
＜平成30年度科学研究費助成事業　交付一覧（58課題）＞

研究代表者 研究課題 採択期間

基盤研究（A)　 ■ 山口　富子 「予測」をめぐる科学・政策・社会の関係－科学社会学からのアプローチ 平成27～30年度

基盤研究（B) ■ 金澤 雄一郎
合理的に行動する生産者と非合理的な消費者パラダイムの実証産業組織論におけ
る検証

平成27〜30年度

■ 近藤　正規 アフリカにおける海外直接投資と環境 平成29～33年度

■ 北原　和夫
参照基準の利用状況を通した大学教育のカリキュラム改善に関する組織文脈的要
因の考察

平成29～31年度

基盤研究（C) ALBERG, Jeremiah Kant's Religious Solution to Reason's Self-Subversion 平成26〜30年度

魯　恩碩 申命記主義的文学の歴史性と形成過程の実証的研究 平成27～31年度

鄭　仁星
A Comparative Case Study: Pedagogical, Practical, and Policy Impacts of OER on
Higher Education

平成28〜30年度

清水　安夫 教師のワーク・エンゲイジメントを促す学校組織へのエンパワメント評価の導入 平成28〜30年度

矢嶋　直規 近代英国道徳哲学における合理主義と感覚論の帰趨：ヒュームとコモン・センス学派 平成28〜31年度

小島　康敬 乳井貢の基礎的研究-「聖人の道」と藩政改革 平成28〜31年度

李　勝勲 A Phonetic Typology of Consonant-Tone Interaction 平成28〜30年度

加藤　恵津子
若者は「アジア人」になれるか：日本人のグローバル化志向に英語圏アジアが果たす
役割

平成28〜30年度

SHANI, Giorgiandrea 世界的移民危機後の宗教と人間の安全保障-ポスト世俗主義的理解に向けて 平成28〜30年度

BONDY, Christopher
Teaching and Representing Minority Issues in the Curricula: A Comparative Study
of Japan, ｔhe United States and the United Kingdom

平成28〜30年度

田　旺帝 The Interface Structure of Oriented Surface-mounted Metal Organic Framework 平成28〜30年度

JUNG, Joo-Young
Coming back home: An examination of the importance of community in recovering
from disaster in Shinchimachi, Fukushima

平成28〜30年度

森島　泰則
第二言語処理における認知資源配分の理解と思考への影響に関する認知・脳科学
的研究

平成29～31年度

海蔵寺　大成 バブル崩壊の予測とバブル崩壊がマクロ経済に与える影響の研究 平成29～31年度

高松　香奈 平和構築・復興支援の比較ジェンダー分析：開発のための政策一貫性のアプローチ 平成29～31年度

森本　あんり ピューリタニズムの寛容思想とその現代的展開 平成29～31年度

佐野　好則
西洋古典文学における神話叙述の伝統と改変に関する神話学的・比較作品論的研
究

平成29～31年度

小澤　伊久美
大学日本語教育プログラムを対象とした開発型評価ー持続可能で有用な開発型評
価とは

平成29～32年度

OHE, Hye-Gyeong 韓国語教室における国際間交流授業モデルの開発及び構築 平成29～31年度

高澤　紀恵 比較による日本の近世フランス史学のための基盤的研究ーー語彙をめぐる検討から 平成29～31年度

VOSSE, Wilhelm M. サイバースペースと国際関係：日本とヨーロッパ, NATOの安全保障協力 平成29～31年度

NAGY, Stephen
Japan's Grand Strategy?: Chinese interpretations of Japanese Foreign Policy in the
post-Cold War Era

平成29～31年度

笹尾　敏明 日本の企業組織における文化の多層性と外国人労働者のウエルビーイングの検討 平成29～31年度

溝口　剛 光周期による花成制御機構の解明：長日性植物の短日性植物化 平成29～31年度

川本　隆史 正義と平和への社会倫理学的アプローチ（ケアの倫理との編み合わせを軸として） 平成30～33年度

吉田　智行
A non-invasive test for diagnosing cognition in three SOV languages: Japanese,
Korean and Bodo

平成30～32年度

研究種目
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藤田ラウンド　幸世
話しことばの記憶の伝承：消滅危機言語とされる宮古島のことばの映像アーカイブ構
築

平成30～32年度

藤井　彰子 英語を媒介とする授業(EMI)の学習モデル：言語使用、教師、と認知プロセスの研究 平成30～32年度

菊池　秀明
19 世紀中国の封建国家論と地方分権をめぐる研究―太平天国と督撫重権を中心に
―

平成30～34年度

那須　敬 イングランド初期ステュアート朝議会と教会統治－イギリス革命の再評価にむけて－ 平成30～32年度

新垣　修 黎明期の難民レジームにおける無国籍 平成30～32年度

大森　佐和 国際通貨基金と世界銀行の変革の検討ーグローバルな公益と国益の観点から 平成30～32年度

MONTGOMERY, Heather The effects of unconventional policies in the post-crisis era 平成30～32年度

稲葉　祐之 社会問題のソリューションの生成・展開と問題解決コミュニティのマネジメント 平成30～33年度

佐藤　千津 教員養成における質保証システムの日本的特質と構造的課題に関する比較研究 平成30～32年度

西村　幹子
社会関係資本と学校教育の成果との関連におけるジェンダーの影響－ケニアの事
例研究

平成30～32年度

DAWSON, Walter
A Comparative Study of Donor Influence on Cambodia's Educational Development:
Competition between Japan, China, and Western Donors for Influence on Global
Models for Educational Development

平成30～34年度

西村　馨 児童思春期の愛着形成・修復に資する心理・社会的アプローチの整備 平成30～33年度

鈴木　寛 単連結距離正則グラフの研究 平成30～34年度

若手研究（Ｂ） SIMONS, Christopher スコラ学と科学の対比：ワーズワースの詩におけるヴァーテュオーソ 平成27～30年度

直井　望 自閉症スペクトラム障害における「目のあいにくさ」の発達機序の検討 平成28〜30年度

OLAH, Csaba 15～17世紀における日本の海外貿易と国内経済との連関の研究 平成29～32年度

寺田 麻佑
EU情報通信法制と行政組織―制度の変遷と今後の展望からみる日本法への示唆
―

平成29～31年度

伊藤　瑛海 微小管局在型エフェクター、PH15を介した植物固有型RAB5の機能発現機構の解明 平成29～30年度

松田　浩道 「憲法秩序における国際規範の実施権限」の文際的研究 平成29～32年度

若手研究 萩原　章子
読み・意味・字形の関連付け強化が非漢字圏学習者の漢字学習に与える効果の検
証

平成30～32年度

ANNEAR, Michael
Leveraging Tokyo 2020: can the Olympic and Paralympic Games increase intentions
for physical activity in middle and later life?

平成30～31年度

城所　哲宏
小学校学級におけるスタンディングデスクの導入が児童の血中脂質項目に及ぼす影
響

平成30～31年度

国際共同研究加速基金 生駒 夏美 アンジェラ・カーターの作品に見られる日本の影響とジェンダー・パフォーマティビティ 平成28〜30年度

研究活動スタート支援 ■ 青木　浩幸
小学校における教科内プログラミング活動に適した対象タンジブル協調環境の開発
と評価

平成30～31年度

特別研究員奨励費 ■ 森　啓輔 日本・ドイツ・米国を横断する現代の統治形態および社会運動の諸編成 平成28～30年度

■ 秋山　肇 （学生） 国際法における無国籍の予防：日本の国籍法を通して 平成28～30年度

■ 菅谷　基 （学生）
近代イギリス哲学における自由思想運動と感情主義倫理学―ロックからシャフツベリ
へ

平成30～32年度

学術図書 ■ 守屋　靖代
Recurring Collocations in the Second Half-Line of Middle English Alliterative
Poetry

平成30年度

■ 科研費補助金



別紙：他機関からの本学研究分担者への配分金内訳（30課題)

研究種目 研究分担者名 研究代表者所属

基盤研究（B) 川本　隆史 筑波大学

基盤研究（B) 毛利　勝彦 学習院大学

基盤研究(C) 寺田　麻佑 横浜国立大学

基盤研究（B） 山口　富子 名古屋大学

基盤研究（B） 千葉　眞 早稲田大学

基盤研究(C) O'CONNELL, Gerard 獨協大学

基盤研究(C) 深尾　暁子 獨協大学

基盤研究（B）(海外学術調査) 清澤　香 東京外国語大学

基盤研究(C) 小澤 伊久美 立教大学

基盤研究(C) 小澤 伊久美 実践女子大学

基盤研究(C) 矢内  賢二 日本社会事業大学

基盤研究(C) 岩田 祐子 名城大学

基盤研究(C) 岩田 祐子 東京工芸大学

基盤研究(C) 岩田　祐子 文教大学

基盤研究(C) 高澤 紀恵 上智大学

基盤研究(C) 澁川  晶 一橋大学

基盤研究（B） 澁川  晶 日本大学

基盤研究（A）（海外学術調査） 森木 美恵 名古屋大学

基盤研究（B） 新垣 修 立教大学

基盤研究（B） 木部　尚志 北海道大学

基盤研究(C) 宮原　万寿子 文教大学

基盤研究（B） 那須　敬 静岡大学

基盤研究（C） 藤田ラウンド幸世 相模女子大学

挑戦的研究(萌芽) 金澤 雄一郎 兵庫教育大学

基盤研究（B） 佐藤　千津 日本大学

基盤研究(C) BONDY, Christopher 大阪市立大学

基盤研究(C) 高澤 紀恵 東京外国語大学

基盤研究（B） 金澤 雄一郎 兵庫教育大学

基盤研究(C) 清水 安夫 兵庫教育大学

基盤研究(C) 北原 和夫 放送大学
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