　なおみ 18K12423 海外日本語補習授業校におけるリテラシー能力強化をめざす新たな日本語教育プログラム H30～R3

47 若手研究 文学部 准教授 手塚　雄太 18K12506 近現代日本における「個人後援会」の基礎的研究 H30～R3

48 若手研究 文学部 准教授 小手川　正二郎 19K12931 レヴィナスの性差・家族の現象学 H31～R4

49 若手研究 人間開発学部 助教 小林　唯 19K20046 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 H31～R2

50 若手研究 経済学部 准教授 尾田　基  19K13806 社会的逸脱行動がイノベーションに及ぼす影響 H31～R4

51 若手研究 経済学部 准教授 櫻井　潤 19K13981 地域の医療ニーズに即した医療扶助システムの構築に向けた医療保障政策の実証的研究 H31～R3

52 若手研究 法学部 准教授 安田　恵美 20K13354 バルネラブルな刑務所出所者等の「社会参加」促進に向けた施策に関する研究 R2～R5

53 若手研究 研究開発推進機構 准教授 石山　千代 20K14897 地域外主体の受入れと施策連携による廃校活用計画論の構築に関する研究 R2～R5

54 研究活動スタート支援 法学部 講師 佐藤　俊輔 19K23176 EUにおける自由移動と福祉国家-欧州諸国の事例から R1～R2

55 研究活動スタート支援 研究開発推進機構 講師 児玉　千絵 19K23554 非集計的なアプローチの都市形成史に基づくストックマネジメントとその超長期的効果 R1～R2

56 国際共同研究強化（A） 法学部 准教授 安田　恵美 19KK0312 刑務所出所者等の主体的な社会参加とそれを促進するための支援に関する日仏比較研究 R2～R4

57 研究活動スタート支援 研究開発推進機構 准教授 石山　千代 19K23548 町並み保全地域における自主規範の実態把握及び調整システム構築・運用指針の作成 R1～R2

58 特別研究員奨励費 文学研究科 PD研究員 葛西　太一 19J00120 日本書紀を中心とした東アジア漢字文化圏における書記用文体の成立と交流に関する研究 R1～R3

59 特別研究員奨励費 文学研究科 DC1研究員 髙橋　亮一 19J20636 明治期北方海域における日本の海洋進出と拡大に関する研究 R1～R3

60 特別研究員奨励費 文学研究科 DC2研究員 中山 陽介 20J14853 平仮名成立史の研究 R2～R4

61 研究活動スタート支援 経済学部 助教 安達　有佑 20K22128 交通インフラの整備と通勤における混雑が企業の活動に与える影響の分析 R2～R3

62 研究活動スタート支援 神道文化学部 助教 柏木　享介 20K22041 国家神道の社会事業的性格の研究－感染症対策事業における神社界の役割と活動－ R2～R3

63 研究成果公開促進費 文学研究科 PD研究員 葛西　太一 20HP5037 日本書紀段階編修論―文体・注記・語法からみた多様性と多層性― R2～R2
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