
No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 松尾　葦江 文学における王権象徴の表現の研究

2 文学部 教授 根岸　茂夫 近世における前期国学の史的研究

3 文学部 教授 小池　寿子 文学と芸術にみるヨーロッパの死生観―フランスを中心に

4 法学部 准教授 一木　孝之 法学部改組後のFD活動の拠点形成

5 法学部 教授 永森　誠一 政治学教育に関する研究

6 法学部 教授 横山　謙一 パターナリズムと現代社会

7 法学部 准教授 小原　薫 近代日本の国家建設と井上毅たち

8 経済学部 准教授 野田　隆夫 「日本の経済」授業映像の活用

9 経済学部 特任教授 高橋　尚子 コンピュータ利用環境の変更に伴う教育支援の研究

10 経済学部 教授 木下　順 『列国の形勢と民政』（1906年）の研究

11 神道文化学部 教授 石井　研士 愛知県と大阪府の神社後継者に関するアンケート調査

12 神道文化学部 准教授 西岡　和彦 松山藩に於ける大山為起の神道教化とその影響

13 人間開発学部 教授 安野　功 伝統・文化に係わる教育法の構築に関する基礎研究

平成２１年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 久野　マリ子 大学生にみる話しことばの文体差の調査研究

2 文学部 特任教授 樋口　大介 ワイマール共和国の歴史と人物像の研究

3 文学部 教授 谷口　雅博 古代日本文化の形成―『古事記』を中心に―

4 法学部 准教授 平地　秀哉 法学部改組後におけるFD活動の拠点の確立と拡充

5 法学部 教授 永森　誠一 政治学教育に関する研究

6 法学部 教授 横山　謙一 パターナリズムと現代社会に関する研究

7 法学部 准教授 小原　薫 近代日本の国家建設と井上毅たち

8 経済学部 教授 高橋　克秀
授業科目｢世界の経済｣のヴィジュアル化とデータ集活用に
よる学生の理解度の向上

9 経済学部 特任教授 高橋　尚子
コンピュータ実習授業のSAに必要な能力と授業効果に関す
る研究

10 経済学部 教授 田原　裕子 ｢基礎演習A｣・｢基礎演習B｣の授業改善のための調査と研究

11 神道文化学部 教授 岡田　莊司 古代神祗祭祀祭料に関する基礎的研究

12 神道文化学部 教授 茂木　貞純 神社祭式同行事作法教本の作成

13 人間開発学部 教授 一　正孝 「身体」を考える―スポーツ文化の中で―

14 法科大学院 教授 蛭田孝雪 模擬裁判を通じての、裁判員裁判の臨床的研究

平成２２年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 金子　修一 『梁職貢図』の歴史学的研究

2 文学部 教授 安部　住雄
西欧建築の理論と様式と伝統と日本の近代建築、近代化遺
産

3 文学部 教授 小川　直之 民俗写真の資料化と活用に関する研究

4 文学部 准教授 井上　明芳 横光利一「夜の靴」本文校異、注釈及び関連資料調査

5 経済学部 教授 高橋　尚子
コンピュータ実習系授業の組織的アシスタント制度に関す
る研究

6 経済学部 教授 木下　順 井上友一の伝記研究　―生誕から内務省入省まで―

7 経済学部 教授 古沢　広祐
3.11震災・原発事故を契機とした地域対応についての動向
研究

8 人間開発学部 教授 田沼　茂紀
PBL（Problem　Based　Learning）方式による教師支援セ
ンター構想の試み

9 法学部 教授 中川　孝博
法学部改組後における教育の質保証システムの構築に向け
て

10 法学部 教授 永森　誠一 政治学教育に関する研究

11 法学部 教授 横山　謙一 現代パターナリズムの諸問題

12 神道文化学部 教授 笹生　衛 古代神祇祭祭祀祭料に関する基礎的研究

13 神道文化学部 准教授 黒﨑　浩行 地域再生と神社に関する調査とカリキュラム・教材再発

14 法科大学院 教授 今井　秀智
法科大学院生による小・中学校での法教育授業実施（その
教育的効果）

15 法科大学院 教授 蛭田　孝雪 模擬裁判を通じての、裁判員裁判の臨床的研究

平成２３年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 上田正行
國學院大學出版部発行の児童雑誌「兄弟」「姉妹」「兄弟
姉妹」の総合的研究

2 文学部 准教授 高屋景一
英語教育に対する認知科学からの提言：イメージ、メタ
ファー、身体の重要性

3 文学部 教授 秋澤亙 山田孝雄・玉上琢彌と「谷崎源氏」

4 文学部 准教授 黒澤 直道 現代中国における言語・文学の地域的特性の研究

5 法学部 教授 中川 孝博 「法学部改組後における教育の質保証システム構築」

6 法学部 教授 永森 誠一 政治学教育に関する研究

7 法学部 教授 横山 謙一 現代社会とパターナリズムの諸問題

8 経済学部 教授 野村 一夫 演習形式授業の再定義と具体的展開

9 経済学部  教授 高橋 尚子
コンピュータ環境の劇的変化と進展に伴う情報教育の見直
しと開発

10 経済学部 准教授 細井 長 
大災害後の義捐金の迅速な分配について－東日本大震災後
の義捐金のデータをもとに

11 経済学部 教授 久保田 裕子 「３．１１」以後の持続可能な地域と社会に関する研究

12 経済学部  教授 木下 順 井上友一と前田家

13 神道文化学部 講師 藤本　頼生　
神道祭祀思想・教化思想に関わる教材開発のための基礎研
究

14 人間開発学部 准教授 林　貢一郎　
地域と連携した運動介入が高齢者のQOL、生活機能および
健康指標に及ぼす影響

15 法科大学院 教授 今井秀智
法科大学院生による中学校での法教育授業（その教育的効
果）

16 法科大学院 教授 蛭田孝雪 模擬裁判を通じての、裁判員裁判の臨床的研究

平成２４年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 高橋　大助 折口信夫・武田祐吉等講義受講ノートの研究

2 文学部 教授 青木 豊 
出雲地域に依存する和鏡を中心とした神社資料の総合的調
査研究

3 文学部 教授 吉田 敏弘 
近代三陸津波被災地域における復興過程の歴史地理学的研
究

4 法学部 教授 中川　孝博 「法学部改組後における教育の質保証システム構築Ⅱ」

5 法学部 教授 永森　誠一 政治学教育に関する研究

6 法学部 教授 坂本 一登 近代国家の形成を比較史的に考察する

7 法学部 教授 横山 謙一 現代社会とパターナリズムの諸問題

8 経済学部 教授 中馬 祥子 新たな協同性を求める暮らし方・働き方も関する研究

9 経済学部  教授 高橋 尚子 情報教育における電子教科書の可能性の研究

10 経済学部  教授 鬼丸 朋子 労供労働者の就労実態と意識に関する調査研究

11 経済学部 教授 木下 順 報徳会の成立過程　1900年～1906年

12 神道文化学部 准教授 遠藤 潤
国学・神道思想関係の教育教材開発のための資料調査と収
集

13 神道文化学部 准教授 加瀬 直弥 神道史学の資料論的調査研究

14 人間開発学部 准教授 結城　孝治
自らの保育表現映像を学習素材にしたセルフモニタリング
が保育表現技術に及ぼす影響

15 法科大学院 教授 今井秀智
法科大学院生による中学校での法教育授業（その教育的効
果）

16 法科大学院 教授 蛭田孝雪 模擬裁判を通じての、裁判員裁判の臨床的研究

平成２５年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 助教 飯倉 義之 関敬吾昔話研究資料の研究

2 文学部 准教授 高山 実佐 「台湾愛国婦人」の研究―本文篇・研究篇―

3 文学部 准教授 高屋　景一
一般教育プログラムにおける英語教育の現状分析：グロー
バル化への対応

4 法学部 准教授 佐藤 秀勝 法学部改組後における教育の質保証システム構築ⅠⅠⅠ

5 法学部 准教授 小原 薫 政治学教育の充実に関する研究

6 法学部 教授 坂本 一登 近代国家の形成を比較史的に考察する

7 法学部 教授 横山 謙一 パターナリズムと現代社会

8 経済学部 准教授 東海林 孝一
アクティブラーニングを取り入れた初年次教育の標準化と
見える化に関する効果検証

9 経済学部 准教授 宮下 雄治
学部の3ポリシーに基づくカリキュラムマップとカリキュ
ラムツリーの査定に関する研究

10 経済学部 特任教授 髙橋 尚子
クラウド環境における電子教材モジュールの開発と提供の
可能性の研究

11 神道文化学部 准教授 黒﨑 浩行 地域再生における宗教文化の資源化に関する研究

12 神道文化学部 准教授 岡田 荘司 中世熊野参詣の歴史的意義に関する基礎的研究

13 人間開発学部 教授 成田　信子 国語力育成に関する基礎的研究

14 法科大学院 教授 四宮　啓 模擬裁判を通じての、裁判員裁判の臨床的研究

平成２６年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 准教授 宍戸　節太郎
オーストリア=ハンガリー帝国期ドイツ語圏文化の複眼的
考察

2 文学部 教授 久野　マリ子 首都圏方言の古層を保つ音声資料の収集

3 文学部 教授 黒澤　直道
日本文化発信における諸問題の検討－対象地域の多様性か
ら—

4 文学部 准教授 長谷川　清貴 後漢期の経学と文学

5 法学部 教授 高橋　信行
教育の質保証システム構築4)-入門系科目導入に向けた教
材作成

6 法学部 教授 小原　薫 大学における政治学教育の充実に関する研究

7 法学部 教授 横山　謙一 現代社会とパターナリズム

8 経済学部 准教授 東海林　孝一
学生インタビューに基づくアクティブラーニングの効果の
検証

9 経済学部 教授 高橋　尚子
オープンデータを利用したハイブリッド型教材とテキスト
開発に関する研究

10 神道文化学部 准教授 齊藤　智朗 神社･国学に関わる教材開発のための調査･研究

11 神道文化学部 教授 茂木　貞純 神社祭式概論の教科書作成に関わる調査･研究

12 人間開発学部 教授 成田　信子
「アカデミック･リーディング」「アカデミック・ライ
ティング」に向けての国語力育成方略の研究

13 法科大学院 教授 四宮　啓 模擬裁判を通じての裁判員制度の臨床的研究

平成２７年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 黒澤　直道 日本文化の発信の実践的研究－書道を中心に－

2 文学部 准教授 中村　正明 後期草双紙の体系的な伝本調査ならびに翻刻研究

3 文学部 教授 谷口　康浩
群馬県東吾妻町岩櫃山･観音山における弥生時代岩窟再葬
墓の調査

4 経済学部 准教授 山本　健太
アクティブ･ラーニングにおける学生アシスタントの特質
に関する比較研究

5 経済学部 教授 野村　一夫
K-SMAPYのフォーラム機能とアンケート機能の有用性と教
育効果に関する研究

6 法学部 教授 高橋　信行
教育の質保障システム構築Ⅴ―入門系科目導入･スモール
ラップ原理に基づくカリキュラム導入に向けた教材作成

7 法学部 准教授 小原　薫 大学における政治学教育の充実に関する研究

8 法学部 教授 坂本　一登 近代国家の形成を比較史的に考察する

9 法学部 教授 横山　謙一 現代社会とパターナリズム

10 神道文化学部 教授 井上　順孝 宗教文化教育の教材研究

11 神道文化学部 准教授 小林　宣彦 神道史･祭祀に関わる教材のための調査･研究

12 人間開発学部 助教 神事　努
トップアスリートの医科学支援システムの教育現場への活
用

13 法科大学院 教授 四宮　啓 模擬裁判を通じての裁判員制度の臨床的研究

No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 教授 吉田　敏弘
國學院大學図書館所蔵那智参詣曼荼羅巻子本の総合的調査
研究

2 文学部 准教授 笠間 直穂子
日本文化発信をめぐる基礎研究―海外漫画における日本･アジ
アの表象―

3 経済学部 教授 中馬　祥子 共生型経済と地域社会の創生に関する研究

4 経済学部 准教授 高橋　尚子
経済学に役立つ情報専門教育のカリキュラム体系及び教材
開発に関する調査研究

5 法学部 准教授 髙木　康順
アドミッションポリシーに基づく課題レポートの作問と評
価

6 法学部 特任助教 齊藤　光弘
基礎演習A・Bにおける受講生･FAに対する学習効果の検証
と授業改善案の検討

7 法学部 准教授 小原　薫 大学における政治学教育の充実に関する研究

8 法学部 准教授 大江　毅 法理論に関する専攻分野横断的考察

9 法学部 教授 坂本　一登 近代国家形成の比較史的研究

10 神道文化学部 教授 茂木　貞純 「禁中正月節会絵巻」にみる近世朝儀の研究

11 神道文化学部 教授 石井　研士 メディア･観光と神社神道―元乃隅稲成神社を事例として

12 人間開発学部 教授 野本　茂夫
地域における子ども･子育て支援の実情と大学における人
材育成のあり方

平成２９年度学部共同研究費採択者一覧

平成２８年度学部共同研究費採択者一覧



No. 所属 職 氏名 研究課題名

1 文学部 准教授 松谷　容作
アート、サイエンス、テクノロジー、倫理をつなぐプラッ
トホーム形成のための調査研究

2 文学部 教授 山岡 敬和 重度難聴者に対する古典教授法の研究

3 文学部 准教授 牧野　格子
20世紀前半の中国大学教育に米国高等教育が与えた影響に
関する歴史的研究

4 経済学部 教授 紺井　博則
金融分野における授業科目を横断した研究教育の実験的な
試み

5 経済学部 教授 高橋　尚子
経済学部卒業生に求められるICT人材を育成する情報教育
の再構築の研究

6 経済学部 教授 野村　一夫
経済学部のすべての人のための表現プラットフォームの検
証実験的研究

7 法学部 准教授 小原　薫 大学における政治学教育の充実に関する研究

8 法学部 教授 坂本　一登 近代国家形成の比較史的研究

9 法学部 准教授 大江　 毅 法理論に関連する専攻分野横断的考察

10 法学部 教授 四宮　　啓
法科大学院教育を踏まえた法学部学士課程教育に関する研
究

11 法学部 准教授 安田　恵美 法律実務・法政策に関する実証的研究

12 神道文化学部 准教授 小林　宣彦 祭祀・儀礼・有職故実にかかわる教材のための調査・研究

13 人間開発学部 教授 髙橋　幸子
特別支援教育教員養成の現状と課題ー実状把握と今後の展
望についての検討ー

平成３０年度学部共同研究費採択者一覧


