
（１）　新規採択分 平成２５年４月現在

応募 採択 採択率 配分額 平均 最高

件 件 ％ 千円 千円 千円

 研究成果公開促進費 〔 961 〕 〔 491 〕 〔 51.1 〕 〔 1,029,060 〕 〔 2,096 〕 〔 20,000 〕

1,065 451 42.3 1,213,200 2,690 31,400

〔 102 〕 〔 59 〕 〔 57.8 〕 〔 102,960 〕 〔 1,745 〕 〔 9,000 〕

101 57 56.4 97,700 1,714 9,000

〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕

115 53 46.1 403,900 7,621 31,400

〔 101 〕 〔 76 〕 〔 75.2 〕 〔 202,100 〕 〔 2,659 〕 〔 20,000 〕

0 0 0.0 0 0 0

〔 595 〕 〔 288 〕 〔 48.4 〕 〔 406,700 〕 〔 1,412 〕 〔 7,100 〕

686 270 39.4 428,900 1,589 9,100

〔 163 〕 〔 68 〕 〔 41.7 〕 〔 317,300 〕 〔 4,666 〕 〔 14,800 〕

163 71 43.6 282,700 3,982 12,700

(注１）上段〔　　〕内は、前年度を示す。

　　　　・国際情報発信強化

　　　　・学術定期刊行物

　　　　・学術図書

　　　　・データベース

　　　　・研究成果公開発表

平成２５年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の審査結果

研   究   種   目
研　　究　　課　　題　　数 研　　究　　経　　費 １課題当たりの配分額



新規採択分+継続分 平成２５年４月現在

応募 採択 採択率 配分額 平均 最高

件 件 ％ 千円 千円 千円

 研究成果公開促進費 〔 1,006 〕 〔 536 〕 〔 53.3 〕 〔 1,166,960 〕 〔 2,177 〕 〔 20,000 〕

1,116 502 45.0 1,381,600 2,752 31,400

〔 102 〕 〔 59 〕 〔 57.8 〕 〔 102,960 〕 〔 1,745 〕 〔 9,000 〕

103 59 57.3 113,000 1,915 9,000

〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕

115 53 46.1 403,900 7,621 31,400

〔 125 〕 〔 100 〕 〔 80.0 〕 〔 282,600 〕 〔 2,826 〕 〔 20,000 〕

22 22 100.0 71,000 3,227 16,400

〔 601 〕 〔 294 〕 〔 48.9 〕 〔 417,300 〕 〔 1,419 〕 〔 7,100 〕

697 281 40.3 444,600 1,582 9,100

〔 178 〕 〔 83 〕 〔 46.6 〕 〔 364,100 〕 〔 4,387 〕 〔 14,800 〕

179 87 48.6 349,100 4,013 12,700

(注１）上段〔　　〕内は、前年度を示す。

　　　　・国際情報発信強化

　　　　・学術定期刊行物

　　　　・学術図書

　　　　・データベース

　　　　・研究成果公開発表

平成２５年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の審査結果

研   究   種   目
研　　究　　課　　題　　数 研　　究　　経　　費 １課題当たりの配分額
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１．研究成果公開発表

申請
番号

主催団体名
代表者
職　名

開　催
責任者

シンポジウム・学術講演会等名 配分予定額

2551001 日本民俗建築学会 会長 杉本　尚次 平成25年度公開シンポジウム　東日本大震災からの復興-歴史的建造物の修復と伝統的な暮らしの再生- 500,000

2551002 日本西アジア考古学会 会長 藤井　純夫 西アジア考古学連続講義：発掘現場からのメッセージ 1,400,000

2551003 日本文化人類学会 会長 小泉　潤二 現代文化人類学のフィールドワーク力：人類学は現代世界をどうみるか？ 1,100,000

2551004 日本医学哲学・倫理学会 学会長 清水　哲郎 公開講座「高齢者医療・終末期医療と地域医療」 900,000

2551005 日本文化財科学会 会長 木下　正史 過去に学ぶ防災 文化財科学が解き明かす自然災害（Ⅱ） 1,300,000

2552001 日本基礎心理学会 理事長 坂上　貴之 「こころ」ってなんだろう？ -心理学が解き明かす心のしくみ- 1,300,000

2552002 日本難病看護学会 代表理事 本田　彰子 第18回日本難病看護学会学術集会のための公開セミナー 800,000

2552003 日本特別活動学会 会長 須藤　稔 いじめのない学校づくり～特別活動の重要性を訴える～ 1,100,000

平成２５年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)採択課題一覧

　(1)研究成果公開発表（Ｂ）
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2552004 日本年金学会 代表幹事 山崎　泰彦 年金の支給開始年齢を考える 1,400,000

2553001 日本物理教育学会 会長 高橋　憲明 初等・中等・高等教育の連携による青少年の科学実験・こどもの工作教室 1,400,000

2553002 日本天文学会 理事長 岡村　定矩 日本天文学会公開講演会「新しい宇宙の姿を求めて～最新の宇宙論から惑星の形成まで～」 900,000

2553003 日本地震学会 会長 加藤　照之 一般公開セミナー「神奈川・横浜の備え～関東大震災から90年」（仮題） 900,000

2553004 日本物理学会 会長 家　泰弘 公開講座「物理学がヒッグス粒子にたどり着くまで」 900,000

2553005 日本地質学会 会長 石渡　明 市民講演会及び地質情報展 「東日本大震災：あのとき、いま、これから」（仮題） 1,400,000

2553006 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長 家森　俊彦 身近なワンダーランド 宇宙と地球のふしぎがいっぱい～宇宙・地球はかせが大集合！～ 1,000,000

2553007 日本地球化学会 会長 吉田　尚弘 「東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能物質汚染」（副題：地球化学から知るその状況と今後の対応） 800,000

2553008 高分子学会 会長 明石　満 高分子を見よう、作ろう、使おう 1,000,000

2553009 日本火山学会 会長 宇都　浩三 第20回火山学会公開講座，火山学者と火山を作ろう 姿をかえる磐梯山の秘密 1,200,000

2554001 応用物理学会 会長 小長井　誠 過疎地支援出張リフレッシュ理科教室（東海支部） 1,300,000

2554002 日本機械学会 会長 金子　成彦 第17回ロボットグランプリ 1,400,000
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2554003 日本伝熱学会 代表理事・会長 門出　政則 キッズ・エネルギー・シンポジウム2013 1,400,000

2554004 電気学会 会長 柵山　正樹 再生可能エネルギー親子体験教室 -電気を作って、貯めて、利用して- 900,000

2554005 化学工学会 代表理事　会長 久保田　隆 第19回高校生のための現代寺子屋講座「人工臓器：医と工の強力タッグ」 500,000

2554006 電気学会 会長 柵山　正樹 はてな？なるほど！電気ゼミナール 700,000

2554007 日本バーチャルリアリティ学会 会長 伊福部　達 第21回国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト 1,400,000

2554008 日本磁気学会 代表理事（会長） 松本　英敏 さわって体験してみよう！磁石のふしぎな世界（第17回公開講演会） 400,000

2555001 日本人類学会 会長 松浦　秀治 第67回日本人類学会大会公開シンポジウム「原人と新人のグレートジャーニー」 1,300,000

2555002 日本遺伝学会 会長 五條堀　孝 最先端ゲノム科学が指し示す遺伝学の展望 1,400,000

2555003 日本植物学会 会長 福田　裕穂 日本植物学会第77回（札幌）大会公開シンポジウム「植物科学の最前線-植物がひらく私たちの未来」 900,000

2555004 動物臨床医学会 会長 若尾　義人
第34回動物臨床医学会年次大会市民公開シンポジウム
「最近、国内外で問題となっている動物由来感染症（人獣共通感染症）を理解するために」

1,300,000

2555005 日本生態学会 会長 松田　裕之 日本生態学会第17回公開講演会「里山のこれまでとこれから」 1,300,000

2555006 日本霊長類学会 会長 清水　慶子 動物と人間社会 -現代社会の変容とその影響- 1,300,000
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2555007 日本魚類学会 会長 木村　清志 希少魚の保全と放流：本当に魚を守り、増やすには 600,000

2555008 日本作物学会 会長 山内　章 暑いぞ！南九州-地球温暖化最前線にみる食料生産への影響-（日本作物学会） 800,000

2555009 日本獣医師会 会長 山根　義久 被災地における被災動物救護活動のあゆみと今後の展望 1,300,000

2555010 園芸学会 会長 片岡　郁雄
園芸学会平成25年度秋季大会公開シンポジウム「果実形成研究の最前線」　（副題）
園芸作物ゲノム情報の実用品種への活用の現状と未来

1,200,000

2556001 日本神経科学学会 会長 宮下　保司 Neuro2013 市民公開講座「社会、脳、デザイン」 1,400,000

2556002 日本人工臓器学会 理事長 富永　隆治 第51回日本人工臓器学会大会市民公開講座 「実用化が進む医療・介護ロボット」 1,400,000

2556003 日本バイオイメージング学会 会長 田之倉　優 生命科学をリードするバイオイメージング～私の研究を決定づけた1つの画像～ 1,400,000

2556004 日本薬理学会 理事長 岩尾　洋 市民公開講座「震災によるこころへの影響の克服を目指して」 1,400,000

2556005 日本ビタミン学会 会長 福澤　健治 平成25年度日本ビタミン学会市民公開講座「ビタミン わかっていること いないこと-基礎研究の大切さ-」 900,000

2556006 日本放射線技術学会 代表理事 真田　茂 平成25年度市民公開講座「今を問う-私たちの暮らしと医療被ばく-」 900,000

2556007 日本薬学会 会頭 西島　正弘 高校生のための薬学・生命科学入門：伝統薬からiPS細胞まで 1,300,000

2556008 日本小児歯科学会 理事長 山崎　要一 食べることが元気の源！子どもたちを口から支える小児歯科 1,200,000
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2556009 日本歯科保存学会 理事長 勝海　一郎 日本歯科保存学会公開シンポジウム「歯をまもる、健康をまもる」 800,000

49,400,000

申請
番号

主催団体名
代表者
職　名

開　催
責任者

シンポジウム・学術講演会等名 配分予定額

2561001 科学技術社会論学会 会長 中島　秀人
東アジアSTS会議：大規模災害と科学技術社会論（STS）そして科学技術の未来
East Asian STS Conference : Large Scale Disaster and STS, and the Future of Science & Technology

3,200,000

2562001 東アジア学会 理事会会長 徳島　千穎
朝鮮戦争停戦60周年記念事業：福岡～佐賀～長崎 三都連続北朝鮮問題講演会
Memorial Project of the Cease-fire of the Korean War : A Series of Lectures on North Korean Problems in Three Cities

2,100,000

2563001 日本物理学会 会長 家　泰弘
第12回アジア太平洋物理会議
12th Asia Pacific Physics Conference (APPC12)

8,500,000

2573002 日本表面科学会 会長 森田　清三
表面科学に関する国際シンポジウム-持続可能な社会のための再生可能エネルギーに向けて-
International Symposium on Surface Science (ISSS-7):-Toward Renewable Energy for Sustainable Growth-

700,000

2574001 電気学会 会長 柵山　正樹
2014年パワーエレクトロニクス国際会議
The 2014 International Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014)

900,000

2564002 応用物理学会 会長 小長井　誠
2013年国際固体素子・材料コンファレンス
2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2013)

8,000,000

2574003 電子情報通信学会 会長（代表理事） 吉田　進
2014年環境電磁工学国際シンポジウム
2014 International Symposium on Electromagnetic Compatibility

1,800,000

　(2)研究成果公開発表（Ｃ）

計　45　件

　　①研究成果公開発表（Ｃ）（新規分）
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2574004 日本機械学会 会長 金子　成彦
第4回日本-スイス・バイオメカニクス・ワークショップ
Forth Japan-Switzerland Workshop on Biomechanics

500,000

2575001 日本生理人類学会 会長 勝浦　哲夫
ヒトの環境適応と全身的協関に関する国際シンポジウム
International Symposium on Human Adaptation to Environment and Whole-body Coordination

1,300,000

2576001 日本法医学会 理事長 平岩　幸一
第9回国際法医学シンポジウム
Ninth International Symposium ADVANCES IN LEGAL MEDICINE (ISALM)

4,100,000

2566002 日本ケミカルバイオロジー学会 会長 萩原　正敏
国際ケミカルバイオロジー学会・第2回国際会議（ICBS2013）
the 2nd Official Conference of the International Chemical Biology Society (ICBS2013)

8,200,000

2566003 日本人工臓器学会 理事長 富永　隆治
第51回日本人工臓器学会大会 第5回国際人工臓器学術大会・第21回国際ロータリー血液ポンプ学会大会
51st Annual Meeting of the Japanese Society for Artificial Organs/5th Congress of the International Federation for
Artificial Organs/21st Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps

9,000,000

48,300,000

申請
番号

主催団体名
代表者
職　名

開　催
責任者

シンポジウム・学術講演会等名 配分予定額

2474001 一般社団法人日本航空宇宙学会 会長 川口　淳一郎
第29回宇宙技術および科学の国際シンポジウム
29th International Symposium on Space Technology and Science

8,400,000

2476001 日本ペプチド学会 会長 下東　康幸
第4回アジア・太平洋国際ペプチドシンポジウム
4th Asia-Pacific International Peptide Symposium

6,900,000

15,300,000計　2　件

　　②研究成果公開発表（Ｃ）（継続分）

計　12　件
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２．国際情報発信強化

　(1)国際情報発信強化（Ａ）

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

251001 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長  家森  俊彦
”Ｅａｒｔｈ，  Ｐｌａｎｅｔｓ  ａｎｄ  Ｓｐａｃｅ”誌の
国際情報発信強化

Ｅａｒｔｈ，  Ｐｌａｎｅｔｓ  ａｎｄ  Ｓｐａｃｅ 25,200,000

251004 公益社団法人  応用物理学会 会長  小長井  誠 ＡＰＥＸ・ＪＪＡＰの国際発信力の強化
Ａｐｐｌｉｅｄ  Ｐｈｙｓｉｃｓ  Ｅｘｐｒｅｓｓ（ＡＰＥＸ）  ＆
Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ａｐｐｌｉｅｄ  Ｐｈｙｓｉｃｓ（ＪＪＡＰ）

20,600,000

251006 公益社団法人  日本化学会 会長  玉尾  皓平 日本化学会発行論文誌の国際競争力強化
Ｂｕｌｌｅｔｉｎ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ
およびＣｈｅｍｉｓｔｒｙ  Ｌｅｔｔｅｒｓ

29,500,000

251007 一般社団法人  電子情報通信学会 会長  吉田  進
電子情報通信学会英文論文誌群の
情報システム展開による国際情報発信強化

ＩＥＩＣＥ  Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ  ｏｎ  Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ／
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ／Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ／Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  ａｎｄ
Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＥＬＥＸ，ＣｏｍＥＸ，ＮＯＬＴＡ

25,400,000

251009 一般社団法人  日本数学会 理事長  宮岡  洋一
国際数学雑誌間の連携による
国際情報発進力強化の取り組み

ＪＯＵＲＮＡＬ  ＯＦ  ＴＨＥ  ＭＡＴＨＥＭＡＴＩＣＡＬ  ＳＯＣＩＥＴＹ
ＯＦ  ＪＡＰＡＮ

6,400,000

107,100,000

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

251002 一般社団法人  日本核医学会
編集委員会
委員長　絹谷  清剛

オープンアクセス化に向けた
国際情報発信強化のための出版事業刷新と
プロモーション促進

Ａｎｎａｌｓ  ｏｆ  Ｎｕｃｌｅａｒ  Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 16,700,000

計　5　件

　　①理工系

　　②生物系
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251003 日本植物生理学会 会長  町田  泰則
編集体制および広報体制の国際化による
国際情報発信強化の取組

Ｐｌａｎｔ  ａｎｄ  Ｃｅｌｌ  Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ 22,000,000

251005 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  岩尾  洋 薬理学における日本からの情報発信強化の取組 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ 5,600,000

251008 一般社団法人  日本人類遺伝学会
編集委員会
委員長  徳永  勝士

日本人類遺伝学会公式論文誌の姉妹誌を創刊し、
２誌それぞれの役割に沿って  総合的に学会の
学術情報発信力を高めるための取り組み

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｈｕｍａｎ  Ｇｅｎｅｔｉｃｓ  Ｈｕｍａｎ  ＧｅｎｅｔｉｃＶａｒｉａｔｉｏｎ 25,000,000

251011 日本生態学会 会長  松田  裕之
生態学分野におけるアジア地域からの
国際情報発信の強化

Ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ 16,600,000

85,900,000

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

251010 特定非営利活動法人  ＵｎｉＢｉｏ  Ｐｒｅｓｓ 代表  永井  裕子 緩やかな学会連携によるジャーナル出版組織形成 ＺＯＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＳＣＩＥＮＣＥ  他９誌 16,400,000

16,400,000計　1　件

計　5　件

　　③広領域
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　(２)国際情報発信強化（Ｂ）

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

252008 日本独文学会 会長  室井  禎之
国際誌の１００％ドイツ語による刊行の継続と
国際的プレゼンスの向上

Ｎｅｕｅ  Ｂｅｉｔｒａｇｅ  ｚｕｒ  Ｇｅｒｍａｎｉｓｔｉｋ  ドイツ文学 2,800,000

252014 一般社団法人  日本考古学協会 会長  田中  良之 日本考古学の国際情報発信強化 Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｙ 3,900,000

252022 一般財団法人日本国際政治学会 理事長  酒井啓子
日本国際政治学会による英文機関誌の
国際発信力の強化

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ａｓｉａ  Ｐａｃｉｆｉｃ 2,700,000

253001 人文地理学会 会長  山野  正彦
『人文地理』の英文化率向上による
国際情報発信力向上への取組

人文地理 2,700,000

253002 日本印度学仏教学会 理事長  斎藤  明
『印度學佛教學研究』のオープンアクセス等による
国際情報発信力強化に向けた取組

印度學佛教學研究 3,500,000

253003 日本中東学会 会長  臼杵  陽
アジアからの発信強化のための『日本中東学会年報』
国際化の取組

日本中東学会年報 2,500,000

253004 日本言語学会 会長  梶  茂樹
国際学術ネットワークと電子的情報発信の
強化のための組織的取組

言語研究 3,400,000

253005 日本特殊教育学会 理事長  前川  久男
日本の特殊教育学の研究に関する
国際情報発信強化の取り組み

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｓｐｅｃｉａｌ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ・特殊教育学研
究
（Ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｓｐｅｃｉａｌ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）

3,400,000

253006 日本健康心理学会 代表理事  田中宏二
研究推進と国際協力の活性化による
情報発信力強化の取り組み

健康心理学研究 2,500,000

27,400,000計　9　件

　　①人文・社会系
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申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

252004 公益社団法人  化学工学会 会長  久保田  隆
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ｏｆ  Ｊａｐａｎの
アジア地域のリーディングジャーナルたる地位を
盤石とする取り組み

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ 2,000,000

252005 社団法人  日本気象学会 理事長  新野  宏
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｏｆ
Ｊａｐａｎ  の  日本気象学会による
国際情報発信強化の取組

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ 4,000,000

252016 公益社団法人  日本セラミックス協会 専務理事  山﨑  広樹
Ｒｅｇｉｏｎａｌ  Ｅｄｉｔｏｒｓ制度の導入による
海外情報発進力強化の取り組み

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｃｅｒａｍｉｃ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ 3,900,000

252019 一般社団法人  日本鉄鋼協会 会長  勝山  憲夫
Ａｄｖｉｓｏｒｙ  Ｂｏａｒｄ等の積極的活用と鉄鋼・
材料ジャーナルサイト開設

ＩＳＩＪ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 5,700,000

252025 日本地球化学会 会長  吉田  尚弘
日本地球化学会発行国際科学誌による
国際情報発信強化の取組

Ｇｅｏｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｊｏｕｒｎａｌ 3,400,000

252028 粉体工学会 会長  牧野  尚夫
オープンアクセス補助、海外編集委員会増設
および合同編集会議開催による情報発信の強化

Ａｄｖａｎｃｅｄ  Ｐｏｗｄｅｒ  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 2,500,000

252033 社団法人  日本食品科学工学会 会長  西成  勝好
オープンアクセス刊行の充実と電子投稿・
電子審査等の活用により、国際情報発信力を強化する取
組

Ｆｏｏｄ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  ａｎｄ  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ 2,900,000

24,400,000計　7　件

　　②理工系
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　　③生物系

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

252001 日本生理人類学会 会長  勝浦  哲夫
日本発世界への生理人類学研究情報発信強化に
関する取り組み

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  ＰＨＹＳＩＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ 4,700,000

252002 日本神経病理学会 理事長  高橋  均 編集委員の国際的な多様性と引用頻度向上への取組 ＮＥＵＲＯＰＡＴＨＯＬＯＧＹ 2,500,000

252003 日本菌学会 会長  奥田  徹
Ｍｙｃｏｓｃｉｅｎｃｅの編集・出版体制強化による
国際化推進の取組

Ｍｙｃｏｓｃｉｅｎｃｅ 2,700,000

252006 日本遺伝学会 会長  五條堀  孝 アジアの遺伝学を主導する学術雑誌を目指した取り組み Ｇｅｎｅｓ  ＆  Ｇｅｎｅｔｉｃ  Ｓｙｓｔｅｍｓ 4,000,000

252007 東北ジャーナル刊行会 会長  大内  憲明
防災科学を推進する総合医学雑誌としての編集体制の
構築と国際競争力の強化

ＴＨＥ  ＴＯＨＯＫＵ  ＪＯＵＲＮＡＬ  ＯＦ  ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴＡＬ
ＭＥＤＩＣＩＮＥ

4,000,000

252009 公益社団法人  日本動物学会 会長  阿形  清和
ＺＯＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＳＣＩＥＮＣＥ論文による多様な
Ｏｐｅｎ  Ａｃｃｅｓｓ発信

ＺＯＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＳＣＩＥＮＣＥ 8,300,000

252011 日本毒性学会 理事長  菅野  純
投稿から公開までの期間短縮による
迅速国際情報発信への取組

Ｔｈｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ 3,500,000

252012 日本組織細胞化学会 理事長  髙松  哲郎
オープンアクセスジャーナルのＸＭＬ化と論文審査体制の
共有化・国際標準化

Ａｃｔａ  Ｈｉｓｔｏｃｈｅｍｉｃａ  ｅｔ  Ｃｙｔｏｃｈｅｍｉｃａ 2,200,000

252013 一般社団法人  日本生理学会 会長  栗原  敏 生理学分野におけるアジア発国際基幹誌の確立 Ｔｈｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ 3,900,000

252015
特定非営利活動法人
バイオ＆ソーシャルサイエンス
推進国際研究交流会

代表理事  唐子  尭
難治性疾患及び希少疾患研究領域の国際情報発信基盤
の
構築とその強化に関する取組

Ｉｎｔｒａｃｔａｂｌｅ  ＆  Ｒａｒｅ  Ｄｉｓｅａｓｅｓ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ 2,200,000
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252017 日本微生物生態学会 会長  木暮  一啓
アジアを拠点に世界に発信する環境微生物学研究のトップ
ジャーナルを目指した取組

Ｍｉｃｒｏｂｅｓ  ａｎｄ  Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ 3,500,000

252018 公益社団法人  日本水産学会 代表理事  渡部  終五 日本発水産学発信強化 Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 3,100,000

252020 日本放射線影響学会 会長  宮川  清
全人類の知見により放射線の人体影響を
明らかにするための国際発信・受信力強化の取組

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｒａｄｉａｔｉｏｎ  Ｒｅａｓｅａｒｃｈ 3,900,000

252021 公益社団法人  日本油化学会 会長  阿部  正彦
世界トップクラス学術誌入りを目指した，
掲載論文の多様化と質的向上の取組み

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｏｌｅｏ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 1,700,000

252023 日本生薬学会 会長  大塚  英昭 天然薬物に関する研究成果発信のグローバル化促進 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｎａｔｕｒａｌ  Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ 4,000,000

252024 日本動物行動学会 会長  粕谷  英一 日本人の動物行動研究を国際情報発信強化する取り組み Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｅｔｈｏｌｏｇｙ 3,500,000

252026 園芸学会 会長  片岡  郁雄
園芸科学領域の国際リーディングジャーナルをめざす
情報発信力強化

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｆｏｒ
Ｈｏｒｔｉｃｕｌｔｕｒａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅ

3,900,000

252027 日本作物学会 会長  山内  章
Ｐｌａｎｔ  Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  Ｓｃｉｅｎｃｅの発信力強化と
新たな展開に向けた学会交流活動

Ｐｌａｎｔ  Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 4,100,000

252029 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  田中  智夫
国内の優れた研究成果の発信強化を目指した
機関誌の認知度および質向上のための取組

Ａｎｉｍａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ 1,300,000

252030 日本細胞生物学会 会長  目加田  英輔
細胞生物学領域におけるリーディングジャーナルを目指し
て

Ｃｅｌｌ  Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ  ａｎｄ  Ｆｕｎｃｔｉｏｎ 3,600,000

252031 日本先天異常学会 理事長  大谷  浩
Ｖｉｒｔｕａｌ  Ｉｓｓｕｅ構築と編集体制強化による
国際情報発信力強化の取組

Ｃｏｎｇｅｎｉｔａｌ  Ａｎｏｍａｌｉｅｓ 3,400,000
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252032 日本疫学会 理事長  秋葉  澄伯
日本疫学会誌Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙの
編集体制の国際標準化と海外ネットワークの構築

Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ 3,300,000

77,300,000

　　④広領域

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

252010 日本人類学会 会長  松浦  秀治
人類学分野における世界トップ水準の小型学術雑誌の確
立

Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 1,200,000

1,200,000計　1　件

計　22　件
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　(3)オープンアクセス刊行支援

　　①理工系

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

254001 公益社団法人  日本地球惑星科学連合 会長  津田  敏隆
地球惑星科学に関する学術研究の
オープンアクセス電子媒体刊行による国際情報発信の取
組

ＳＰＡＣＥ  ＡＮＤ  ＧＥＯＳＰＨＥＲＥ 31,400,000

254002 一般社団法人  日本物理学会 会長  家  泰弘
オープンアクセスジャーナルによる物理学術情報
発信強化の取組

Ｐｒｏｇｒｅｓｓ  ｏｆ  Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ  ａｎｄ  Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ  Ｐｈｙｓｉｃｓ 21,200,000

52,600,000

　　②生物系

申請番
号

団体名称 代表者名 取組の名称 学術刊行物の名称 配分予定額

254003 日本癌学会 理事長  野田  哲生
日本の癌研究についての国際情報発信と情報の
オープンアクセス化に向けた取り組み

Ｃａｎｃｅｒ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 11,600,000

11,600,000計　1　件

計　2　件
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３．学術定期刊行物

　(1)欧文誌

　　①人文科学系

223003
Ｓｔｕｄｉｅｓ  ｉｎ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ（英文学研究　英文
号）

財団法人  日本英文学会 会長  佐々木　徹 Ａ５ №５２ 1 4000 17 300 300 700,000

233003
ＥＴＵＤＥＳ  ＤＥ  ＬＡＮＧＵＥ  ＥＴ  ＬＩＴＴＥＲＡＴＵＲＥ
ＦＲＡＮＣＡＩＳＥＳ  フランス語フランス文学研究

日本フランス語
フランス文学会

委員長  吉川  一義 Ａ５ ９９ １００ 2 900 0 555 383 800,000

1,500,000

　　②社会科学系

223011 Ａｓｉａｎ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｓｏｃｉａｌ  Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ
日本グループ・
ダイナミックス学会

会長  山口　裕幸
電子版，

Ａ４版
Ｖｏｌ．１３，№２ Ｖｏｌ．１４，№１ 4 240 20 288 288 800,000

223012
ＰＳＹＣＨＯＬＯＧＩＡ－Ａｎ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ
Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ

プシコロギア会 会長  坂野  登 Ｂ５ Ｖｏｌ．５３  №．２ Ｖｏｌ．５４  №．１ 4 125 89 300 300 800,000

1,600,000

うち欧文
ページ

配分予定額
（単位：円）

計２件

刊行スケジュール
終期

年間
刊行
回数

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送

年間
総ページ数

計２件

申請
番号

刊行物の名称 団体名称 代表者名 判型
刊行スケジュール

始期

申請
番号

判型
刊行スケジュール

始期
配分予定額
（単位：円）

刊行物の名称 団体名称 代表者名
年間

総ページ数
うち欧文
ページ

年間
刊行
回数

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送

刊行スケジュール
終期
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　　③理工系

223015
Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ  Ｓｏｃｉｅｔｙ
ｏｆ  Ｊａｐａｎ

社団法人  日本天文学会 理事長  櫻井　隆
電子版
Ａ４変

Ｖｏｌ．６２  №２ Ｖｏｌ．６３  №１ 6 333 215 1644 1644 7,000,000

223020 Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ  Ｓｃｅｉｎｃｅｓ 社団法人  日本分析化学会 会長  中村  洋 Ａ４ Ｖｏｌ．２６  №４ Ｖｏｌ．２７  №３ 12 79 110 1632 1632 6,700,000

233015 ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ  ＬＥＴＴＥＲＳ 公益社団法人  日本化学会 常務理事  川島　信之
電子版

Ａ４
ＶｏＬ．４０  №４ ＶｏＬ．４１  №３ 12 192 530 1560 1560 5,100,000

233018 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ  ａｎｄ  Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
公益社団法人
日本生物工学会

会長  原島　俊
電子版、

Ａ４版
Ｖｏｌ．１１１  №４ Ｖｏｌ．１１３  №３ 12 58 165 1290 1290 5,800,000

24,600,000

　　④生物系

223042 Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ，  Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，  ａｎｄ  Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ 社団法人  日本農芸化学会 会長  太田　明徳
電子版、

Ａ４判
Ｖｏｌ．７４  №４ Ｖｏｌ．７５  №３ 12 154 405 2820 2820 16,400,000

233027 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｐｌａｎｔ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ 社団法人  日本植物学会 会長  戸部　博
Ａ４

国際変判
Ｖｏｌ．１２４  №３ Ｖｏｌ．１２５  №２ 6 417 192 840 840 6,300,000

233034 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｇｅｎｅｒａｌ  Ｐｌａｎｔ  Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ 日本植物病理学会 会長  奧野　哲郎 変形Ａ４判 Ｖｏｌ．７７  №３ Ｖｏｌ．７８  №２ 6 358 130 480 480 2,600,000

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送

年間
総ページ数

うち欧文
ページ

配分予定額
（単位：円）

代表者名 判型
刊行スケジュール

始期
刊行スケジュール

終期

年間
刊行
回数

申請
番号

刊行物の名称 団体名称

年間
総ページ数

うち欧文
ページ

配分予定額
（単位：円）

計４件

申請
番号

刊行物の名称 団体名称 代表者名 判型
刊行スケジュール

始期
刊行スケジュール

終期

年間
刊行
回数

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送
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233044 Ｂｒｅｅｄｉｎｇ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 日本育種学会 会長  奧野　員敏 Ａ４ Ｖｏｌ．６１  №２ Ｖｏｌ．６２  №１ 5 410 0 600 600 3,500,000

243022 Ｔｈｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｐｏｕｌｔｒｙ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 日本家禽学会 会長  豊水　正昭
レター
サイズ

Ｖｏｌ．４９  №２ Ｖｏｌ．５０  №１ 4 165 20 310 310 900,000

243023 Ｗｅｅｄ  Ｂｉｏｌｏｇｙ  ａｎｄ  Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 日本雑草学会 会長  松本　宏
電子版、
Ａ４変型

Ｖｏｌ．１２．№２ Ｖｏｌ．１３．№１ 4 300 6 288 288 900,000

243027 Ｇｒａｓｓｌａｎｄ  Ｓｃｉｅｎｃｅ 日本草地学会 会長  後藤  正和
電子版、
Ｓｈｏｒｔ
Ａ４判

Ｖｏｌ．５８  №２ Ｖｏｌ．５９  №１ 4 250 20 256 256 1,200,000

243030 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 日本繁殖生物学会 理事長　前多　敬一郎
電子版、
Ａ４変判

Ｖｏｌ．５８  №２ Ｖｏｌ．５９  №１ 6 167 3 704 704 1,700,000

243047 Ｆｏｒｅｎｓｉｃ  Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ 日本法中毒学会 理事長  鈴木  修
電子版、

Ａ４変形判
Ｖｏｌ．３０  №２ Ｖｏｌ．３１  №１ 2 467 500 144 144 1,000,000

243048 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ  Ｈｅａｌｔｈ
社団法人
日本産業衛生学会

理事長  大前  和幸
電子版、

Ａ４
５４巻３号

（平成２４年５月）
５５巻２号

（平成２５年３月）
6 1400 0 496 496 4,900,000

39,400,000

　　⑤広領域

243052
ＪＯＵＲＮＡＬ  ＯＦ  ＴＨＥ  ＪＡＰＡＮ
ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＡＬ  ＳＯＣＩＥＴＹ

一般社団法人
日本統計学会

会長  竹村  彰通
電子判、

Ｂ５
Ｖｏｌ．４２  №１ Ｖｏｌ．４２  №２ 2 810 20 306 306 500,000

500,000

配分予定額
（単位：円）

計１件

計１０件
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　（２）和文誌

　　社会科学系

224011 法社会学 日本法社会学会 理事長　樫村　志郎 Ａ５版 ７３号（２２年９月） ７４号（２３年３月） 2 425 0 530 80 900,000

234019 心理学評論 心理学評論刊行会 代表者  藤田　和生 Ｂ５ Ｖｏｌ．５４  №１ Ｖｏｌ．５４  №４ 4 250 8 665 23 1,300,000

234024 保育学研究
一般社団法人
日本保育学会

会長  秋田  喜代美 Ｂ５
４９巻１号

（２３年８月）
４９巻３号

（２３年１２月）
3 1567 1 344 16 1,200,000

3,400,000計３件

申請
番号

刊行物の名称 団体名称 代表者名 判型
刊行スケジュール

始期
刊行スケジュール

終期

年間
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回数

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送

年間
総ページ数

うち欧文
ページ

配分予定額
（単位：円）
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４．学術図書

氏名

246001
Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ  Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｏｌｄ  Ｔ
ｅｓｔａｍｅｎｔ

東京大学
大学院人文社会系
研究科

教授 関根  清三 関根  清三 欧 Ａ５ 190 （財）東京大学出版会 800,000

246002
Ｔｈｅ  Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｇｅｎｒｅ  ｉｎ  Ｂｕｒｍｅｓｅ  Ｃｌａ
ｓｓｉｃａｌ  Ｓｏｎｇ

大阪大学 言語文化研究科 准教授 井上  さゆり 井上  さゆり 欧 菊判 320 大阪大学出版会 1,200,000

246003
Ｔｈｅ  Ｒｏｏｔｓ  Ｓｅｅｋｅｒｓ  ：ｓｈａｍａｎｉｓｍ  ａｎｄ  ｅｔｈ
ｎｉｃｉｔｉｅｓ ａｍｏｎｇ  Ｍｏｎｇｏｌ  Ｂｕｒｙａｔｓ

滋賀県立大学 人間文化学部 講師 島村  一平 島村  一平 和 Ａ５ 432 有限会社春風社 1,400,000

246004 Ｔｈｅ  Ａｉｎｕ  Ｂｅａｒ  Ｆｅｓｔｉｖａｌ 北海道大学 大学院文学研究科 名誉教授 煎本  孝 煎本  孝 欧 Ｂ５変 298
一般社団法人
北海道大学出版会

1,400,000

255001 意志と自由  一つの系譜学 東洋大学
国際哲学
研究センター

客員研究員 大西  克智 大西  克智 和 Ａ５ 500 ㈱知泉書館 2,000,000

255002 数学の現象学 鈴木  俊洋 鈴木  俊洋 和 Ａ５ 240
財団法人
法政大学出版局

1,100,000

255003
ジョルジョ・ヴァザーリ  『美術家列伝』
第一巻

東京芸術大学 美術学部 教授 越川  倫明 越川  倫明 和 Ａ４ 448 ㈱中央公論美術出版 1,300,000

255004
黒御簾音楽にみる歌舞伎の近代
―囃子付帳を読み解く―

東京藝術大学 音楽学部 非常勤講師 土田  牧子 土田  牧子 和 Ａ５ 256 ㈱雄山閣 900,000

255005 ビザンティン聖堂装飾プログラム論 早稲田大学 文学学術院 教授 益田  朋幸 益田  朋幸 和 Ｂ５ 578 ㈱中央公論美術出版 1,500,000

判型 ページ数
申請
番号

著者・編者 欧・和

　　①人文科学系

発行所
配分予定額
（単位：円）

所属・職名
刊行物名

申請者
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255006
西洋宮廷と日本輸出磁器
―東西貿易の文化創造―

国立歴史
民俗博物館

研究部 機関研究員 櫻庭  美咲 櫻庭  美咲 和 Ａ４ 590 株式会社  藝華書院 1,300,000

255007 レオナルド・ダ・ヴインチ  絵画の書 京都大学 名誉教授 齊藤  泰弘 齊藤  泰弘 和 菊判 640 ㈱岩波書店 2,900,000

255008 中世屏風絵研究 泉  万里 泉  万里 和 Ａ５ 432 ㈱中央公論美術出版 1,200,000

255009 プッサンにおける語りと寓意 名古屋芸術大学 美術学部 准教授 栗田  秀法 栗田  秀法 和 Ａ５ 324 ㈱三元社 1,300,000

255010 中国医書の文献学的研究 北里大学
東洋医学総合
研究所医史学研究部

客員研究員 浦山  きか 浦山  きか 和 Ａ５ 320 ㈱汲古書院 1,400,000

255011 近代沖縄の洋楽受容 琉球大学 大学教育センター 非常勤講師 三島  冝保  わかな 三島  わかな 和 Ａ５ 384 ㈱森話社 1,200,000

255012
現代倫理学の挑戦
―相互尊重を実現するための
自己決定とジェンダー―

日本大学 経済学部 教授 根村  直美 根村  直美 和 Ａ５判 392 学術出版会 1,200,000

255013 戦争と女性画家 千葉大学
大学院人文社会科学
研究科

特別研究員 吉良  智子 吉良  智子 和 Ａ５ 320 ㈱ブリュッケ 1,200,000

255014 アジャンター後期壁画の研究 龍谷大学 国際文化学部 准教授 福山  泰子 福山  泰子 和 Ｂ５ 514
株式会社
中央公論美術出版

1,200,000

255015
日本彫刻史基礎資料集成  鎌倉時代
造像銘記篇  第１０巻

東京芸術大学 名誉教授 水野　敬三郎 水野　敬三郎 和 Ａ４ 444 中央公論美術出版 2,300,000

255016 実在論と知識の自然化 関西大学 総合情報学部 准教授 植原  亮 植原  亮 和 Ａ５ 344 ㈱勁草書房 1,100,000
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255017 戴震と中国近代哲学 東京大学
大学院総合文化
研究科

准教授 石井  剛 石井  剛 和 菊 500 知泉書館 1,900,000

255018
ジャヤンタ研究
―中世カシミール文人が語る
ニヤーヤ哲学―

東京大学
大学院人文社会系
研究科

教授 丸井  浩 丸井  浩 和 Ｂ５ 434
株式会社
山喜房佛書林

2,000,000

255019 イスラームの写本絵画 東京大学 東洋文化研究所 教授 桝屋  友子 桝屋  友子 和 Ｂ５ 336
（財）名古屋大学
出版会

2,300,000

255020 ニュートン的モーメント 名古屋大学 大学院経済研究科 教授 長尾  伸一 長尾  伸一 和 Ａ５ 576
（財）名古屋大学
出版会

2,300,000

255021
カーレル・ファン・マンデル
「北方画家列伝」注解

東北大学 大学院文学研究科 教授 尾崎  彰宏 尾崎  彰宏 和 Ｂ５ 680 ㈱中央公論美術出版 1,600,000

255022 美食家の誕生 京都大学
大学院人間・
環境学研究科

特別研究員
（ＰＤ）

橋本  周子 橋本  周子 和 Ａ５ 464
（財）名古屋大学
出版会

1,800,000

255023 デカルト全書簡集  第二巻 追手門学院大学 国際教養学部 准教授 武田  裕紀 武田  裕紀 和 菊 330 ㈱知泉書館 1,400,000

255024 山下清と昭和の美術 茨城大学 人文学部 教授 藤原  貞朗 藤原  貞朗 和 Ａ５ 528
（財）名古屋大学
出版会

2,200,000

255025
叡智の建築家：記憶ロクスとしての
１６－１７世紀の庭園、劇場、都市

大阪大学 文学研究科 准教授 桑木野  幸司 桑木野  幸司 和 Ａ５ 586
株式会社
中央公論美術出版

1,700,000

255026 アフリカ音楽学の挑戦 広島市立大学 国際学部 教授 塚田  健一 塚田  健一 和 Ａ５ 430 世界思想社 1,600,000

255027 在外日本重要絵巻選 辻  英子 辻  英子 和 Ａ５ 1,128 （有）笠間書院 4,300,000
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255028
三河鳳来寺旧蔵暦応二年書写
和漢朗詠集  影印と研究

慶應義塾大学 文学部 教授 佐藤  道生 佐藤  道生 和 菊倍 528 勉誠出版  株式会社 4,900,000

255029 鳳岡林先生全集 明治大学 法学部 教授 徳田  武 徳田  武 和 Ａ４ 1,392 勉誠出版㈱ 6,400,000

255030 経国集対策注釈 和光大学 表現学部 教授 津田  博幸 津田  博幸 和 Ａ５ 532 ㈱塙書店 2,000,000

255031 江戸大坂の出版流通と読本・人情本 山口県立大学 国際文化学部 准教授 木越  俊介 木越  俊介 和 Ａ５ 310 清文堂出版株式会社 1,000,000

255032 中世衆庶の文芸文化
群馬工業
高等専門学校

一般教科 教授 大島  由紀夫 大島  由紀夫 和 Ａ５ 472 ㈱三弥井書店 2,000,000

255033 中世日本の神話・文字・身体 摂南大学 外国語学部 教授 小川  豊生 小川  豊生 和 Ａ５ 672 ㈱森話社 2,000,000

255034
媒介者としての國木田独歩
―ヨーロッパ・日本・韓国

宇都宮大学 国際学部 教授 丁  貴連 丁  貴連 和 Ａ５ 352 株式会社翰林書房 1,100,000

255035 ちりめん本影印集成  日本昔噺輯篇 早稲田大学 名誉教授 中野  幸一 中野  幸一 和 Ｂ５ 1,136 勉誠出版㈱ 9,100,000

255036 万葉集編纂構想論 梅花女子大学
文化表現学部
日本文化創造学科

教授 市瀬  雅之 市瀬  雅之 和 Ａ５ 368 （有）笠間書院 1,100,000

255037 越境する想像力 福岡女子大学 国際文理学部 講師 鈴木  暁世 鈴木  暁世 和 Ａ５ 244 大阪大学出版会 1,100,000

255038 改造社のメディア戦略 東京成徳大学 人文学部 教授 庄司  達也 庄司  達也 和 Ａ５ 292 双文社出版 1,000,000

255039 平家物語世界の創成 日本女子大学 名誉教授 麻原  美子 麻原  美子 和 Ａ５ 656 勉誠出版㈱ 1,900,000



23 / 56 ページ

255040 中世真言僧の言説と歴史認識 立命館大学 文学部 非常勤講師 佐藤  愛弓 佐藤  愛弓 和 Ａ５ 800 勉誠出版  株式会社 2,900,000

255041 オーストラリア文学にみる日本人像 明星大学 人文学部 教授 加藤  めぐみ 加藤  めぐみ 和 Ａ５ 288
一般財団法人
東京大学出版会

1,100,000

255042 創造社研究―創造社と日本 埼玉大学 教養学部 教授 小谷  一郎 小谷  一郎 和 Ａ５ 336 ㈱汲古書院 1,000,000

255043 ヴィクトリア朝の都市化と放浪者たち 中京大学 国際教養学部 教授 武井  暁子 武井  暁子 和 Ａ５ 272 ㈱音羽書房鶴見書店 1,000,000

255044
エロティック・アメリカ―ヴィクトリアニズムの
神話と現実

関西学院大学 名誉教授 大井  浩二 大井  浩二 和 46 240 ㈱英宝社 800,000

255045 プルーストと創造の時間 一橋大学 大学院社会学研究科 教授 中野  知律 中野  知律 和 Ａ５ 528
（財）名古屋大学
出版会

2,100,000

255046 ヘミングウェイと老い 九州大学 人文科学研究院 准教授 高野  泰志 高野  泰志 和 四六判 320 ㈱  松籟社 1,000,000

255047 ブーニンの「眼」 東京大学 教養学部 非常勤講師 宮川  絹代 宮川  絹代 和 Ａ５ 416 ㈱水声社 1,600,000

255048
子規蔵書と『漢詩稿』研究
―近代俳句成立の過程

名古屋大学 文学研究科 教授 加藤  國安 加藤  國安 和 Ａ５ 608 研文出版 2,200,000

255049 「周縁」のドイツ語文学 東北大学
大学院国際文化
研究科

教授 藤田  恭子 藤田  恭子 和 Ａ５ 500 東北大学出版会 1,600,000

255050 清朝宮廷演劇文化の研究 東北大学
東北アジア
研究センター

教授 磯部  彰 磯部  彰 和 Ｂ５ 624 勉誠出版㈱ 2,700,000

255051 中世ドイツ文学における恋愛指南書 成蹊大学 文学部 助手 田中  一嘉 田中  一嘉 和 Ａ５ 272 ㈱風間書房 1,100,000
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255052 プルースト、美術批評と横断線 明治学院大学 文学部 非常勤講師 荒原  邦博 荒原  邦博 和 Ａ５ 368 （有）左右社 1,300,000

255053 『楚辞』と楚文化の総合的研究 富山大学 人文学部 准教授 大野  圭介 大野  圭介 和 Ｂ５ 420 汲古書院 1,300,000

255054
李光洙長篇小説研究
－植民地における民族の再生と文学

富山大学 人文学部 准教授 和田  とも美 和田  とも美 3 新菊判 450 藝屋出版社 700,000

255055
Ｒ．Ｚ．ベッカーの民衆啓蒙運動
―思想的展開と文学史的意義―

長崎外国語大学 外国語学部 准教授 田口  武史 田口  武史 和 Ａ５ 288 鳥影社 800,000

255056 バントゥ諸語の一般言語学的研究 湯川  恭敏 湯川  恭敏 和 Ａ５ 432 ㈱ひつじ書房 1,600,000

255057

Ａ  Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ  Ａｎａｌｙｓｉｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｇｒａｍｍａｔｉｃａｌｉ
ｚｅｄ  Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ  ｏｆ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｐｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎｓ：  Ｆ
ｒｏｍ  Ｓｐａｔｉａｌ  Ｓｅｎｓｅｓ  ｔｏ  Ｇｒａｍｍａｔｉｃａｌ  ａｎｄ
Ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ  Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ

埼玉大学
教育機構英語教育
開発センター

助教 大谷  直輝 大谷  直輝 欧 菊判 192 ㈱開拓社 500,000

255058 続・日本呉音の研究 関西学院大学 文学部 教授 小倉  肇 小倉  肇 和 Ａ５ 3,888 （有）和泉書院 9,000,000

255059 中国語量詞の機能と意味について 岐阜大学 地域科学部 准教授 橋本  永貢子 橋本  永貢子 和 Ａ５ 240 ㈱白帝社 900,000

255060
Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ，Ｒｅｇｕｌａｒｉｔｙ，Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ：Ｎｏｒｍｓ
ａｎｄ  Ｄｅｖｉａｔｉｏｎｓ  ｏｆ  Ｍｉｄｄｌｅ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ａｌｌｉｔｅｒａｔｉ
ｖｅ  Ｍｅｔｅｒ

国際基督教大学 教養学部 教授 守屋  靖代 守屋  靖代 欧 菊判 352 株式会社ひつじ書房 1,000,000

255061
Ｐａｔｔｅｒｎｓ  ａｎｄ  Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ  ｉｎ  Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｓｕｆｆｉｘａｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｓｔｒｅｓｓ  Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ

神戸市外国語大学 外国語学部 准教授 三間  英樹 三間  英樹 欧 菊 288 ㈱開拓社 800,000

255062
「非母語話者の日本語」は，どのように評価されて
いるか

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構  国
立国語研究所

日本語教育研究・
情報センター

准教授 宇佐美  洋 宇佐美  洋 和 Ａ５ 432 株式会社  ココ出版 1,000,000
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255063
Ａ  Ｃｏｎｔｒａｓｔｉｖｅ  Ｓｔｕｄｙ  ｏｆ  Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ  ｆｏｒ
Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ  Ｕｔｔｅｒａｎｃｅｓ  Ｂｅｔｗｅｅｎ  Ｊａｐａｎ
ｅｓｅ  ａｎｄ  Ｋｏｒｅａｎ

金沢大学 人間社会環境研究科 客員研究員 尹  秀美 尹  皮美 欧 菊 144 ㈱ひつじ書房 500,000

255064
Ａ  Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ  Ｐｒａｇｍａｔｉｃ  Ａｎａｌｙｓｉｓ  ｏｆ  Ｎｏｍｉｎ
ａｌ  Ｔａｕｔｏｌｏｇｉｅｓ

奈良女子大学 研究院人文科学系 助教 山本  尚子 山本  尚子 欧 菊版 224 株式会社ひつじ書房 700,000

255065
Ｌａｎｇｕａｇｅ  Ｌｅａｒｎｅｒｓ’  Ｃｏｄｅ－ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ  Ｓｔｒａ
ｔｅｇｉｅｓ  ｉｎ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  ａｓ  ａ  Ｆｏｒｅｉｇｎ  Ｌａｎｇｕａｇｅ

北海道教育大学 教育学部 教授 横山  吉樹 横山  吉樹 欧 菊 144 株式会社  金星堂 500,000

255066 近世儒学韻学と唐音 筑波大学 名誉教授 湯沢  質幸 湯沢  質幸 和 Ａ５ 384 勉誠出版㈱ 1,000,000

255067 平安期日本語動詞述語文の主体表現と客体表現 宇都宮大学 国際学部 准教授 高山  道代 高山  道代 和 Ａ５ 192 株式会社  ひつじ書房 400,000

255068 日本語教育における評価と「実践研究」 秋田大学 国際交流センター 助教 市嶋  典子 市嶋  典子 和 Ａ５ 288 株式会社ココ出版 700,000

255069 国際英語としての「日本英語」のコーパス研究 愛知教育大学 教育学部 講師 藤原  康弘 藤原  康弘 和 Ａ５ 240 ㈱ひつじ書房 700,000

255070
ムンダ語に於ける
Ｇｒａｍｍａｔｉｃａｌ  Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ  から見る
言語の“構造的機能性”：フィールドワークの技法

茨城大学 人文学部 教授 藤井  文男 藤井  文男 和 Ａ５ 230 ㈱現代図書 900,000

255071
Ａ  ｃｒｏｓｓ－ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ  ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ  ｉｎｔｏ  ｔｈｅｓｅ
ｍａｎｔｉｃｓ  ｏｆ  Ｅｎｇｌｉｓｈ，Ｊａｐａｎｅｓｅ  ａｎｄ  Ｍａｎｄａ
ｒｉｎ  ｒｅｓｕｌｔａｔｉｖｅｓ

跡見学園女子大学 兼任講師 鈴木  武生 鈴木  武生 欧 Ｂ５ 400 ㈱現代図書 1,600,000

255072 英語学力の経年変化に関する研究 横浜国立大学 教育人間科学部 教授 斉田  智里 斉田  智里 和 Ａ５ 160 株式会社風間書房 700,000

255073 現代日本語ムード・テンス・アスペクト論 大阪大学 大学院文学研究科 教授 工藤  真由美 工藤  真由美 和 Ａ５ 576 株式会社  ひつじ書房 1,800,000



26 / 56 ページ

255074 経部引用書から見た『説文解字繋傳』注釈考 大阪大学
大学院言語文化
研究科

教授 坂内  千里 坂内  千里 和 Ａ５ 314 大阪大学出版会 1,100,000

255075 名詞句と共に現れる「こと」の談話機能 広島大学 教育学研究科 特任助教 金  英周 金  英周 和 Ａ５ 160 ㈱ひつじ書房 400,000

255076
ベルベル語とティフィナグ文字の基礎
・タリーフィート語（Ｔａｒｉｆｉｙｔ）  入門・

創価大学 文学部  人間学科 教授 石原  忠佳 石原  忠佳 欧 Ａ５ 270 有限会社春風社 1,200,000

255077
現代イスラエルにおけるイディッシュ語個人出版と
言語学習活動

荒川区役所 区民生活部
文化交流
推進員

鴨志田  聡子 鴨志田  聡子 和 Ａ５ 224 ㈱三元社 1,000,000

255078 英語副詞配列論 昭和女子大学 人間文化学部 教授 鈴木  博雄 鈴木  博雄 和 Ａ５判 336 ㈱ひつじ書房 900,000

255079 中世後期の香文化 武蔵大学 総合研究所 研究員（ＰＤ） 本間  洋子 本間  洋子 和 Ａ５ 448 ㈱思文閣出版 1,400,000

255080 東アジア交流史のなかの遺唐使 明治大学 文学部 兼任講師 河内  春人 河内  春人 和 Ａ５ 320 ㈱汲古書院 1,000,000

255081 訳註  日本古代の外交文書 國學院大學 文学部 教授 金子  修一 金子  修一 和 Ａ５ 360 八木書店古書出版部 1,400,000

255082 室町幕府の東国政策 國學院大學 文学部 講師 杉山  一弥 杉山  一弥 和 Ａ５ 400 思文閣出版 1,100,000

255083 中世後期日蓮教団の社会史的研究
神奈川県立
歴史博物館

学芸部 主任学芸員 古川  元也 古川  元也 和 Ａ５ 512 ㈱思文閣出版 1,600,000

255084 室町幕府の政治と宗教 大田  壮一郎 大田  壮一郎 和 Ａ５ 382 ㈱塙書房 1,400,000

255085 昭和戦時期の海軍と政治 東北学院大学 文学部
日本学術振興会
特別研究員
（ＰＤ）

手嶋  泰伸 手嶋  泰伸 和 Ａ５ 272 ㈱吉川弘文館 900,000



27 / 56 ページ

255086 日中両国から見た「満洲開拓」 北海道大学 大学院文学研究科 教授 白木沢  旭児 白木沢  旭児 和 Ａ５ 658 ㈱御茶の水書房 2,300,000

255087 日本古代の支配構造 愛媛大学 法文学部 名誉教授 松原  弘宣 松原  弘宣 和 Ａ５ 480 ㈱塙書房 1,800,000

255088 近代古墳保存行政の研究
河内長野市
教育委員会

生涯学習部 理事 尾谷  雅比古（雅彦） 尾谷  雅比古（雅彦） 和 Ａ５ 384 思文閣出版 1,300,000

255089 室町幕府と地域権力 東京大学 史料編纂所 学振特別研究員 大薮  海 大薮  海 和 Ａ５ 272 ㈱吉川弘文館 1,100,000

255090 戦前日本の政党内閣と官僚制 東京大学 人文社会系研究科 研究員 若月  剛史 若月  剛史 和 Ａ５ 264
一般財団法人
東京大学出版会

1,000,000

255091 日本中世の領主一揆 東京大学
大学院人文社会系
研究科

研究員 呉座  勇一 呉座  勇一 和 Ａ５ 400 ㈱思文閣出版 1,200,000

255092 日本型大衆消費社会への胎動 東京大学 経済学研究科 特別研究員（ＰＤ） 満薗  勇 満薗  勇 和 Ａ５ 420
一般社団法人
東京大学出版会

1,600,000

255093 古代日本の河川灌漑
香川県埋蔵
文化財センター

主任文化財
専門員

木下  晴一 木下  晴一 和 Ａ５ 272 株式会社同成社 800,000

255094 出雲鰐淵寺文書 島根大学 名誉教授 井上  寛司 井上  寛司 和 Ａ５ 896 ㈱法蔵館 2,400,000

255095 宋代中国の統治と文書 （財）東洋文庫 研究部 特別研究員（ＰＤ） 小林  隆道 小林  隆道 和 Ａ５ 576 ㈱汲古書院 1,800,000

255096 古典期オスマン帝国における起源論と系譜意識
公益財団法人
政治経済研究所

その他部局等 研究員 小笠原  弘幸 小笠原  弘幸 和 Ａ５ 240 ㈱大巧社 800,000

255097 十六世紀ドイツにおける宗教紛争と言論統制 早稲田大学 文学学術院 非常勤講師 蝶野  立彦 蝶野  立彦 和 Ａ５ 800 ㈱彩流社 1,500,000
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255098 エジプト先王朝時代の土器研究 早稲田大学 総合研究機構 助教 馬場  匡浩 馬場  匡浩 和 Ｂ５ 280 ㈱六一書房 1,400,000

255099
マルコ・ポーロ／ルスティケッロ・ダ・ピーサ
世界の記

高田  英樹 高田  英樹 和 菊 1,088
（財）名古屋大学
出版会

2,900,000

255100 第一次世界大戦期の中国民族運動 都留文科大学 文学部 名誉教授 笠原  十九司 笠原  十九司 和 Ａ５ 656 ㈱汲古書院 1,700,000

255101 音の考古学―楽器の源流を探る 石狩市教育委員会
いしかり砂丘の
風資料館

学芸員 荒山  千恵 荒山  千恵 和 Ａ５ 224
一般社団法人
北海道大学出版会

900,000

255102 近世東アジア比較都城史の諸相 山形大学 人文学部 教授 新宮  学 新宮  学 和 Ｂ５ 320 ㈱白帝社 1,400,000

255103 モンゴル覇権下の高麗 九州大学
大学院人文科学
研究院

准教授 森平  雅彦 森平  雅彦 和 Ａ５ 512
（財）名古屋大学
出版会

1,900,000

255104 明代海禁＝朝貢システムと華夷秩序 京都女子大学 文学部 教授 檀上  寛 檀上  寛 和 Ａ５ 480 京都大学学術出版会 2,100,000

255105 公共善の彼方に 東京大学
大学院総合文化
研究科

教授 池上  俊一 池上  俊一 和 Ａ５ 608
（財）名古屋大学
出版会

2,700,000

255106 変容する華南と華人ネットワークの現在 東京大学
大学院総合文化
研究科

准教授 谷垣  真理子 谷垣  真理子 和 Ａ５判 528 株式会社  風響社 2,000,000

255107 中央アジア灌漑史序説 筑波大学 人文社会系 助教 塩谷  哲史 塩谷  哲史 和 Ａ５ 352 ㈱風響社 1,400,000

255108 「満洲国」博物館事業の研究 学習院大学
学長付国際
研究交流オフィス

ＰＤ共同研究員 大出  （松井）  尚子 大出  （松井）  尚子 和 Ａ５ 288 ㈱汲古書院 900,000

255109 中国陶瓷史の研究 専修大学 名誉教授 亀井  明德 亀井  明德 和 Ａ４ 520 ㈱六一書房 4,100,000
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255110 近世東南アジア世界の変容 広島大学 大学院文学研究科 准教授 太田  淳 太田  淳 和 Ａ５ 384
一般財団法人
名古屋大学出版会

1,200,000

255111 朱印船貿易絵図の研究 昭和女子大学 生活機構研究科 教授 菊池  誠一 菊池  誠一 和 Ａ４判 100 ㈱思文閣出版 500,000

255112 アヘン戦争の起源 岡山大学 社会文化科学研究科 教授 新村  容子 新村  容子 和 Ａ５ 448 ㈱  汲古書院 1,400,000

255113 江戸幕府撰日本総図の研究 川村  博忠 川村  博忠 和 Ｂ５ 352 ㈱古今書院 1,100,000

255114 植民地期における日本語朝鮮説話集の研究 東京学芸大学 教育学部 研究員 金  広植 金広植 和 Ａ５ 480 勉誠出版㈱ 1,700,000

255115 アンデスの都市祭礼 慶応義塾大学 商学部 講師 兒島  峰 兒島  峰 和 Ａ５ 336 ㈱明石書店 1,000,000

255116 〈領域化〉する空間―多文化フランスを記述する 首都大学東京 都市環境科学研究科 准教授 滝波  章弘 滝波  章弘 和 Ａ５ 336
一般社団法人
京都大学学術出版会

2,000,000

255117 無文字社会における歴史の生成と記憶の技法 国立民族学博物館 外来研究員 大場  千景 大場  千景 和 Ａ５ 480 ㈱清水弘文堂書房 1,800,000

255118 変容するイスラームの学びの文化 上智大学 外国語学部 特別研究員ＰＤ 塩﨑（久志本）  裕子 久志本  裕子 和 Ａ５判 476 ㈱ナカニシヤ出版 1,800,000

255119 せめぎあう宗教と国家 南山大学 人文学部 准教授 石原  美奈子 石原  美奈子 和 Ａ５ 416 ㈱風響社 1,600,000

255120
日本の「ゲイ」とエイズ―コミュニティ・国家・
アイデンティティ

名古屋市立大学 看護学部 研究員 新ヶ江  章友 新ヶ江  章友 和 Ａ５ 340 ㈱青弓社 900,000

255121 暦史のなかの久高島 琉球大学 法文学部 教授 赤嶺  政信 赤嶺  政信 和 Ａ５ 400 （有）慶友社 1,100,000
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255122 信念の呪縛 九州大学大学院 人間環境学研究院 教授 濱本  満 濱本  満 和 Ａ５ 640
財団法人
九州大学出版会

2,400,000

255123 アイヌの木幣の研究 北海道大学
アイヌ・先住民
研究センター

准教授 北原  次郎太 北原  次郎太 和 Ｂ５ 306
一般社団法人
北海道大学出版会

1,700,000

255124 ラダック仏教僧院と祭礼 北海道大学 その他部局等 名誉教授 煎本  孝 煎本  孝 和 Ｂ５ 704 ㈱法蔵館 2,900,000

255125 近世測量絵図のＧＩＳ分析 徳島大学
大学院ソシオ・
アーツ・アンド・
サイエン

教授 平井  松午 平井  松午 和 Ｂ５ 256 ㈱古今書院 1,900,000

255126 「私たちのことば」の行方 奈良大学 社会学部 准教授 松川  恭子 松川  恭子 和 Ａ５ 320 ㈱風響社 1,300,000

255127 現代インドに生きる〈改宗仏教徒〉 京都大学大学院 文学研究科
研究員
（グローバル
ＣＯＥ）

舟橋  健太 舟橋  健太 和 Ａ５ 272 ㈱昭和堂 1,200,000

255128 革命キューバの民族誌 大阪大学 人間科学研究科 助教 田沼  幸子 田沼  幸子 和 四六 324 人文書院 1,300,000

256001 Ｄｏｍｉｎｉｏ  Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ  ｅｎ  ｅｌ  Ｉｍｐｅｒｉｏ  Ｉｎｃａ 南山大学 人文学部 准教授 渡部  森哉 渡部  森哉 欧 Ａ５ 270 （有）春風社 300,000

256002
Ａｒｃｔｉｃ  Ｐａｓｔｏｒａｌｉｓｔ  Ｓａｋｈａ：Ｅｔｈｎｏｇｒａｐｈｙ  ｏｆ
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｍｉｃｒｏ－ａｄａｐｔａｔｉｏｎ  ｉｎ  Ｓｉｂｅｒｉ
ａ

東北大学
東北アジア
研究センター

准教授 高倉  浩樹 高倉  浩樹 欧 Ａ５ 256 ㈱昭和堂 2,500,000

218,100,000計１３４件
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氏名

246005

Ｉｎｃoｍｅ  Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ  ｉｎ  Ａｓｉａｎ  Ｒｅｇｉｏｎｓ  ：Ｓｏ
ｃｉｏｅｃｏｎｏｍｉｃ  Ａｎａｌｙｓｅｓ  Ｂａｓｅｄ  ｏｎ  Ｍｉｃｒｏ  Ｄ
ａｔａＳｉｎｃｅ  ｔｈｅ  Ｓｅｃｏｎｄ  Ｈａｌｆ  ｏｆ  ｔｈｅ  ２０ｔｈ  Ｃ
ｅｎｔｕｒｙ

慶応義塾大学 経済学部 名誉教授 神谷　傳造

神谷傳造・松田芳
郎・菅幹雄・周防節
雄・稲垣誠一・佐藤
朋彦

欧 Ａ５判 448
財団法人
日本統計協会

1,900,000

246006 Ｍｉｇｒａｎｔ  ｗｏｒｋｅｒｓ  ｉｎ  Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ  Ｊａｐａｎ 首都大学東京 人文科学研究科 教授 丹野  清人 丹野清人 欧
２１５ｍ
ｍ×１３
７ｍｍ

450
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ
 Ｐｒｅｓｓ

1,100,000

246007 Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ  ｏｆ  “Ｆｏｒｅｉｇｎｅｒｓ” 東京大学 社会科学研究所 准教授 田邉  俊介 田邉  俊介 欧
２１５ｍ
ｍ×１３
７ｍｍ

240
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ
 Ｐｒｅｓｓ

800,000

255129
社会の音響学
―ルーマン派システム論から法現象を見る―

西南学院大学 法学部 教授 毛利  康俊 毛利  康俊 和 Ａ５ 344 ㈱勁草書房 1,400,000

255130 近世刑事史料集  ２  対馬藩１ 名城大学 法学部 教授
藩法研究会
会長  谷口  昭

谷口  昭 和 Ａ５ 960 株式会社  創文社 4,900,000

255131 近世江戸の都市法とその構造 東北大学 大学院法学研究科 教授 坂本  忠久 坂本  忠久 和 Ａ５ 400 ㈱創文社 1,600,000

255132 近世日本の訴訟と法 立命館大学 法学部 特別任用教授 大平  祐一 大平  祐一 和 Ａ５ 480 ㈱創文社 1,800,000

255133
参加のメカニズム：民主主義に適応する市民の動
態

早稲田大学 政治経済学術院 助教 荒井  紀一郎 荒井  紀一郎 和 Ａ５ 200 （有）木鐸社 900,000

255134
新しい政治主体像を求めて：市民社会・
ナショナリズム・グローバリズム

関西学院大学 法学部 教授 岡本  仁宏 岡本  仁宏 和 Ａ５ 368 （財）法政大学出版局 1,300,000

　　②社会科学系

申請
番号

刊行物名 欧・和 判型 ページ数 発行所
配分予定額
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255135

Ａｎａｌｙｓｉｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ  ｂｅｔｗｅｅｎ  ｌｏｃ
ａｌ  ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ  ＮＧＯｓ  ａｎｄ  ｔｈｅ  ｃｏｍｍｕｎｉｔｉ
ｅｓｉｎ  Ｅｔｈｉｏｐｉａ：  Ｔｈｅ  ｃａｓｅ  ｏｆ  ｔｈｅ  ｂａｓｉｃ  ｅｄ
ｕｃａｔｉｏｎ  ｓｕｂ－ｓｅｃｔｏｒ

神戸大学 国際協力研究科 部局研究員 利根川  佳子 利根川  佳子 欧 Ａ５ 220 ㈱ユニオンサービス 1,000,000

255136 自己決定権をめぐる政治学 北海道大学 スラブ研究センター
特別研究員
（ＰＤ）

高橋  美野梨 高橋  美野梨 和 Ａ５ 384 ㈱明石書店 1,300,000

255137 近代移行期の日朝関係 島根県立大学 総合政策学部 助手 石田  徹 石田  徹 和 Ａ５ 326 ㈱溪水社 1,000,000

255138 近代中国知識人のネーション像 早稲田大学 社会科学部 非常勤講師 黄  斌 黄  斌 和 菊判 322 ㈱御茶の水書房 1,300,000

255139 解釈する民族運動 同志社大学
言語文化教育
研究センター

助教 宮地  隆廣 宮地  隆廣 和 Ａ５ 336
一般財団法人
東京大学出版会

1,300,000

255140 知的財産権の国際政治経済学 東京大学
大学院総合文化
研究科

学術研究員 西村（保城）  もも子 西村  もも子 和 Ａ５ 280 （有）木鐸社 800,000

255141 中央アジアの国際関係 筑波大学 人文社会系 准教授
ティムール
ダダバエフ

ティムール
ダダバエフ

和 Ａ５ 248
一般財団法人
東京大学出版会

1,000,000

255142
イスラーム主義と中東政治
―レバノン・ヒズブッラーの抵抗と革命―

立命館大学 国際関係学部 准教授 末近  浩太 末近  浩太 和 Ａ５ 528
（財）名古屋大学
出版会

2,000,000

255143 現代インド経済 柳澤  悠 柳澤  悠 和 Ａ５ 416
（財）名古屋大学
出版会

1,500,000

255144 世界資本主義の景気循環 東京経済大学 経済学部 講師 岩田  佳久 岩田  佳久 和 Ａ５ 272 ㈱日本経済評論社 1,400,000

255145 基地維持政策と財政 京都府立大学 公共政策学部 教授 川瀬  光義 川瀬  光義 和 Ａ５ 200 ㈱日本経済評論社 1,100,000
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255146 Ａｎｔｉ－Ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ  Ｐｏｌｉｃｉｅｓ 高知大学
教育研究部
人文社会科学系

准教授 塩原  俊彦 塩原  俊彦 欧 Ｂ５ 240 丸善プラネット㈱ 1,600,000

255147 中華民国期江南地主制研究 北海道教育大学 教育学部 教授 夏井  春喜 夏井  春喜 和 Ａ５ 704 ㈱汲古書院 2,300,000

255148 バングラデシュの工業化とジェンダー お茶の水女子大学
大学院
人間文化創成科学
研究科

リサーチフェロー 長田  華子 長田  華子 和 Ａ５ 298 ㈱御茶の水書房 1,500,000

255149 政府間競争の経済分析 同志社大学 政策学部 教授 田中  宏樹 田中  宏樹 和 Ａ５ 216 ㈱勁草書房 900,000

255150 肥満と生活・健康・仕事の格差 中央大学 経済学部 教授 古郡  鞆子 古郡  鞆子 和 Ａ５ 232 ㈱日本評論社 1,400,000

255151 テュルゴー資本理論研究 青山学院大学 経済学部 教授 中川  辰洋 中川  辰洋 和 Ａ５ 288 ㈱日本経済評論社 1,200,000

255152 ポンドの譲位 名古屋大学 大学院経済学研究科 教授 金井  雄一 金井  雄一 和 Ａ５ 280 （財）名古屋大学出版会 700,000

255153 フリースタンディング・カンパニーとクラスター 東北大学 経済学研究科 教授 猿渡  啓子 猿渡  啓子 和 Ａ５ 296 同文舘出版株式会社 1,200,000

255154
国際労働移動の経済的便益と社会的費用
～スリランカの出稼ぎ女性家事労働者の
実態調査～

佐賀大学 経済学部 客員研究員 鹿毛  理恵 鹿毛  理恵 和 Ａ５ 432
株式会社
日本評論社

1,700,000

255155 現代・起亜と現代モビスの中国戦略 早稲田大学 総合研究機構 次席研究員 金  英善 金  英善 和 Ａ５ 250 ㈱文眞堂 900,000

255156
チェック・トランケーション研究
―「決済の経営学」による考察

河野  憲嗣 河野  憲嗣 和 Ａ５ 272 ㈱学文社 1,200,000
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255157 監査法人の独立性と組織ガバナンス 桃山学院大学 経営学部 教授 朴  大栄 朴  大栄 和 Ａ５ 240 同文舘出版株式会社 1,100,000

255158 非営利組織のソーシャル・アカウンティング 愛知学泉大学 現代マネジメント学部 准教授 馬場  英朗 馬場  英朗 和 Ａ５ 256 ㈱日本評論社 1,100,000

255159 三井家大元方の勘定百六十余年 嘉悦大学 経営経済学部 准教授 飯野  幸江 飯野  幸江 和 Ａ５ 224 ㈱白桃書房 1,400,000

255160 日本企業のグローバル人的資源管理 四国大学 経営情報学部 助教
四国大学
助教  笠原  民子

笠原  民子 和 Ａ５ 324 ㈱白桃書房 600,000

255161
Ｓｔｕｄｙ  ｏｆ  Ｅｎｄ－ｓｔａｇｅ  Ｃａｒｅ  Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ  ｉ
ｎ  Ｊａｐａｎ

静岡県立大学
短期大学部

教授 佐々木  隆志 佐々木  隆志 欧 Ａ５ 216 中央法規出版株式会社 2,900,000

255162 ホームレスと都市空間 首都大学東京 都市教養学部 非常勤講師 林  真人 林  真人 和 Ａ５ 336 ㈱赤石書店 1,100,000

255163 デンマークの選択・日本への視座 中京大学 現代社会学部 教授 野口  典子 野口  典子 和 Ａ５ 240 中央法規出版㈱ 1,400,000

255164 マニラの都市底辺層
特定非営利活動法人
社会理論・動態研究所

研究員 青木  秀男 青木  秀男 和 Ａ５ 256
株式会社
大学教育出版

900,000

255165
再会まで  ～ナラティヴ・アプローチによる
自死遺族の対話努力の記録～

札幌医科大学 保健医療学部 教授 吉野  淳一 吉野  淳一 和 Ａ５ 352 ㈱共同文化社 600,000

255166
〈広告制作者〉の歴史社会学
近代日本における個人と組織をめぐる揺らぎ

東海大学 文学部 専任講師 加島  卓 加島  卓 和 Ａ５ 420 ㈱せりか書房 1,400,000

255167 競技者のキャリア形成史に関する社会学的研究 東北工業大学 ライフデザイン学部 准教授 吉田  毅 吉田  毅 和 Ａ５ 280 道和書院 800,000
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255168 フランスの西アフリカ出身移住女性の日常的実践 香川大学 経済学部 准教授 園部  裕子 園部  裕子 和 Ａ５ 400 株式会社明石書店 1,400,000

255169 ハンセン病者の生活実践に関する研究 宮崎学園短期大学 保育科 講師 桑畑  洋一郎 桑畑  洋一郎 和 Ａ５ 320 ㈱風間書房 1,300,000

255170 戦後沖縄の生殖をめぐるポリティクス 沖縄国際大学 総合文化学部 准教授 澤田  佳世 澤田  佳世 和 Ａ５ 464 ㈱大月書店 1,500,000

255171 日本型排外主義 徳島大学
大学院ソシオ・
アーツ・アンド・
サイエン

准教授 樋口  直人 樋口  直人 和 Ａ５ 240
（財）名古屋大学
出版会

700,000

255172
ネパールの女性グループによる
マイクロファイナンスの活動実態

日本大学 国際関係学部 教授 青木  千賀子 青木  千賀子 和 Ａ５ 240 ㈱日本評論社 1,200,000

255173 学校教育と不平等の比較社会学 東京大学 社会科学研究所 助教 多喜  弘文 多喜  弘文 和 Ａ５ 208 ㈱ミネルヴァ書房 800,000

255174
リベラル・ナショナリズムと多文化主義
―イギリスの社会統合とムスリム―

名古屋大学 環境学研究科
特別研究員
（ＰＤ）

安達  智史 安達  智史 和 Ａ５ 480 株式会社  勁草書房 1,900,000

255175 現代日本の少年非行 山口大学 人文学部 講師 岡邊  健 岡邊  健 和 Ａ 176 ㈱現代人文社 700,000

255176 スウェーデンにみる高齢者介護の供給と編成 大阪大学 人間科学研究科 准教授 山井  （斉藤）  弥生 斉藤  弥生 和 Ａ５ 348 大阪大学出版会 1,500,000

255177
Ｄｅｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ  Ｌｉｖｉｎ
ｇ  ｉｎ  Ｓｗｅｄｅｎ  ａｎｄ  Ｊａｐａｎ

立教大学 コミュニティ福祉学部 教授 河東田  博 河東田  博 欧 Ａ５ 176 ㈱現代書館 2,900,000

255178 夫婦関係と心理的健康 文京学院大学 人間学部 教授 伊藤  裕子 伊藤裕子 和 Ａ５ 248
株式会社
ナカニシヤ出版

900,000

255179 保育者の力量形成に関する実践的研究 文京学院大学 人間学部 教授 金子  智栄子 金子  智栄子 和 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,000,000
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255180 Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  ｏｆ  Ｅｍｏｔｉｏｎａｌ  Ｄｉｓｔｒｅｓｓ 杉浦  知子 杉浦  知子 欧 Ａ５ 208 ㈱風間書房 1,800,000

255181 家族内呼称の心理学 新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究科 助教 横谷  謙次 横谷  謙次 和 Ａ５ 248 ㈱ナカニシヤ出版 1,300,000

255182 がん医療における意思決定支援
独立行政法人
国立がん研究センター

がん対策
情報センター

心理療法士 吉田  沙蘭 吉田  沙蘭 和 Ａ５ 240
一般財団法人
東京大学出版会

1,000,000

255183 多色配色の色彩調和に関する実験的研究 東京電機大学 情報環境学科 助教 木村  敦 木村  敦 和 Ａ５ 232 ㈱風間書房 1,200,000

255184 幼児期の知識獲得における帰納推論 十文字学園女子大学 人間生活学部 助教 石田 （今村）  有理 石田  有理 和 Ａ５ 144 ㈱  風間書房 700,000

255185 乳児期における自己発達の原基的機制 北海道大学 大学院教育学研究院 准教授 川田  学 川田  学 和 Ａ５ 248
株式会社
ナカニシヤ出版

1,100,000

255186
不安の発生要因と介入モデルに関する
臨床社会心理学的検討

立正大学 心理学部 特任講師 松浦  隆信 松浦  隆信 和 Ａ５ 160 ㈱風間書房 700,000

255187 高校生の進路選択と時間的展望 中央大学 文学部 教授 都筑  学 都筑  学 和 Ａ５ 224 ㈱ナカニシヤ出版 1,400,000

255188 数学的問題解決における図表活用の支援 東京大学 大学院教育研究科 助教 植阪（平川）  友理 植阪  友理 和 Ａ５ 360 ㈱風間書房 1,400,000

255189 職場のＩＴ化が会社員の精神的影響に及ぼす影響 駒沢女子大学 人文学部 専任講師 石津  和子 石津  和子 和 Ａ５ 232 ㈱風間書房 1,000,000

255190
フロー体験の促進要因と肯定的機能に関する
心理学的研究

東京成徳大学 応用心理学部 助教 石村  郁夫 石村  郁夫 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,400,000

255191
日本語母語幼児による英語音声の
知覚・発声と学習

広島大学 大学院教育学研究科 教授 湯澤  正通 湯澤  正通 和 Ａ５ 144 ㈱風間書房 700,000
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255192 表記活動と表記知識の初期発達
京都ノートルダム
女子大学

心理学部 教授 山形  恭子 山形  恭子 和 Ａ５ 232 ㈱風間書房 1,000,000

255193 統合ヨーロッパの市民性教育 早稲田大学
教育・
総合科学学術院

教授 近藤  孝弘 近藤  孝弘 和 Ａ５ 352
（財）名古屋大学
出版会

1,200,000

255194 社会福祉国家の中の社会教育 首都大学東京 都市教養学部 名誉教授 大串  隆吉 大串  隆吉 和 Ａ５ 224 ㈱有信堂光文社 1,000,000

255195
私塾の近代
―越後・長善館と民の近代教育の原風景

兵庫県立大学 看護学部 准教授 池田  雅則 池田  雅則 和 Ａ５ 440
一般財団法人
東京大学出版会

1,600,000

255196 改革開放後中国の愛国主義教育 名古屋経営短期大学 子ども学科 講師 武  小燕 武  小燕 和 Ａ５ 432 ㈱大学教育出版社 1,400,000

255197 近代沖縄教育と「沖縄人」意識の行方 沖縄キリスト教学院大学 人文学部 准教授 照屋  信治 照屋  信治 和 Ａ５ 320 ㈱溪水社 1,300,000

255198 協同的な省察場面を通した教師の学習過程 星城大学 経営学部 客員講師 坂本  篤史 坂本  篤史 和 Ａ５ 208 ㈱風間書房 900,000

255199
格差社会における家族の生活・子育て・
教育と新たな困難

琉球大学 教育学部 教授 長谷川  裕 長谷川  裕 和 Ａ５ 432 ㈱  旬報社 1,300,000

255200 グローバル教育の授業設計とアセスメント 宮城県仙台東高等学校 教論 石森  広美 石森  広美 和 Ａ５ 352 学事出版㈱ 1,500,000

255201 ウィトゲンシュタインと教育 美作大学
生活科学部
児童学科

講師 平田  仁胤 平田  仁胤 和 Ａ５ 226
株式会社
大学教育出版

700,000

255202
メディア・リテラシー教育における「批判的」な
思考力の育成

弘前大学 教育学部 講師 森本  洋介 森本  洋介 和 Ａ５ 352 ㈱東信堂 1,300,000

255203 アメリカ研究大学の大学院 名古屋大学
大学院教育
発達科学研究科

准教授 阿曽沼  明裕 阿曽沼  明裕 和 Ａ５ 464
（財）名古屋大学
出版会

1,800,000
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255204 アメリカにおける学校認証評価の現代的展開 筑波大学 人間系 教授 浜田  博文 浜田  博文 和 Ａ５ 208 ㈱東信堂 1,000,000

255205 批判的思考指導論に関する研究 筑波大学 人間系 准教授 樋口  直宏 樋口  直宏 和 Ａ５ 544 ㈱学文社 1,800,000

255206 フィリピンの価値教育 九州女子大学 人間科学部 准教授 長濱  博文 長濱  博文 和 Ａ５ 264
財団法人
九州大学出版会

1,100,000

255207 アメリカにおける公教育としての職業教育の成立 横浜国立大学 教育人間科学部 教授 横尾  恒隆 横尾  恒隆 和 Ａ５ 480 ㈱学文社 1,600,000

255208
アカデミック・ハラスメントの社会学：
学生の問題経験と「領域交差」実践

広島大学
特別研究員
（ＰＤ）

湯川  やよい 湯川  やよい 和 Ａ５ 416 （有）ハーベスト社 1,300,000

255209 イギリス高等教育の一元化 広島大学
高等教育研究
開発センター

教授 秦  由美子 秦  由美子 和 Ａ５ 392 ㈱東信堂 1,500,000

255210 オーストラリアのグローバル教育の理論と実践 滋賀県立大学 人間文化学部 助教 木村  裕 木村  裕 和 Ａ５ 272 ㈱  東信堂 1,000,000

255211 新自由主義大学改革―国際機関と各国の動向― 宝塚医療大学 保健医療学部 教授 細井  克彦 細井  克彦 和 Ａ５ 384 株式会社  東信堂 1,300,000

255212 ＥＵにおける中国系移民の教育エスノグラフィ 東洋大学 社会学部 教授 山本  須美子 山本  須美子 和 Ａ５ 368 ㈱東信堂 1,300,000

255213
ハーバード・プロジェクト・ゼロの
芸術認知理論とその実践

埼玉大学 教育学部 教授 池内  慈朗 池内  慈朗 和 Ａ５ 464 ㈱東信堂 1,400,000

255214 社会形成力育成カリキュラムの研究 鳴門教育大学
大学院
学校教育研究科

教授 西村  公孝 西村  公孝 和 Ａ５ 560 ㈱東信堂出版社 1,900,000

255215 算数・数学教育における証明指導の改善 信州大学 教育学部 准教授 小松  孝太郎 小松  孝太郎 和 Ａ５ 288 ㈱東洋館出版社 1,200,000
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255216 書くことの教育における理論知と実践知の統合
名古屋女子大学
短期大学部

講師 清道  亜都子 清道  亜都子 和 Ａ５ 453 ㈱溪水社 1,200,000

255217 子育て期女性の「共食」と友人関係 お茶の水女子大学 生活科学部 非常勤講師 松島  悦子 松島  悦子 和 Ａ５ 320 ㈱風間書房 1,300,000

255218 沖縄から考える「伝統的な言語文化」の学び論 琉球大学 教育学部 教授 村上  呂里 村上  呂里 和 Ａ５ 304 ㈱渓水社 1,100,000

255219
アルペンスキー競技における技術・戦術指導
―初級者及び中級者を対象とした
教授プログラムによる実証的研究―

北海道大学
教育学研究科
（研究院）

研究員 近藤  雄一郎 近藤  雄一郎 和 Ａ４ 280 ㈱中西出版 700,000

255220 『尋常小学算術』と多田北烏 岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授 上垣  渉 上垣  渉 和 Ａ５ 240 ㈱風間書房 1,000,000

255221
時間貧困からの脱却にむけた
タイムユースリテラシー教育：
ＥＳＣＡＰ地域の人間開発新戦略

千葉大学 教育学部 准教授 中山  節子 中山  節子 和 Ａ４ 242 ㈱大空社 1,200,000

255222 言語コミュニケーション能力を育てる 京都教育大学 学長 位藤  紀美子 位藤  紀美子 和 Ａ５ 472
株式会社
世界思想社教学社

1,600,000

255223
ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）と
自然体験学習

東京農工大学 大学院農学研究院 准教授 降旗  信一 降旗  信一 和 Ａ５ 320 ㈱風間書房 1,300,000

255224 外国人児童生徒のための社会科教育 山口大学 教育学部 講師 南浦  涼介 南浦  涼介 和 Ａ５ 264 ㈱明石書店 1,100,000

255225
アジア共通歴史学習の可能性
―解釈型歴史学習の史的研究

愛知教育大学 教育学部 教授 土屋  武志 土屋  武志 和 Ａ５ 256 （有）梓出版社 900,000

255226
明治期初等国語教科書と
子ども読み物に関する研究

横浜国立大学 教育人間科学部 教授 府川  源一郎 府川  源一郎 和 Ｂ５ 1,088 株式会社  ひつじ書房 3,400,000
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255227 読者反応を核とした「読解力」育成の足場づくり 広島大学 大学院教育学研究科 教授 山元  隆春 山元  隆春 和 Ａ５ 286 ㈱溪水社 1,000,000

255228
現代フランスの前期中等物理・
化学教育改革に関する研究

広島大学 大学院教育学研究科 講師 三好  美織 三好  美織 和 Ａ５ 256 ㈱渓水社 1,000,000

135,000,000計１０３件
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氏名

255229
Ｓｏｌａｒ  Ｎｅｕｔｒｉｎｏ  Ｐｒｏｂｌｅｍｓ  －  Ｈｏｗ  Ｔｈｅｙ  Ｗ
ｅｒｅＳｏｌｖｅｄ

早稲田大学
理工学術院
総合研究所

招聘研究員 桜井  邦明 桜井  邦明 欧 菊 328 （有）テラパブ 2,300,000

255230 宇宙機の熱設計 神戸大学 大学院工学研究科 准教授 田川  雅人 田川  雅人 和 Ｂ５ 352
（財）名古屋大学
出版会

2,100,000

255231
コー・ケーとベン・メアレア
アンコール広域拠点遺跡群の建築学的研究

名城大学 理工学部建築学科 教授 溝口  明則 溝口明則 和 Ａ４ 412 ㈱中央公論美術出版 2,200,000

255232 高さ制限とまちづくり 東京工業大学
大学院総合理工学
研究科

助教 大澤  昭彦 大澤  昭彦 和 Ａ５ 336 ㈱学芸出版社 1,900,000

255233 複眼の景観 九州大学 名誉教授 萩島  哲 萩島  哲 和 Ｂ５ 240
財団法人
九州大学出版会

2,300,000

255234 近世の禁裏と都市空間 九州大学
大学院
芸術工学研究院

准教授 岸  泰子 岸  泰子 和 Ａ５ 336 ㈱思文閣出版 1,100,000

255235 英国ＣＡＢＥと建築・都市景観のデザイン評価 北海道大学 大学院工学研究院 准教授 坂井  文 坂井  文 和 Ｂ５ 212 ㈱鹿島出版会 1,500,000

255236 韓国の都市計画制度の歴史的展開に関する研究 日本大学 経済学部 教授 周藤  利一 周藤  利一 和 Ａ５ 280 大成出版社 700,000

255237 近代京都における小学校建築 京都華頂大学 現代家政学部 教授 川島  智生 川島  智生 和 Ａ５ 320 ㈱ミネルヴア書房 1,200,000

255238 自然再生と社会的合意形成 東京工業大学大学院 社会理工学研究科 博士後期課程 髙田  知紀 髙田  知紀 和 Ａ５ 264 ㈱東信堂 1,000,000

16,300,000

　　③理工系

計１０件

申請
番号

刊行物名

申請者

著者・編者 欧・和 判型 ページ数 発行所
配分予定額
（単位：円）

所属・職名



42 / 56 ページ

氏名

255239 韓国水田農業の競争・協調戦略
農林水産省
農林水産政策研究所

農業・農村領域 特別研究員 李  裕敬 李  裕敬 和 Ａ５ 256
株式会社
日本経済評論社

1,500,000

255240 減反４０年と日本の水田農業 岐阜大学 応用生物科学部 教授 荒幡  克己 荒幡  克己 和 Ａ５ 720 農林統計出版 3,100,000

255241 上部消化管がん患者の術後機能障害評価尺度 自治医科大学 看護学部 教授 中村  美鈴 中村  美鈴 和 Ｂ５ 200
一般社団法人
京都大学学術出版会

1,300,000

255242 線描  体表解剖学  ～デルマトームへの挑戦～ 弘前大学 大学院保健学研究科 教授 千葉  正司 千葉  正司 和 Ａ４ 192 ㈱考古堂書店 800,000

255243
森野藤助賽郭真写『松山本草』：
森野旧薬園から学ぶ生物多様性の原点と実践

大阪大学 総合学術博物館 准教授 髙橋  京子 髙橋  京子 和 Ｂ５ 522 大阪大学出版会 6,000,000

256003 Ｔｅｘｔ  ｂｏｏｋ  ｆｏｒ  Ｏｒａｌ  Ｃａｒｅ 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目  長門 夏目  長門 欧 Ａ４ 450 ㈱ネオ・メディク 2,000,000

14,700,000

配分予定額
（単位：円）

所属・職名

④生物系

計６件
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著者・編者 欧・和 判型 ページ数 発行所
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氏名

246008 都市を生きる人々（Ｌｉｖｉｎｇ  ｗｉｔｈ  ｔｈｅ  Ｒｉｓｋｓ） 埼玉大学 経済学部 准教授 遠藤  環 遠藤  環 欧 Ｂ５ 328
一般社団法人
京都大学学術出版会

1,900,000

246009 Ｔｈｅ  Ｂｏｕｎｄａｒｉｅｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  ’Ｊａｐａｎｅｓｅ’ 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 小熊  英二 小熊  英二 欧
２１５×１

３７判
480

Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ
Ｐｒｅｓｓ  Ｐｔｙ  Ｌｔｄ

1,600,000

246010
Ｔｈｅ  Ｂｕｓｈｍｅｎ：  Ａ  Ｈａｌｆ－Ｃｅｎｔｕｒｙ  Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ
ｏｆ  Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ  ｉｎ  Ｈｕｎｔｅｒ－Ｇａｔｈｅｒｅｒ  Ｌｉ
ｆｅ  ａｎｄ  Ｅｃｏｌｏｇｙ

京都大学
アフリカ地域
研究資料センター

名誉教授 田中  二郎 田中  二郎 欧 Ｂ５変 280
一般社団法人
京都大学学術出版会

1,700,000

246011
Ｐｈｙｓｉｃａｌ  ａｎｄ  Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ｏｆ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ  Ｐｒｏｄｕｃｔｓ

京都大学 農学研究科 教授 近藤  直 近藤  直 欧 Ｂ５変 360
一般社団法人
京都大学学術出版会

1,900,000

255244
診療場面における患者と医師の
コミュニケーション分析

東京大学 教養学部 非常勤講師 植田  栄子 植田  栄子 和 Ａ５ 352 ㈱ひつじ書房 1,100,000

255245
内海忠司日記
１９４０～１９４５－総力戦体制下の台湾と
植民地官僚

近畿大学 文芸学部 教授 近藤  正己 近藤  正己 和 菊版 896
（社）京都大学学術
出版会

3,500,000

255246 「開発」を生きる仏教僧 国立民族学博物館
外来研究員
（特別研究員ＰＤ）

岡部  真由美 岡部  真由美 和 Ａ５ 384 ㈱風響社 1,500,000

255247
生き続ける３００年の織りモノづくり―京都府北部・
丹後ちりめん業の歩みから

奈良女子大学
大学院人間文化
研究科

博士研究員 北野  裕子 北野  裕子 和 Ａ５ 268 株式会社  新評論 1,400,000

255248
Ａｎｃｉｅｎｔ  ｐｅｏｐｌｅ  ｉｎ  ｔｈｅ  ｃｅｎｔｒａｌ  Ｃｈｉｎａ  －Ａｎ
ｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ  ｓｔｕｄｙ  ｏｎ  ｔｈｅ  ｏｒｉｇｉｎ  ｏｆ  ｔｈｅＹ
ａｙｏｉ  ｐｅｏｐｌｅ

九州大学
大学院比較社会
文化研究院

教授 中橋  孝博 中橋  孝博 欧 Ｂ５ 200
財団法人
九州大学出版会

2,600,000

　　⑤広領域
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255249 Ｔｈｅ  Ｇｉｄｒａ 高崎経済大学 地域政策学部 教授 河辺  俊雄 河辺  俊雄 欧 Ｂ５変判 328
一般社団法人
京都大学学術出版会

3,100,000

255250 宗教集団の社会学 大阪国際大学 ビジネス学部 教授 三木  英 三木  英 和 Ａ５ 224
一般社団法人
北海道大学出版会

900,000

255251
現代アジアにおける華僑・
華人ネットワークの新展開

日本大学 経済学部 教授 清水  純 清水  純 和 Ａ５ 592 ㈱風響社 2,300,000

255252

Ｔｈｅ  Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ  ａｎｄ  Ｆｕｔｕｒｅ  Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ
ｏｆ  Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ  Ｃａｒｅ  Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ  Ｓｙｓｔｅｍ  ｉｎ
Ｊａｐａｎ：  Ｔｏｗａｒｄ  ｔｈｅ  Ｓｏｃｉａｌ  “Ｋａｉｇｏ”  Ｓｅｃｕｒｉ
ｔｙ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｇｌｏｂａｌ  Ｌｏｎｇｅｖｉｔｙ  ｓｏｃｉｅｔｙ

県立広島大学 保健福祉学部 教授 住居  広士
住居  広士
澤田  如

欧 Ａ５ 320 ㈱大学教育出版 2,500,000

255253 市川房枝と「大東亜戦争」 東洋英和女学院大学 国際社会学部 教授 進藤  久美子 進藤  久美子 和 Ａ５ 736
財団法人
法政大学出版局

2,900,000

255254 「思い出」をつなぐネットワーク 静岡大学 情報学部 准教授 吉田  寛
柴田  邦臣  吉田  寛
服部  哲  松本  早野
香

和 Ａ５ 312 ㈱昭和堂 1,500,000

255255 「他者」たちの農業史 同志社大学
グローバル・
スタディーズ研究科

日本学術振興会
特別研究員（ＰＤ）

安岡  健一 安岡  健一 和 Ａ５ 320
一般社団法人
京都大学学術出版会

1,500,000

255256
講義理解過程におけるアカデミック・
インターアクションに関する実証的研究

関西大学 国際部 特任常勤講師 毛利  貴美 毛利  貴美 和 Ａ５ 448 ㈱ココ出版 1,000,000

255257 少数民族教育と学校選択 東京大学 社会科学研究所
日本学術振興会
特別研究員（ＰＤ）

伊藤  未帆 伊藤  未帆 和 菊判 400
一般社団法人
京都大学学術出版会

2,100,000

255258 スマトラ地震による津波災害と復興 名古屋大学 大学院環境学研究科 教授 高橋  誠 高橋  誠 和 Ａ５ 416 ㈱古今書院 1,900,000

255259 大名江戸屋敷の建設と近世社会 筑波大学 システム情報系 教授
作事記録研究会
代表  藤川  昌樹

藤川  昌樹 和 Ａ５ 368 ㈱中央公論美術出版 1,100,000
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255260 越境するモノ―束縛から創造へ 京都大学 人文科学研究所 教授 田中  雅一 田中  雅一 和 Ａ５ 400
（社）京都大学学術
出版会

2,000,000

255261 国境と仏教実践 京都大学
地域研究
統合情報センター

研究員 小島  敬裕 小島  敬裕 和 菊判 372
（社）京都大学学術
出版会

1,900,000

255262 平成の風水害 山口大学 農学部 教授 山本  晴彦 山本  晴彦 和 Ａ５ 464 農林統計出版㈱ 2,600,000

255263
Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ－Ｐａｔｉｅｎｔ  Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ－Ｔｈｅ  Ｎｅ
ｗＭｏｄｅｌ  ｉｎ  Ｄｅｃｉｓｉｏｎ－Ｍａｋｉｎｇ

明治薬科大学 薬学部 専任講師 小松  楠緒子 小松  楠緒子 欧 Ａ５ 220 ㈱三恵社 1,000,000

255264 萌芽的科学技術と市民―フードナノテクからの問い 茨城大学 農学部 教授 立川  雅司 立川  雅司 和 Ａ５ 188 日本経済評論社 800,000

256004 ＳＡＧＯ  ＰＡＬＭ 石川県立大学 生物資源環境学部 教授 岡崎  正規 岡崎  正規 欧 Ａ５変 412
一般社団法人
京都大学学術出版会

6,400,000

256005 Ｔｈｅ  Ｅｎｄ  ｏｆ  Ｐｅｒｓｏｎａｌ  Ｒｕｌｅ  ｉｎ  Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 亜細亜大学 国際関係学部 専任講師 増原  綾子 増原  綾子 欧 Ｂ５変 368
Ｋｙｏｔｏ  Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
 Ｐｒｅｓｓ

5,100,000

256006 森林の協治が示す新たな社会像 東京大学
大学院農学
生命科学研究科

教授 井上  真 井上  真 欧 Ａ５ 464
一般財団法人
東京大学出版会

2,700,000

60,500,000計２８件



46 / 56 ページ

５．データベース

　（１）重点データベース

　　①人文科学系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

228005 演劇情報総合データベース ＤＴＲ 演劇学 演劇情報総合データベース作成委員会 委員長  竹本  幹夫 10,700,000

237001 日本現存朝鮮古書データベース ＤＯＫＢ
朝鮮・中国の思想・歴史・語学・文学・医学・薬学・地理
学・兵学・音楽・農学・数学・芸術・風水等々

麗澤大学朝鮮古書データベース作成チーム 客員教授  藤本  幸夫 2,700,000

247001 漢字字体規範史データベース ＨＮＧ 言語学、日本語学・国語学、文字学 漢字字体規範史データベース編纂委員会 委員長  豊島  正之 8,900,000

257001 東アジア出版文化研究資料画像データベース ＥＡＰＵＢ－ＤＢ
東アジアの書誌学・思想哲学・文学・美術史、東洋史、
日本・ヨーロッパ出版文化史

教授  磯部  彰 2,900,000

257002 日本語フレームネットデータベース ＪＦＮ
認知言語学及びコーパス言語学、認知言語学のうちフ
レーム意味論、辞書編纂学

日本語フレームネット研究会 代表者  小原  京子 1,000,000

257003 梅棹忠夫資料のデジタルアーカイブズ ＤＡＵＤ 日本の民族学研究史 梅棹デジタルアーカイブズプロジェクト 代表者  久保  正敏 5,100,000

31,300,000

申請者

計６件
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　　②社会科学系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

237002 全国小中学校研究紀要データベース ＴＥＡＣＨＩＰＲ 教材研究  授業実践研究  教師教育  教科教育
全国小中学校研究紀要
データベース作成委員会

委員長  小松  幸廣 4,200,000

247002 非営利法人財務データベース ＮＰＣ－ＣＦＤＢ
経済学、経営学、会計学、社会学などＮＰＯ法人・公益
法人の分析に関わる分野

非営利法人財務データベース作成委員会 委員長  山内  直人 5,200,000

257004 鐘紡資料 Ｋａｎｅｂｏ  ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 経営学
神戸大学経済経営研究所
附属企業資料総合センター

センター長  野口  昌良 7,900,000

17,300,000

　　③理工系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

247003 量子化学文献データベースⅡ ＱＣＬＤＢⅡ
化学全搬、物資科学、生命科学、宇宙科学、複雑系科
学など

量子化学データベース研究会 会長  細矢  治夫 4,500,000

257005 荷電粒子核反応データファイル ＮＲＤＦ 原子核物理学及びその応用分野
原子核反応データベース
研究開発センター

センター長  合川  正幸 800,000

257006 太陽地球系物理学データベース ＳＴＰ  ＤＡＴＡＢＡＳＥ 太陽地球系物理学、超高層物理学、地球電磁気学 ＳＴＰデータベース作成委員会 委員長  家森  俊彦 2,100,000

257007 リレーショナル化学災害データベース ＲＩＳＣＡＤ 安全工学およびエネルギー物質安全化学分野
独立行政法人産業技術総合研究所
安全科学研究部門

代表者  和田  有司 1,400,000

8,800,000

計３件

申請者

計４件

申請者
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　　④生物系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

218074 看護実践事例データベース ＣＮＰＤＢ 臨床における看護実践
日本看護実践事例集積センター
データベース作成委員会

委員長  平松  則子 1,500,000

228056 エキスパートがキュレートしたｔＲＮＡデータベース ｔＲＮＡＤＢ－ＣＥ
生物学（理学・医学・薬学・農学）のうちの、ゲノム科学、
分子遺伝学、分子生物学、バイオテクノロジー

ｔＲＮＡ遺伝子データベース作成グループ データベース長  池村  淑道 1,500,000

228067 生理活性脂質データベースＬｉｐｉｄＢａｎｋ ＬｉｐｉｄＢａｎｋ 医学、薬学、農学、生理学などの生命科学
日本脂質生化学会脂質
データベース構築委員会

委員長  和泉　孝志 2,300,000

228071 ヒト腎臓・尿プロテオームデータベース ＨＫＵＰ－ＤＢ 医学のうち腎臓生理学及び腎臓内科学
ヒトプロテオーム機構腎臓・
尿プロテオームイニシアチブ

代表  山本  格 1,700,000

237003 遺伝子共発現データベースＣＯＸＰＲＥＳｄｂ ＣＯＸＰＲＥＳｄｂ
基礎医学、生理学、分子生物学、ヒト・マウス・ラットの遺
伝子機能推定に関連が深い

ＣＯＸＰＲＥＳｄｂ作成委員会 委員長  木下  賢吾 4,400,000

237004 無脊椎動物脳プラットフォーム ＩＶＢ－ＰＦ 生物学 無脊椎動物脳プラットフォーム委員会 委員長  神崎  亮平 2,300,000

247004 転写開始点データベース ＤＢＴＳＳ 分子生物学、ゲノム生物学、ゲノム情報科学・基礎医学 転写開始点データベース作成委員会 委員長  中井  謙太 7,600,000

247005 植物の遺伝子共発現データベースＡＴＴＥＤ－Ⅱ ＡＴＴＥＤ－Ⅱ 農学、植物分子生物学、植物ゲノム生物学、進化学 ＡＴＴＥＤ－Ⅱ作成委員会 委員長  大林  武 3,400,000

24,700,000計８件

申請者
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申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

228077 ダイナミックブレインプラットフォーム
ＤｙｎａｍｉｃＢｒａｉｎ

Ｐｌａｔｆｏｒｍ
知能情報学、知能情報処理、感情情報学、神経科学一
般

ダイナミックブレインプラットフォーム委員会 代表  山口陽子 1,800,000

247006 沖縄文献情報データベース ＢＩＤＯＭ 沖縄研究に関わる人文社会科学領域
沖縄文献情報データベース作成
ワーキンググループ

委員長  赤嶺  守 3,700,000

257008 生体内低分子化合物の三次元構造データベース ３ＤＭＥＴ
生化学  ドラックデサイン  バイオインフォマティクス  ケモ
インフォマティクス  構造ゲノム科学  天然物化学

独立行政法人農業生物資源
研究所　前田  美紀

5,800,000

11,300,000

申請者

　　⑤広領域

計３件
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　（２）一般データベース

　　①人文科学系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

258001 インド学仏教学論文データベース ＩＮＢＵＤＳ
インド学と仏教学、及び関連する諸分野（哲学・宗教学・
国文学・日本史・東洋史など）

日本印度学仏教学会 理事長  斉藤  明 4,300,000

258002
早稲田大学會津八一記念博物館
収蔵品データベース

ＷＡＤ 美術史学
早稲田大学會津八一記念博物館収蔵品
データベース作成委員会

委員長  塚原  史 1,500,000

258003 国立西洋美術館所蔵作品データベース ＮＭＷＡＤＢ 西洋美術史、博物館学、文化財保存学
国立西洋美術館所蔵作品
データベース作成委員会

代表者  川口  雅子 3,100,000

258004 日本思想史文献データベース ＤｏＪＩＨ 思想史のうち日本思想史の分野 日本思想史文献データベース制作委員会 委員長  桐原  健真 900,000

258005 日本儒林叢書全文データベース Ｊｕｒｉｎ  ＤＢ 思想史のうち日本思想史の分野 日本儒林叢書全文データベース制作委員会 委員長  桐原  健真 2,200,000

258006 エン・ゲヴ遺跡データベース：出土物と調査記録 ＥＧＤ 古代イスラエル文化史  考古学  西アジア史  宗教史学 エン・ゲヴ遺跡発掘調査団 団長  月本  昭男 1,100,000

258007 日本古典籍総合目録 ＵＣＥＪＢ 文学・歴史を中心とし、人文・社会・自然科学の全分野 日本古典籍総合目録作成グループ グループ代表者  大髙  洋司 2,000,000

258008
日本文学研究論文の総合目録データベース
（大正・昭和・平成）

ＤＣＪＬＳ
国文学・国語学・国語教育学・図書館情報学・芸術学・
歴史学・宗教学・民俗学

日本文学研究論文の総合目録データベース
（大正・昭和・平成）作成グループ

グループ代表者  伊藤  鉄也 3,600,000

258009 英語に入った日本語の歴史的研究データベース ＨＤＪＷ
英語学のうち、英語に借用された日本語語彙の歴史的
研究

早川  勇 1,600,000

258010 日本語危機方言データベース ＤＢＥＤＪ
言語学、日本語学、方言学、音声学、音韻論、形態論、
統語論、社会言語学

日本語危機方言データベース作成委員会 委員長  木部  暢子 4,400,000

申請者
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258011 環境アーカイブズ所蔵資料データベース ＤＭＯＡＥＩ 社会学、歴史学（のうち現代史・社会史・環境史分野） 環境アーカイブズデータベース作成委員会 委員長  金  慶南 1,300,000

258012 台湾総督府文書目録データベース ＡＧＴＤＢ
歴史学・都市工学・医療衛生学・社会政策学・社会福祉
学・教育学・日本語学・宗教学・史料学・文書学の分野

台湾総督府文書目録
データベース作成グループ

グループ長  檜山  幸夫 6,500,000

258013 日本古文書ユニオンカタログ ＵＣＪＨＤ 日本史 日本古文書ユニオンカタログ作成グループ 代表  近藤  成一 6,900,000

258014 古記録フルテキストデータベース ＦＤＯＪＤ
前近代日本の歴史・文学・言語・宗教・思想・文化等の
研究

古記録フルテキストデータベース
作成グループ

代表者  吉田  早苗 1,700,000

258015 日本常民文化研究所デジタル資料群データベース ＪＯＭＩＮ－ＡＤＭ
日本史・漁業史・産業史・民具学・文化人類学・民俗学
の分野

日本常民文化研究所データベース作成委員会 委員長  佐野  賢治 6,400,000

258016
東洋学多言語貴重資料のマルティメディア
情報システム

ＭＩＳＭＲＭＡＳ 東洋学全般 東洋文庫電算化委員会 委員長  斯波  義信 8,000,000

258017 全国漢籍データベース・懐徳堂文庫 ＫＡＮＳＥＫＩ 人文科学で漢籍を資料とするすべての分野 全国漢籍データベース作成委員会 委員長  井波  陵一 800,000

258018 遺跡資料リポジトリ・データベース ＲＡＲ 考古学（先史時代、古代、中世、近世、近現代）
遺跡資料リポジトリ・
データベース作成委員会

委員長  田籠  博 2,400,000

258019 東アジア民話データベース ＥＡＦＤＢ 民俗学及び口承文芸学の分野 東アジア民話データベース作成委員会 委員長  樋口  淳 9,700,000

258020 テレビＣＭデータベース：ＪＡＣコレクション（１） ＤＴＶＣＪＡＣＣ（１）
民俗学、文化史、社会史、メディア論、言語社会学、産業
社会学、比較文化論、コンテンツ産業論、映像研究、ア
ニメーション研究

テレビＣＭデータベース：
ＪＡＣコレクション作成委員会

委員長  津堅  信之 6,400,000

258021 近藤豊撮影写真資料 ＹＫＰＡ 地域研究、地理学、建築史、ＧＩＳ 立命館大学アート・リサーチセンター センター長  矢野  桂司 5,200,000

80,000,000計２１件
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　　②社会科学系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

258022 ＣＡＳＩ世論調査データベース
Ｗａｓｅｄａ－ＣＡＳＩ

Ｄａｔａ
政治学、特に選挙・投票行動研究の分野 Ｗ－ＣＡＳＩ研究会 代表者  田中  愛治 2,500,000

258023 ミクロ統計データベース Ｍｉｃｒｏ  ＤＢ
社会経済分野のアジア諸国の政府統計のミクロ統計
データ

ミクロ統計データ活用研究会 幹事  伊藤  彰彦 3,000,000

258024 戦前期新聞経済記事文庫データベース ＰＤＮＥＡＤ 経済学の分野
神戸大学戦前期新聞経済記事文庫
データベース作成委員会

委員長  富田  昌宏 12,300,000

258025 社会学文献情報データベース ＢＪＳ 社会学の分野 日本社会学会 会長  鳥越  皓之 1,400,000

258026 ＳＳＪデータアーカイブ ＳＳＪＤＡ 日本の社会・労働調査 データアーカイブ部会 代表  佐藤  博樹 2,800,000

258027
ストレス関連尺度の使用状況に関するデータベー
ス

ＤＭＳ
心理学全般（基礎から応用）・精神医学・心理学周辺領
域（教育学・社会学・看護学など）

ストレス尺度データベース作成委員会
プロジェクトリーダー
加藤  司

800,000

258028 函館貴重児童雑誌付録・児童雑誌データベース ＤＪＲＳＭＨ
児童文化、児童文学、児童教育（史）、日本近現代史、
植民地文化史、社会史、出版文化史、地方史、北海道
史、図書館学

函館貴重児童雑誌付録・
児童雑誌データベース作成委員会

委員長  柴村  紀代 2,100,000

258029 国立教育政策研究所刊行物アーカイブズ ＮＩＥＲＤＢ
教育学、社会科学、教育制度、学校経営、学級経営、高
等教育、中等教育、初等教育、生徒指導、教育行政など
教育分野全般

国立教育政策研究所刊行物
アーカイブズ作成委員会

委員長  吉岡  亮衛 5,000,000

258030
近代日本教科書書誌データベース
（明治初年～昭和２０年）

ＪＴＢＤＭ 近代教科書に関係が深いもの
近代日本教科書書誌
データベース作成委員会

委員長  江草  由佳 6,400,000

36,300,000計９件

申請者
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　　③理工系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

258031
２  Ｍｉｃｒｏｎ  Ａｌｌ  Ｓｋｙ  Ｓｕｒｖｅｙ  に基づく
分子雲コアのデータベース

ＤｅｎｓｅＣｏｒｅ
天文学のうち星間物質、暗黒星雲、分子雲コア、星形成
に関係が深いもの

暗黒星雲データベース作成委員会 委員長  土橋  一仁 4,700,000

258032 宇宙災害予報のためのマグダスインデックス ＭＡＧＤＡＳ  ＩＮＤＥＸ 地球電磁気学及び太陽地球系物理学
マグダスインデックス
データベース作成委員会

委員長  阿部  修司 4,800,000

258033 ＭＵレーダー流星ヘッドエコーデータベース ＭＵＲＭＨＥＤ 超高層物理学、太陽系天文学 レーダー流星ヘッドエコーＤＢ作成グループ 委員長  中村  卓司 2,900,000

258034 コンピュータ博物館 情報技術 一般社団法人  情報処理学会 事務局長  下間  芳樹 800,000

258035 東京大学航空研究所低速風洞設計データベース ＫＯＫＥＮＷＴＤＢ 航空史、科学史、航空宇宙工学
東京大学・先端科学技術研究センター・
風洞運営委員会

委員長  岩崎  晃 1,600,000

258036
日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベー
ス

ＡＩＪ－ＢＩＲＤ 建築学の分野 一般社団法人  日本建築学会 会長  和田  章 2,000,000

258037
土木学会東日本大震災アーカイブ映像データベー
ス

ＪＳＣＥ２０１１ＥｑＡＶ 土木工学，国土防災工学，都市建設工学の分野 土木技術映像委員会 委員長  大野  春雄 7,300,000

258038 土木学会土木図書館  土木図面データベース ＪＳＣＥ  ＡＤＤ 土木工学，国土防災工学，都市建設工学の分野 土木図書館委員会 委員長  五十畑  弘 5,400,000

29,500,000

申請者

計８件
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　　④生物系

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

258039 トマト・オミックス・データベース ＴＯＭＡＴＯＭＩＣＳ
ゲノム生物学、分子生物学、分子遺伝学、植物生理学、
育種学及びバイオインフォマティクスの分野

トマト・オミックス・データベース作成委員会 委員長  矢野  健太郎 5,300,000

258040 微生物比較ゲノムデータベース ＭＢＧＤ 微生物学、ゲノム科学、生物情報学 内山  郁夫 3,800,000

258041 ＤＮＡバーコードデータベース ＪＢＯＬ－ＤＢ 多様性生物学、生物分類学 ＤＮＡバーコードデータベース作成委員会 委員長  海老原  淳 2,600,000

258042 蛋白質多型データベース ｄｂＰｒｏＰ
人間の遺伝子情報を扱う医学・生物学分野で、蛋白質
の構造変化や遺伝子多型に着目する研究分野全般を
対象とする

齋藤  俊行 1,500,000

258043 昆虫学データベース ＫＯＮＣＨＵ
昆虫学，植物保護、分類学、生態学、自然保護、寄生虫
学

昆虫学データベース作成グループ 代表  多田内  修 8,400,000

258044
ＮＬＳ－ＮＥＳｄｂ－―蛋白質核内移行シグナルの
データベース

ＮＬＳ－ＮＥＳｄｂ 分子生物学のうち蛋白質の細胞内輸送に関する分野
独立行政法人産業技術総合研究所
生命情報工学研究センター

研究チーム長
ＨＯＲＴＯＮ  ＰＡＵＬ

3,200,000

258045 シアノベース・リゾベース
ＣｙａｎｏＢａｓｅ・
ＲｈｉｚｏＢａｓｅ

生物学（全般）
ＣｙａｎｏＢａｓｅ・ＲｈｉｚｏＢａｓｅ
論文キュレーションプロジェクト

代表  中村  保一 8,700,000

258046
ゼブラフィッシュジーントラップエンハンサートラップ
データベース

ｚＴｒａｐ ゲノム科学  発生生物学  神経科学
国立遺伝学研究所個体遺伝研究系
初期発生研究部門

代表  川上  浩一 2,600,000

258047 寄生虫、衛生害虫発現遺伝子データベース Ｆｕｌｌ－Ｐａｒａｓｉｔｅｓ
寄生虫学、分子生物学、ゲノム生物学、ゲノム情報学の
各分野

寄生虫、衛生害虫発現遺伝子
データベース作成委員会

委員長  鈴木  穣 7,500,000

258048 魚類ミトコンドリアゲノムデータベース ＭｉｔｏＦｉｓｈ
魚類学、分子生物学、保全生物学、資源生物学、および
食品学

魚類ミトコンドリアゲノムデータベース作成委員会 委員長  岩崎  渉 4,800,000

258049 木材多様性生存圏データベース ＤＢＨＳＷＤ 文理融合・学際的生存圏科学分野 生存圏データベース作成委員会 副委員長  杉山  淳司 6,400,000

申請者
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258050 カイコ完全長ｃＤＮＡデータベース ＳｉｌｋＢａｓｅ ゲノム情報科学及び昆虫ゲノム科学 カイコ完全長ｃＤＮＡデータベース作成委員会 委員長  嶋田  透 2,100,000

258051
ヒト疾患および体質個人差に関する
ゲノム多様性情報の統合データベース

ＨＧＶ－ＤＢ
遺伝子医学、ゲノム医科学、臨床遺伝学、遺伝子診断、
遺伝子治療、バイオインフォマティクス、ライフサイエン
ス、生命倫理

ヒト遺伝子疾患変異研究会
データベース作成委員会

委員長  清水  信義 5,300,000

258052 医学研・脳神経病理データベース運営委員会 ＮＤ－ＴＭＩＭＤ 病理学および神経病理学  脳神経科学  医学教育学 医学研・脳神経病理データベース運営委員会 委員長  新井  信隆 1,500,000

258053 コモンマーモセットのデジタル脳アトラス ＤＢＡＣＭ 神経科学・解剖学・組織学・霊長類学
公益財団法人東京都医学総合研究所
脳構造研究室

副参事研究員  徳野  博信 4,500,000

258054 グライコナビデータベース ＧｌｙｃｏＮＡＶＩ  ＤＢ
糖質科学、糖鎖工学、有機化学、糖鎖生物学、分子生
物学、インフォマティクス、創薬科学

糖質合成データベースワーキンググループ 研究員  山田  一作 5,700,000

258055 ヒト遺伝子多型の疾患リスク情報データベース ＶａｒｙＳｙｓＤＢ 医学、生物学、薬学 疾患リスク情報データベース・プロジェクト 代表  今西  規 4,500,000

258056
ＳＥＶＥＮＳ：Ｇタンパク質共役型受容体の
機能解析統合環境

ＳＥＶＥＮＳ 分子生物学および、医学、薬学の分野 ＳＥＶＥＮＳデータベース作成委員会 委員長  諏訪  牧子 3,300,000

258057 小脳発達トランスクリプトームデータベース ＣＤＴ－ＤＢ 分子神経科学  ニューロインフォマティクス ＣＤＴ－ＤＢプラットホーム作成委員会 委員長  古市  貞一 3,100,000

258058 生命科学文献用語・話法データベース ＷｅｂＬＳＤ 生命科学、医学、薬学、生物学 ライフサイエンス辞書プロジェクト 代表  金子  周司 3,000,000

87,800,000計２０件
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　　⑤広領域

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

配分予定額
（単位：円）

258059 日本国内地温・凍結深データベース ＳｏｉｌＴｅｍｐＪＤＢ
地球物理学（雪氷学，気象学），自然地理学，農学およ
び工学

日本国内地温・凍結深
データベース作成委員会

代表者  斉藤  和之 3,000,000

258060 近代医学の黎明デジタルアーカイブ ＤＤＭ 医学史及び医療史
近代医学の黎名デジタル
アーカイブ作成委員会

委員長  大磯  ユタカ 1,700,000

258061 近世・近代社会経済資料統合データベース ＳＲＥＭＭＥＤＢ
日本経済史、日本経営史、日本近世史、日本近代史、
社会経済農学、古文書学、アーカイブズ学、書誌学の分
野

近世・近代社会経済資料統合
データベース作成委員会

委員長  谷本  雅之 12,700,000

258062 デジタル台風：台風画像と台風情報 Ｄｉｇｉｔａｌ  Ｔｙｐｈｏｏｎ 気象学、情報学、地球科学、災害科学、地理学 デジタル台風作成委員会 代表者  北本  朝展 3,300,000

20,700,000

（単位：円）

申請
番号

データベース名称
データベース名称

（略称）
交付内定額

H25年度

259501
ＵｎｉＢｉｏ  Ｐｒｅｓｓ
ジャーナル

ＵＢＰ 公益社団法人  日本動物学会 会長  阿形  清和 1,400,000

1,400,000計１件

　(3)学術誌データベース

　　生物系

分野名 申請者

計４件

申請者
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