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基盤研究Ｂ （継続） 
文学部 教授 飯島 武次 

中国渭河流域における先周および西周文化の総合

調査 

（継続） 
法学部 教授 北野かほる 

紛争解決制度化の比較史―前近代における 

「裁判」と「裁判外」― 

（継続） 
GMS学部 教授 白水 繁彦 

多文化社会の排除と包摂の論理：ハワイにおける文

化創生をめぐる民族間交渉と戦略 

（新規） 
文学部 教授 

 

土谷 敏治 
超高齢社会に向けた大都市圏縁辺地域のモビリティ

満足度に関する地理学的研究 

（新規） 総合教育

研究部 
教授 伊藤 茂樹 

少年院における更生的風土の形成と展開に関する

教育学的研究 

（新規） 
仏教学部 教授 石井 公成 

古代東アジア諸国の仏教系変格漢文に関する基礎

的研究 

基盤研究Ｃ （継続） 総合教育

研究部 
教授 久保 陽一 ヘーゲル論理学の発展史的および分析哲学的研究 

（継続） 総合教育

研究部 
准教授 矢野 秀武 

近現代タイにおける非政教分離的な宗教行政に関

する総合的研究 

（継続） 総合教育

研究部 
教授 鈴木 裕子 

平安・鎌倉物語文学の享受と展開に関する総合的

研究－絵と本文の不連続性について－ 

（継続） 
文学部 教授 橋詰 直道 

高齢化時代の別荘型超郊外住宅地における居住者

特性と居住環境に関する研究 

（継続） 総合教育

研究部 
准教授 小川 順敬 沖縄久米島の家系資料群の研究 

（継続） 法曹養成

研究科 
教授 若林亜理砂 

フランチャイズにおける不公正な取引方法について

の総合的検討 

（継続） 
法学部 教授 三船 恵美 

中国の対中東外交と「真珠の数珠」戦略が日米に及

ぼす影響 

（継続） 
経済学部 教授 渡邉 恵一 

戦前期日本の鉄道事業における「公共的性格」の再

検討 

（継続） 
法学部 教授 中野 裕二 

フランスにおける市民参加の実態と理論に関する研

究：「共和制モデル」変容の視点から 

（継続） 
文学部 教授 有光 興記 

自己への思いやりに焦点を当てた認知行動療法プロ

グラムの開発 

（継続） 
文学部 教授 須山 聡 

「まとまり」と「つながり」の観点からみた島嶼性に関す

る地理学的研究 
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基盤研究Ｃ 

（つづき） 

（継続） 
文学部 教授 櫻井 陽子 

覚一本『平家物語』の遡行と伝播・受容についての

基礎的研究 

（継続） 
文学部 教授 近衞 典子 

日本近世期における中国白話受容の研究――『陰

隲録』を中心に―― 

（継続） 
文学部 教授 土井 光祐 

データベース構築に基づく明恵関係聞書類の記述

的研究 

（継続） 総合教育

研究部 
講師 上田 倫史 

Ｌ２学習者の語彙理解の深度を測定する包括的な

語彙テストと学習支援システムの構築 

（継続） 
文学部 准教授 佐々木 真 

ルイ１４世の戦争指導―フランス絶対王政論の再検

討 

（継続） 
文学部 教授 酒井 清治 

東日本における初期仏教寺院導入期の考古学的研

究 

（継続） 
文学部 准教授 李 妍焱 

中国の市民社会に良き影響を与えるために：仕組み

作りと意識変革のための実践的研究 

（継続） 総合教育

研究部 
准教授 小沢 誠 結び目の位置と曲面 

（継続） 
法学部 教授 内海 麻利 

都市マネジメント主体の変化と実態：フランスの住民

参加手続・公定化手続に着目して 

（新規） 
仏教学部 教授 金沢 篤 

近代日本に於けるインド学仏教学の成立と展開―そ

の書誌学的、文献学的研究― 

（新規） 
経営学部 准教授 羽田 尚子 

寄付のインセンティブと被助成団体の特性に関する

実証分析 

（新規） 
経済学部 准教授 矢野 浩一 

ゼロ金利制約下の大規模ショックによる経済変動と

政策対応の計量分析 

（新規） 
経済学部 准教授 鈴木 伸枝 離脱可能な組織を通じた公共財供給 

（新規） 総合教育

研究部 
教授 西村 祐子 

移民流入と伝統的低位職の地位変更に関する考

察:比較研究の視点から 

若手研究Ｂ （継続） 
文学部 准教授 高橋健太郎 

中国における回族の宗教的・経済的ネットワークと地

域社会の変容に関する研究 

（継続） 
文学部 教授 唐澤 一友 

韻文および散文の『メノロギウム』 ： 暦学教育との関

連から 

（継続） 
文学部 教授 田中 靖 

航空機レーザー計測データを用いたプロセスベース

型地形シミュレーションモデルの構築 
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若手研究Ｂ 

（つづき） 

（継続） 
法学部 講師 奥村 公輔 立法手続法の体系化 

 （継続） 
経済学部 准教授 松本 典子 

日本における労働統合型社会的企業モデル構築の

ための国際比較研究 

 （継続） 
経営学部 准教授 中野 香織 

「符号化変動性仮説」に基づく複数メディアによる相

乗効果の検討 

 （継続） 
経営学部 准教授 岸田 隆行 予算管理の運用方法とその効果に関する実証研究 

 
（継続） 

経済学部 准教授 北口 りえ 
未実現利益への課税がもたらす課税所得概念の変

容 

 
（継続） 医療健康

科学部 
教授 森口 央基 FOCUSSを用いたMRI高速撮像法の画質改善 

 
（新規） 

GMS学部 准教授 吉田 尚史 
マルチメディアデータベースを対象とした即時分析及

びメタデータ自動抽出 

 
（新規） 総合教育

研究部 
講師 

勅使河原 

三保子 

自分の発音に自信と誇りを持って話せる日本人英語

学習者の育成に向けて 

 
（新規） 

文学部 准教授 荒井 浩道 
ピアサポート機能に注目した認知症家族会の運営マ

ニュアルの開発と評価に関する研究 

研究活動 

スタート支援 

（新規） 
文学部 講師 高田 良太 

中世後期クレタにおけるヴェネツィア人とギリシア人の

「共生」の構築過程 

 
（新規） 総合教育

研究部 
講師 三木 望 

パラレルコーパスによる日本人英語学習者のライテ

ィングの分析 

研究成果 
公開促進費
（学術図書） 

（新規） 
文学部 教授 櫻井 陽子 『平家物語』本文考 

＊ ＧＭＳ学部 ＝ グローバル・メディア・スタディーズ学部 

＊ 研究課題名欄のリンクは、国立情報学研究所 KAKEN（科学研究費補助金データベース）にリンクしています。 
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