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基盤研究(Ｂ)　　　   ■ 羽田　康一** 平成23~25年度

     　　　　　　　   　　■ 小林　牧人 平成23~25年度

一部基金近藤　正規 平成25~29年度

基盤研究(Ｃ)          ■ 石丸　友里 平成21~25年度

■ カレン　ベヴァリー 平成21~25年度

■鈴木　寛 平成21~25年度

                           ■ 稲葉　祐之 平成22~25年度

■木部　尚志 平成22~26年度

加藤 恵津子 平成23~25年度

小島　康敬 平成23~25年度

近藤　和美** 平成23~25年度

町田　元** 平成23~25年度

モンゴメリー　ヘザー 平成23~25年度

佐野　好則 平成23~25年度

山崎　満 平成23~26年度

矢嶋　直規 平成23~27年度

ドーソン ウォルター 平成24~26年度

平島　大 平成24~26年度

池田 理知子 平成24~26年度

石生 義人 平成24~26年度

古藤 友子 平成24~26年度

宮原 万寿子 平成24~26年度

富山 真知子 平成24~26年度

フォッセ　ヴィルヘルム 平成24~26年度

毛利 勝彦 平成24~27年度

田　旺帝 平成25~27年度

鄭　仁星 平成25~27年度

海蔵寺　大成 平成25~27年度

小林　潤司 平成25~27年度

溝口　剛 平成25~27年度

森本　あんり 平成25~27年度

那須　敬 平成25~27年度

西尾　隆 平成25~27年度

大森　佐和 平成25~27年度

笹尾　敏明 平成25~27年度

シャーニー
ジョージアンドレア

平成25~27年度

清水　安夫 平成25~27年度

鈴木　庸子 平成25~27年度

高松　香奈 平成25~27年度

小澤　伊久美 平成25~28年度

高澤　紀恵 平成25~28年度

H24交付留保者 生駒 夏美 平成25~29年度

菊池　秀明 平成25~29年度

挑戦的萌芽研究 ランガガー　マーク 平成23~25年度

羽田 康一** 平成24~26年度

若手研究(B)          ■ 鈴木　孝子** 平成22~25年度

採択期間研究課題

レッジョ・カラーブリア国立博物館所蔵大型ブロンズ彫刻および断片群の日伊共同研究

組換え生殖腺刺激ホルモンによる水産重要魚種の性成熟促進技法の開発

光周期補償性メカニズムの解明

研究種目 研究代表者

外国資本と途上国の環境

rプロセス元素に見る矮小銀河・銀河系ハローの星形成史

距離正則グラフの構造と表現

太平洋文化圏における翻訳の海流

単層膜配位高分子の表面構造解明

エチニレンを基本ユニットとしたπ共役系モジュールによる両極性型分子の網羅的合成

鬼神論における民間信仰と呪術：宗教社会学的議論の分析

フィロストラトス『エイコネス』の古代絵画史的研究

日・米・イスラエル・パレスチナにおけるウォーター・リテラシーに関する調査

グローバル化の中の政策システムと公務員制度の研究

大学国際化に対する日本語教育プログラムの貢献の評価̶参加型評価によるモデル立案̶

17世紀イングランドにおける宗教政治と音楽の関係についての歴史研究

在日・在外外国人コミュニティにおけるコミュニティ感覚の国際比較研究

投機的バブルとバブル崩壊のモデルの構築とその実証的検証

国際通貨基金と世界銀行の金融政策への影響の検討

人間の安全保障からレジリエンスへ？世界経済危機後の政治的アイデンティティ

複数言語環境における子どもの言語習得支援ポータルサイトの開発と運用に関する研究

近世フランスにおける権力の再編と宗教ーーパリとカトリック改革

ジョナサン・エドワーズ研究の国内拠点設置とその初期運営

復興支援のジェンダー分析：武力紛争後の元女性兵士の社会復帰から

教師の組織的ストレスマネジメント行動モデルによるインターネットプログラムの応用

19世紀後半の中国における地方軍事勢力と社会変容̶̶郷勇と諸反乱

地球環境ガバナンスにおける制度化の課題

自律学習者（学習者オートノミー）を育成する英語教育プログラムの研究と実践

中国飲食文化と陰陽五行説

Quality and pedagogical guidelines for Open Educational Resource (OER) use in higher
education: Matching with culture and teaching contexts

日本とオーストラリア、EU、NATOとの安全保障対話ー域外活動の影響

第二言語習得におけるストレス要因：測定法と成功へのかかわり

相転移力学の保存則・流体力学に現れる非線形双曲型偏微分方程式系の解の構造

アフリカ系アメリカ人の愛国心の特徴とその形成要因

アンジェラ・カーターの作品におけるジェンダー・パフォーマティビティの研究

公害資料館というメディアの役割

イギリス道徳感覚学説とヒューム道徳哲学の成立：自然から規範へ

ヨーロッパ文学における叙事詩的叙述技法の展開に関する比較文学論的研究

金融危機後の金融機関の分析

ハーフメタル強磁性体における電子相関効果の研究

若者の「外向き志向」を支援する社会に向けて：グローバル化の中の「仕事－自分探し」

多文化共生社会における福祉国家の制度構想－日独の比較研究－

複雑な問題の解決者としての企業家：地域再生と企業家

多値論理における交換可能性の理論と極小クローン

都市農業が持つ多面的機能を維持するローカル・フードシステムの日米比較

荻生徂徠とその一門の音楽思想̶「楽」から見る江戸思想史̶

アジアと欧米の二国間援助機関の比較－教育機会拡大の運動にみる相似と相違

＜平成25年度科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金交付一覧：57課題＞



大澤　広晃** 平成23~25年度

中村 ジェニス** 平成24~25年度

サイモンズ
クリストファー

平成24~25年度

森木 美恵 平成24~26年度

桜木　ともみ 平成25~26年度

特別研究員奨励費 ■ 柴田　真希都** 平成25~27年度

■徳永　智子** 平成25~27年度

■山本　圭** 平成25~27年度

研究成果公開促進費
（学術図書）           ■

守屋　靖代 平成25年度

研究活動スタート支援
                           ■

西田　昌之** 平成24~25年度

■寺田　麻佑 平成24~25年度

＊* 研究員　 ■ 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）

＊* 研究員　 ☆ 学術研究助成基金助成金 研究支援グループ

備考

米国情報通信法制の研究ー米国の法制度から日本法への示唆ー

研究機関名

ウィリアム・ワーズワースの詩における古物研究

ノンネイティブ母親の言語行動：在日タイ人母親の日本語談話分析

基盤研究（Ａ） 池田　満** 東京外国語大学

研究分担者名

Repetition, Regularity, Redundancy: Norms and Deviations of Middle English Alliterative
Meter

デモクラシー論における動員概念の規範的研究-参加概念との対比から

第二言語における流暢さ指標の妥当性検証に関する研究

種目

日米におけるアジア系ニューカマーの子どものホーム構築過程に関するエスノグラフィー

明治知識人に見る政治への諸志向の解読-知識人論における規範と責務をめぐる議論より

安西　弥生** 白鷗大学 ☆

町田　健一

タイ南部の大規模災害後のコミュニティ自立再生と癒しの過程に関する研究

京都女子大学 ☆

基盤研究（C） 小澤　伊久美 大阪観光大学

基盤研究（C） 小澤　伊久美 立教大学

一部基金

☆

一部基金

基盤研究（Ａ）

☆

☆

☆

基盤研究（B）

☆

一部基金

一部基金

☆

☆

☆

一部基金

一部基金

一部基金

☆

千葉　眞 東京大学

玉川大学

挑戦的萌芽研究

「先住民保護の精神」とイギリス帝国

基盤研究（C） 岩田　祐子

基盤研究（C）

基盤研究（B） 千葉　眞 大東文化大学

田　旺帝

千葉　眞 法政大学

新学術領域研究

基盤研究（C） 姜　海守** 静岡大学

基盤研究（B）

五郎丸　仁美** 龍谷大学

森島　泰則 東京大学

金沢大学

東京工業大学

価値観としての母親業：その再生産の仕組み

挑戦的萌芽研究 近藤　正規 多摩大学

基盤研究（C）

基盤研究（B） 西村　幹子 九州大学

堀内　晶子

基盤研究（C）

魯　恩碩 立教大学

基盤研究（B） 大西　直樹 大東文化大学

基盤研究（C） 桜木　ともみ 国士舘大学

基盤研究（B）

基盤研究（Ａ）
ジョージアンドレア・
シャーニー

東京大学

基盤研究（B） 佐野　好則 慶應義塾大学

基盤研究（B） 田畑　幸嗣** 桃山学院大学

基盤研究（C）
ジョージアンドレア・
シャーニー 立命館大学

基盤研究（Ａ） 田畑　幸嗣** 上智大学

基盤研究（Ａ） 植田　隆子 早稲田大学

基盤研究（B） 槻舘　尚武** 日本社会事業大学

挑戦的萌芽研究 槻舘　尚武** 日本社会事業大学

基盤研究（B） 山口　富子 茨城大学

基盤研究（C） 吉野　輝雄 東北大学

基盤研究（B） 槻舘　尚武** 金沢大学


