
平成３０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 谷口　康浩
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～H32

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

3 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～H31

4 基盤研究（Ｂ） 研究開発推進機構 教授 内川　隆志 好古家ネットワークの形成と近代博物館創設に関する学際的研究 H29～H31

5 基盤研究（Ｂ） 文学部 准教授 多和田　真理子
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～H33

6 基盤研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 吉永　安里
言葉の教育における円滑な幼小接続を実現する系統的かつ互恵
的な実践モデルの開発

H29～H31

7 基盤研究（Ｂ） 研究開発推進機構 教授 平藤　喜久子 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～H33

8 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

9 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 細谷　圭 複数均衡モデルを基礎とした震災後の長期経済動学の考察 H27～H31

10 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

11 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

12 基盤研究（Ｃ） 文学部 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

13 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

14 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 新倉　真矢子
外国語音声の聴取力を向上させるための自立型学習プログラムモ
デルの構築

H28～H30

15 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

16 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

17 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 島田　由紀子
幼児の表現に影響を与える描画指導法の検討－自分なりの表現を
楽しむために－

H28～H30

18 基盤研究（Ｃ） 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 H29～H31

19 基盤研究（Ｃ） 研究開発推進機構 研究員 加藤　久子
社会主義期ポーランドにおけるカトリック教育：政治・社会変動のダ
イナミクスとして

H29～H31

20 基盤研究（Ｃ） 経済学部 准教授 山本　健太 わが国縁辺地域における伝統芸能の現在 H29～H32

21 基盤研究（Ｃ） 法学部 教授 甘利　航司
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～H31

22 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 星野　広和
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～H31

23 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 斉藤　こずゑ 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～H31

24 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 神長　美津子
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～H31

25 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 古沢　広祐 災害・復興と伝統文化の役割に関する学際的研究 H29～H31

26 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 木原　志乃
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～H32

27 基盤研究（Ｃ） 神道文化学部 教授 石井　研士
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～H32

28 基盤研究（Ｃ） 文学部 教授 藤澤　紫
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～H32

29 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 田原　裕子
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～H32

30 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 教授 渡邉　雅俊
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～H32

31 基盤研究（Ｃ） 人間開発学部 准教授 備前　嘉文
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～H33

32 基盤研究（Ｃ） 経済学部 教授 久保田　裕子
消費者参加による提携型有機農業の史的考察と現代的意義に関
する研究

H30～H32

33 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

34 若手研究（Ｂ） 教育開発推進機構 准教授 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

35 若手研究（Ｂ） 人間開発学部 准教授 川田　裕樹
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～H31

36 若手研究（Ｂ） 法学部 准教授 安田　恵美 高齢犯罪者における「社会復帰」概念に関する理論的実証的研究 H29～H31

37 若手研究（Ｂ） 経済学部 教授 石井　里枝
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～H31

38 若手研究 文学部 助教 手塚　雄太 近現代日本における「個人後援会」の基礎的研究 H30～H33

39 研究活動スタート支援 研究開発推進機構 助教 齋藤　公太
明治期キリスト者の神道観―近代日本キリスト教史と神道史の架
橋に向けて―

H29～H30

40
研究成果公開促進費（学
術図書）

研究開発推進機構 研究員 丹羽 宣子 〈僧侶らしさ〉と〈女性らしさ〉の宗教社会学 H30

41 奨励研究 財務部経理課 課長 篠田 隆行 学校法人（私立大学）の資産構成検証による経営行動分析研究 H30

研究開発推進機構事務課


