
海外特別研究員　平成26年度中採用者一覧

社会科学　21名 平成27年3月31日現在

所属機関名 部局名 職　名

1 24 後藤　允 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 北海道大学 経済学 准教授
社会・安全シス
テム科学

社会システム工
学・安全システ
ム

環境政策におけるリアルオプション問題に対する確率制御ア
プローチ

米国 カリフォルニア大学バークレー校

2 24 小宮　あすか ｺﾐﾔ ｱｽｶ 京都大学 教育学 研究員 心理学 社会心理学 謝罪スタイルの社会的基盤：適応論アプローチを用いた検討 米国 バージニア大学

3 24 中原　太郎 ﾅｶﾊﾗ ﾀﾛｳ 東北大学 法学 准教授 法学 民事法学
フランス不法行為法の現代的展開の研究―事業遂行者の責
任の包括的枠組の構築に向けて

フランス
ソルボンヌ＝アンドレ・タンク法学研
究所（パリ第1大学法学研究所）

4 25 安達　智史 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄｼ 名古屋大学 環境学 特別研究員-PD 社会学 社会学
グローバル化時代の社会統合：シティズンシップ教育とアイ
デンティティの国際比較分析

英国 ロンドン大学教育研究所

5 25 金子　沙永 ｶﾈｺ ｻｴ 東京大学 総合文化 大学院生 心理学 実験心理学 時空間的文脈を利用した視知覚メカニズムの解明 米国 カリフォルニア大学サンディエゴ校

6 25 北山　夕華 ｷﾀﾔﾏ ﾕｳｶ 名古屋大学 国際交流協力推進本部 特任講師 教育学 教育学 ノルウェーにおけるシティズンシップ教育と社会的包摂
ノル
ウェー

ブスケルド・アンド・ヴェストフォール
ド・ユニバーシティ・カレッジ

7 25 木成　勇介 ｷﾅﾘ ﾕｳｽｹ 九州大学 経済学 講師 経済学 財政学・金融論
期待形成と経済活動との相互作用の解明：理論・実証・実験
による多面的アプローチ

米国 ストーニーブルック大学

8 25 後藤　元 ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝ 東京大学 法学政治学 准教授 法学 民事法学
企業の再建過程における株主と債権者の関係：会社法学の
観点からの分析

米国 ハーバード大学

9 25 柴田　和久 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ ボストン大学 研究員 心理学 実験心理学
リアルタイム・ニューロフィードバックを用いた意思決定の神
経原因の解明

米国 ブラウン大学

10 25 竹村　浩昌 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾏｻ 東京大学 総合文化 特別研究員-PD 脳神経科学
融合脳計測科
学

脳機能計測と拡散テンソル画像法を用いた視覚情報伝達経
路の解明

米国 スタンフォード大学

11 25 兎田　幸司 ﾄﾀﾞ ｺｳｼﾞ
独立行政法人産業技術総
合研究所

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

産業技術総合研究所特
別研究員

心理学 実験心理学
社会的認知の神経基盤の解明-比較認知神経科学によるア
プローチ-

米国 デューク大学

12 25 林　正道 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐﾁ ヘルシンキ大学 ポスドク 脳神経科学
融合脳計測科
学

時間情報の脳内表現の解明 英国 サセックス大学

13 25 藤井　進也 ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾔ 東京大学 教育学 特別研究員-PD 脳神経科学
融合脳計測科
学

音楽リズム情報処理に関わる脳・神経系の構造・機能の解
明とその臨床応用可能性の検討

カナダ トロント大学

14 25 横井　惇 ﾖｺｲ ｱﾂｼ 東京大学 教育学 特別研究員-DC
健康・スポーツ
科学

身体教育学
新奇な身体協調運動の獲得とその脳内表象に関するシステ
ム神経科学的研究

英国 ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン

15 26 奥井 遼 ｵｸｲ ﾊﾙｶ 京都大学 こころの未来研究センター 特定研究員 教育学 教育学
わざ伝承場面における身体的相互行為を手がかりとした「学
び」の再構築

フランス ルーアン大学

16 26 奥平 寛子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｺ 岡山大学 社会文化科学 准教授 経済学 経済政策 新卒労働市場の失敗－新たな解決策の提案と実証分析 英国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン

17 26 貝田 真紀 ｶｲﾀ ﾏｷ 筑波大学 人文社会科学 大学院生 政治学 政治学
現代ロシアにおけるサイバースペース上の市民社会に関す
る研究

ロシア 国立研究大学高等経済大学

18 26 髙岡 昂太 ﾀｶｵｶ ｺｳﾀ 千葉大学 医学（系） 特別研究員-PD 心理学 臨床心理学
子ども虐待重篤事例における医療-福祉-司法のアウトリー
チと多機関連携の国際比較

カナダ ブリティッシュコロンビア大学

19 26 仲谷 愛 ﾅｶﾀﾆ ｱｲ 東京大学 人文社会（系） 研究員 心理学 実験心理学
情動情報の意識化過程とその個人差： 不安生起メカニズム
の解明に向けて

米国 コロンビア大学

20 26 羽倉 信宏 ﾊｸﾞﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ ロンドン大学 研究員 心理学 実験心理学
意思決定における行為への負荷、およびその負荷への気づ
きの役割

英国 ロンドン大学

21 26 三谷 羊平 ﾐﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 京都大学 農学（系） 講師 経済学 経済政策
フィールド実験を用いた生物多様性・カーボンオフセットへの
自発的支払の経済分析

英国 イーストアングリア大学
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