
（１）　新規採択分 平成２６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 〔 1,065 〕 〔 451 〕 〔 42.3 〕 〔 1,213,200 〕 〔 2,690 〕 〔 31,400 〕

1,014 439 43.3 955,200 2,176 18,100

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

104 55 52.9 91,000 1,655 9,000

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

87 37 42.5 175,700 4,749 18,100

〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕

- - - - - -

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

680 287 42.2 431,200 1,502 14,000

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

143 60 42.0 257,300 4,288 9,000

(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２６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



（２）　新規採択分+継続分 平成２６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 〔 1,116 〕 〔 502 〕 〔 45.0 〕 〔 1,381,600 〕 〔 2,752 〕 〔 31,400 〕

1,084 509 47.0 1,360,000 2,672 31,700

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

110 61 55.5 119,300 1,956 9,000

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

111 61 55.0 426,100 6,985 31,700

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

14 14 100.0 36,100 2,579 6,200

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

686 293 42.7 444,900 1,518 14,000

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

163 80 49.1 333,600 4,170 10,700

(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２６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



１．研究成果公開発表

（１）研究成果公開発表（B)

　①人文科学系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名 交付予定額

260001 日本医学哲学・倫理学会 学会長  小出  泰士 公開講座「終末期における治療の差し控えや中止とその倫理的問題  ―よい死を迎えるために― 1,300,000

260002 日本文科財科学会 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（Ⅲ） 1,200,000

260003 日本西アジア考古学会 会長  西藤  清秀 古代西アジアの食文化：ワインとビールの物語 1,200,000

260004 日本民俗建築学会 会長  杉本尚次 平成２６年度シンポジウム  町並み保存からまちの再生へ  ―重伝建の町・豊岡市出石のまちづくりにむけて 500,000

4,200,000

　②社会科学系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名 交付予定額

260005 公益社団法人都市住宅学会 会長  髙田  光雄 空き家家問題の本質と適正管理、事業化、地域活性 1,300,000

260006 日本難病看護学会 代表理事  本田彰子 第１９回日本難病看護学会学術集会公開シンポジウム・セミナー 1,000,000

260007 日本動物心理学会 理事長  渡邊正孝 第７４回日本動物心理学会公開シンポジウム「比較認知科学の最前線―こころの進化を探る―」 1,100,000

260008 日本認知心理学会 理事長  行場  次朗 認知心理学のフロンティア－こころの常識と偏見を越えて－ 1,000,000

260009 一般社団法人  日本体育学会 会長  阿江  通良 東日本大震災の被災地における健康・体育・スポーツの現状と展望 1,400,000

5,800,000

平成26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

計４件

計５件



　③理工系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名 交付予定額

260010 一般社団法人  日本物理学会 会長  斯波  弘行 公開講座「プラズマの物理と応用  ～天体・核融合・産業・医療～」 1,200,000

260011 公益社団法人  日本天文学会 会長  櫻井  隆 日本天文学会公開講演会  星の一生～その誕生から死まで（仮） 800,000

260012 一般社団法人  日本地質学会 会長  石渡  明 「市民講演会：桜島と諏訪之瀬島の大噴火と火山災害」及び「地質情報展２０１４かごしま」 1,400,000

260013 公益社団法人  日本雪氷学会 会長  中尾  正義 雪氷から防災を考える―雪氷楽会ｉｎ八戸― 700,000

260014 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

260015 公益社団法人  日本地震学会 会長  加藤  照之 一般公開セミナー「過去から学び将来へ伝える」および親と子の防災教室「自ら身を守り、生き抜く」 700,000

260016 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長  中村  正人 見て・さわって・感じよう！  電波と磁場の不思議 1,200,000

260017 特定非営利活動法人  日本火山学会 会長  宇都  浩三 九州の火山と地熱エネルギーを知ろう 1,200,000

260018 公益社団法人  高分子学会 会長  明石  満 驚きの先端材料科学体験ゾーン：大学一日高分子化学教室 1,200,000

260019 公益社団法人  化学工学会 代表理事  会長  竹内  敬介 第２０回高校生のための現代寺子屋講座「小さな世界を科学する：材料・化学プロセス・触媒」 400,000

260020 公益社団法人  応用物理学会 会長  小長井  誠 中山間地支援出張リフレッシュ理科教室（東海支部） 900,000

260021 一般社団法人  日本原子力学会 会長  堀池  寛 原子力オープンスクール２０１４―放射線をはかって、目で見て、その正体を親子で正しく学ぼう― 1,000,000

260022 一般社団法人  電気学会 会長  日髙  邦彦 夏休み子ども理科体験教室  「手作り発電機・モーターと電池の実験で電気について学ぼう！」 1,100,000

260023 一般社団法人  電気学会 会長  日髙  邦彦 はてな？なるほど！電気ゼミナール 800,000

260024 公益社団法人  日本磁気学会 会長  二本正昭 第１９回公開講演会「さわって体験してみよう！磁石のふしぎな世界」 400,000

260025 一般社団法人  日本機械学会 会長  矢部  彰 第２０回流れのふしぎ展 1,300,000

260026 一般社団法人  日本機械学会 会長  矢部  彰 最新生産加工技術の動向と将来展望～将来のキャリア設計に役立てるために 500,000

260027 公益社団法人  日本水環境学会 会長  迫田  章義 黄砂と共に飛来する越境化学物質―水環響と健康に対する影響を考える― 1,100,000

17,300,000計１８件



　④生物系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名 交付予定額

260028 日本遺伝学会 会長  遠藤  隆 健康と長寿に貢献する遺伝学と情報学 1,300,000

260029 公益社団法人  日本動物学会 会長  阿形  清和 「動物学ひろば」・「みんなも動物博士！―最先端の動物学研究を知ろう！―」 900,000

260030 日本人類学会 会長  松浦  秀治 第６８回日本人類学会公開シンポジウム「旧石器時代人から縄文時代人へ」 1,300,000

260031 公益社団法人  日本植物学会 会長  戸部  博 日本植物学会第７８回（神奈川）大会公開シンポジウム「私達のくらしを支える植物の多様な遺伝資源」 900,000

260032 一般財団法人  染色体学会 理事長  福井  希一 市民公開講座「ゲノムと性：オスとメスを決めるからくり」 1,400,000

260033 日本霊長類学会 会長  清水  慶子 第３０回日本霊長類学会大会公開シンポジウム「老化を考える  ―霊長類学から現代社会へのアプローチ― 1,300,000

260034 日本植物細胞分子生物学会 会長  小関  良宏 日本植物細胞分子生物学会市民公開シンポジウム「生活を豊かにする花の未来像―岩手市民と一緒に考え 700,000

260035 日本繁殖生物学会 理事長  前多  敬一朗 親になるきみたちへ～出生前診断でわかること～ 900,000

260036 動物臨床医学会 会長  若尾  義人 第３５回動物臨床医学会記念年次大会市民公開シンポジウム「日本における動物愛護活動の実態と今後のあ 1,300,000

260037 日本育種学会 会長  奥野  員敏 国際的視点から「環境園芸王国」を目指して―宮崎県からのレポート― 1,200,000

260038 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  内藤  邦彦 原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染と家畜，野生動物の実態 300,000

260039 一般社団法人  日本森林学会 会長  井出雄雄二 里山広葉樹林の保全と活用―東北の可能性 1,100,000

260040 日本神経科学学会 会長  宮下  保司 第３７回日本神経科学大会市民公開講座  「こころの病気の臨床：求められていること、脳科学ができること」 1,400,000

260041 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  岩尾  洋 第８８回日本薬理学会年会  市民公開講座「時と睡眠と薬」 1,400,000

260042 日本バイオイメージング学会 会長  川西  徹 融合研究が拓くバイオイメージング  ～物理学・化学の生命科学研究への新展開～ 1,400,000

260043 一般社団法人  日本生理学会 理事長  栗原  敏 脳と体の仕組み：サイエンス・アドベンチャー 1,400,000

260044 一般社団法人  日本人工臓器学会 理事長  松田  兼一 第５２回日本人工臓器学会大会市民公開講座「ここまで進んだ介護ロボット」 1,200,000



課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名 交付予定額

260045 公益社団法人  日本放射線技術学会 代表理事  真田  茂 平成２６年度市民公開講座「放射線に対するリスクの正しい考え方―放射線と上手に付き合うために―」 1,400,000

260046 公益社団法人  日本薬学会 会頭  柴﨑  正勝 高校生向け市民講演会「薬学の魅力―伝統医療から貼るワクチンまで―」 1,400,000

260047 特定非営利活動法人  日本歯科保存学理事長  千田  彰 日本歯科保存学会公開シンポジウム「歯からはじまる健康」 900,000

23,100,000計20件



研究成果公開発表（C)

①社会科学系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 国際シンポジウム・国際会議等名 交付予定額

260301 日本中東学会 会長  栗田  禎子 アジアの視点から中東研究を脱・再構築する：アジア中東学会連盟創立２０周年 2,900,000

260302 日本スポーツ心理学会 会長  中込  四郎 第７回アジア南太平様国際スポーツ心理学会 5,100,000

8,000,000

②理工系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 国際シンポジウム・国際会議等名 交付予定額

2573002 公益社団法人　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- 5,500,000

2574001 一般社団法人　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 7,200,000

2574003 一般社団法人　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 1,600,000

2574004 一般社団法人　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 2,500,000

260303 公益社団法人  応用物理学会 会長  小長井  誠 和文名：２０１４年国際固体素子・材料コンファレンス  英文名：２０１４Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ  ｏ           9,000,000

260304 一般社団法人  日本機械学会 会長  矢部  彰 第１２回運動と振動の制御国際会議 7,600,000

260305 一般社団法人  岩の力学連合会 理事長  尾原  祐三 国際岩の力学会２０１４年国際シンポジウム―第８回アジア岩の力学シンポジウム 4,200,000

260701 一般社団法人  日本航空宇宙学会 会長  李家  賢一 第３０回宇宙技術および科学の国際シンポジウム 600,000

38,200,000

計２件

計８件



③生物系

課題番号 主催団体名 主催団体代表者　職名氏名 国際シンポジウム・国際会議等名 交付予定額

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 5,900,000

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 5,600,000

260306 公益社団法人  日本獣医師会 会長  藏内  勇夫 栄養、代謝、免疫学の応用による乳牛の疾病予防と生産性向上のためのグローバル・アプローチ 8,000,000

260307 公益社団法人  日本放射線技術学会 代表理事  真田  茂 第２回国際放射線技術科学会議 3,200,000

22,700,000計４件



国際情報発信強化

（１）国際情報発信強化（A)

　①理工系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

251001 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長  中村　正人 ”Ｅａｒｔｈ，  Ｐｌａｎｅｔｓ  ａｎｄ  Ｓｐａｃｅ”誌の国際情報発信強化 22,100,000      

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 23,600,000      

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 31,400,000      

261013 一般社団法人  日本物理学会 会長  斯波  弘行 英文学術誌の刊行による物理学情報発信強化の取り組み 18,100,000      

95,200,000      

　②生物系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

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 19,000,000      

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 12,400,000      

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

18,700,000      

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 17,600,000      

261011 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 7,500,000       

261012 一般社団法人  日本血液学会 理事長  金倉  譲 血液学分野におけるアジア地域からの我が国リーダーシップによる国際情報発信の強化 7,300,000       

261014 公益社団法人  日本植物学会 会長  戸部  博 基礎植物科学研究成果の国際発信力強化 17,300,000      

99,800,000      

計４件

計７件



（２）国際情報発信強化（B)

　①人文・社会系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

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 2,400,000       

262013 アジア政治研究連合 理事長  猪口  孝 アジア政治の国際情報発信強化 2,500,000       

262014 日本英語学会 会長  大庭  幸男 電子化と国際連携による英語学研究の国際情報発信強化の取組 3,400,000       

262019 一般社団法人  日本教育学会 会長  藤田  英典 英文誌編集体制強化および電子化の推進 600,000         

262021 一般社団法人  日本品質管理学会 会長  中條  武志 総合的品質管理の理論・実践に関する学術的論文の電子ジャーナルによる発信 1,500,000       

262023 環太平洋産業連関分析学会 会長  長谷部  勇一 英文機関誌の論文掲載促進を通した国際情報発信強化に関する取組 3,500,000       

262024 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の強化 3,500,000       

263001 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 3,700,000       

263002 日本文化人類学会 会長  小泉  潤二 日本発東アジアネットワークの構築を基幹とする文化人類学研究の国際情報発信強化 3,000,000       

263003 経済学史学会 代表幹事  堂目  卓生 英文率向上と国際的認知度向上の取組 3,200,000       

263004 日本音声学会 会長  佐藤  大和 学会誌『音声研究』の研究成果の海外への発信 2,600,000       

263005 日本言語学会 会長  梶  茂樹 国際学術ネットワークの強化と電子的情報発信の持続的展開のための組織的取組 3,800,000       

33,700,000      計１２件



　②理工系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

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

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 3,900,000       

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 3,700,000       

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 3,300,000       

262005 公益社団法人  化学工学会 会長  竹内  敬介
公益社団法人化学工学会のＪｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ｏｆ  Ｊａｐａｎの国際情報発信
強化

3,600,000       

262007 公益社団法人  地盤工学会 代表理事・会長  末岡  徹
先進的インフラストラクチャー構築／防災・減災／地盤環境修復保全に関する地盤技術の国際情
報発信と学術支援

3,300,000       

262008 日本質量分析学会 会長  荒川  隆一 質量分析学英文誌の国際発信強化戦略 5,400,000       

262009 公益社団法人  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

3,200,000       

262018 公益社団法人  日本船舶海洋工学会 会長  大和  裕幸 英文論文集の内容及び審査体制改善による国際的評価向上の取組 3,600,000       

34,000,000      

　③生物系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

252006 日本遺伝学会 会長 遠藤　隆 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 3,900,000       

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 3,800,000       

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 4,200,000       

計９件



課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

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 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 4,200,000       

252017 日本微生物生態学会 会長　南澤　究 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 4,000,000       

252023 日本生薬学会 会長　小林　資正 天然薬物に関する研究成果発信のグローバル化促進 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 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 3,700,000       

262001 日本熱帯農業学会 会長  弦間  洋
アジア・アフリカ地域への『Ｔｒｏｐｉｃａｌ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ  ａｎｄ  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ』の情報発信力を強化する
ための取組

3,800,000       

262002 日本毒性学会 理事長  菅野  純 毒性学の発展に寄与する迅速かつ有用な国際情報発信への取組 3,500,000       

262003 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 3,800,000       

262004 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 2,300,000       

262006 日本疫学会 理事長  磯  博康 日本疫学会誌Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙの世界水準発信力獲得のための多角的取り組み 3,300,000       

262010 公益社団法人  日本油化学会 会長  宮澤  三雄 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 2,500,000       

262011 日本放射線影響学会 会長  宮川  清 今必要とされる放射線影響研究を日本から世界へ発信するための取組 3,600,000       

262012 公益財団法人  日本メンデル協会 会長  長田  敏行 日本をはじめとするアジア・アフリカ・中南米の染色体資源の保護と国際発信力強化 3,700,000       

262015 一般社団法人  日本内分泌学会 代表理事  松本  俊夫 Ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  を内分泌学の世界的基幹ジャーナルにする取り組み 1,700,000       

262016 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  内藤  邦彦
優れた研究成果の国際発信強化を目指したＡｎｉｍａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  Ｊｏｕｒｎａｌの認知度および質向上の
ための取組

3,800,000       

262017 日本薬物動態学会 会長  鈴木  洋史 日本薬物動態学会英文誌ＤＭＰＫの国際情報発信の推進 3,500,000       



課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

262020 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ＡＨＣの論文審査体制の形態学関連国際誌との共有化とその国際標
準化による国際展開力の強化

3,500,000       

262022 日本骨代謝学会 理事長  田中  良哉 日本骨代謝学会英文誌ＪＢＭＭの国際情報発信力強化に向けた取り組み 3,400,000       

262025 日本生物物理学会 会長  難波  啓一 アジア・オセアニア地区を代表する欧文誌としてのＢＩＯＰＨＹＳＩＣＳの活性化 3,500,000       

262026 日本発生生物学会 会長  阿形  清和 発生生物学研究におけるアジア・オセアニア地域からの国際情報発信の強化 3,100,000       

84,200,000      

　④広領域

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

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 1,200,000       

1,200,000       

計２４件

計１件



（３）オープンアクセス刊行支援

　①理工系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

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 31,700,000      

254002 一般社団法人  日本物理学会 会長  斯波　弘行 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 20,200,000      

51,900,000      

　②生物系

課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
(単位:円）

264001 公益社団法人  日本動物学会 会長  阿形  清和 新規ＯＡ誌の発刊による相乗効果を狙った国際情報発信システムの構築 8,900,000       

264002 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 17,200,000      

26,100,000      

計２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

233003
日本フランス語
フランス文学会

委員長  吉川  一義
ＥＴＵＤＥＳ  ＤＥ  ＬＡＮＧＵＥ  ＥＴ  ＬＩＴＴＥＲＡＴＵＲＥ
ＦＲＡＮＣＡＩＳＥＳ  フランス語フランス文学研究

Ａ５ 2 900 0 555 383 700,000

700,000計１件

交付予定額
（単位：円）

刊行物の名称
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

課題
番号

判型団体名称 代表者名
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　　②理工系

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

Ａ４
12 192 530 1560 1560 5,100,000

233018
公益社団法人
日本生物工学会

会長  原島　俊 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ  ａｎｄ  Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
電子版、

Ａ４版
12 58 165 1290 1290 5,600,000

10,700,000

　　③生物系

233027 社団法人  日本植物学会 会長  福田　裕穂 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｐｌａｎｔ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ
Ａ４

国際変判
6 417 192 840 840 6,200,000

233034 日本植物病理学会 会長  奧野　哲郎 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｇｅｎｅｒａｌ  Ｐｌａｎｔ  Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ 変形Ａ４判 6 358 130 480 480 2,500,000

計２件

年間
総ページ数

うち欧文
ページ

交付予定額
（単位：円）

課題
番号

刊行物の名称 判型団体名称 代表者名
年間
刊行
回数

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送

交付予定額
（単位：円）

判型
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

うち欧文
ページ

課題
番号

刊行物の名称団体名称 代表者名
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233044 日本育種学会 会長  奧野　員敏 Ｂｒｅｅｄｉｎｇ  Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａ４ 5 410 0 600 600 3,400,000

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

4 165 20 310 310 900,000

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

4 300 6 288 288 800,000

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

4 250 20 256 256 1,200,000

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

6 167 3 704 704 1,700,000

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

Ａ４変形判
2 467 500 144 144 1,000,000

243048
社団法人
日本産業衛生学会

理事長  大前  和幸 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ  Ｈｅａｌｔｈ
電子版、

Ａ４
6 1400 0 496 496 4,700,000

22,400,000

交付予定額
（単位：円）

課題
番号

団体名称 代表者名 刊行物の名称 判型
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

うち欧文
ページ

計９件
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　（２）和文誌

　　社会科学系

234019 心理学評論刊行会 代表者  藤田　和生 心理学評論 Ｂ５ 4 250 8 665 23 1,200,000

234024
一般社団法人
日本保育学会

会長  秋田  喜代美 保育学研究 Ｂ５ 3 1567 1 344 16 1,100,000

2,300,000

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

課題
番号

刊行物の名称
交付予定額
（単位：円）

判型
年間
刊行
回数

計２件

団体名称 代表者名



４.学術図書

①人文科学系

課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

256004 石川県立大学 生物資源環境学部 教授 岡崎  正規 ＳＡＧＯ  ＰＡＬＭ 岡崎  正規 欧 Ａ５変 412
一般社団法人  京
都大学学術出版会 2,400,000

256006 東京大学
大学院農学生命科
学研究科 教授 井上  真 森林の協治が示す新たな社会像 井上  真 欧 Ａ５ 464

一般財団法人  東
京大学出版会 2,300,000

256001 南山大学 人文学部 准教授 渡部  森哉
Ｄｏｍｉｎｉｏ  Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ  ｅｎ  ｅｌ  Ｉｍｐ
ｅｒｉｏ  Ｉｎｃａ 渡部  森哉 欧 Ａ５ 270 （有）春風社 1,800,000

256002 東北大学
東北アジア研究セン
ター 教授 高倉  浩樹

Ａｒｃｔｉｃ  Ｐａｓｔｏｒａｌｉｓｔ  Ｓａｋｈａ：Ｅｔｈｎ
ｏｇｒａｐｈｙ  ｏｆＥｖｏｌｕｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｍｉｃｒ
ｏ－ａｄａｐｔａｔｉｏｎ  ｉｎ  Ｓｉｂｅｒｉａ 高倉  浩樹 欧 Ａ５ 256 ㈱昭和堂 1,200,000

256005 亜細亜大学 国際関係学部 准教授 増原  綾子
Ｔｈｅ  Ｅｎｄ  ｏｆ  Ｐｅｒｓｏｎａｌ  Ｒｕｌｅ  ｉｎ
Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 増原  綾子 欧 Ｂ５変 368

Ｋｙｏｔｏ  Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｐｒｅｓｓ 2,000,000

265001 東洋大学 文学部 教授 村上  勝三 知の存在と創造性 村上  勝三 和 Ａ５ 230 ㈱知泉書館 1,100,000

265002 東京芸術大学 美術学部 教授 越川  倫明
ジョルジョ・ヴァザーリ  『美術家列
伝』  第三巻 越川  倫明 和 Ａ４ 512

㈱中央公論美術出
版 2,000,000

265003 早稲田大学
教育・総合科学学術
院

特別研究員
（ＰＤ） 河村  彩 ロトチェンコとソヴィエト文化の建設 河村  彩 和 Ａ５ 392 ㈱水声社 1,600,000



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

265004
京都市立芸術大
学 美術学部 准教授

加須屋  明
子 ポーランドの前衛美術

加須屋  明
子 和 Ａ５ 192 ㈱創元社 1,300,000

265005 駒澤大学
特別研究員
（ＰＤ） 柳  幹康 永明延寿と『宗鏡録』の研究 柳  幹康 和 Ａ５ 368 ㈱法蔵館 1,200,000

265006 武蔵野大学
グローバル・コミュニ
ケーション学部 准教授 遠藤  祐介 六朝期における仏教受容の研究 遠藤  祐介 和 Ａ５ 528 ㈱白帝社 1,200,000

265007

独立行政法人国
立文化財機構東
京文化財研究所 無形文化遺産部 室長

高桑  いづ
み 能・狂言  謡の変遷

高桑  いづ
み 和 Ａ５ 288 ㈱檜書店 1,300,000

265008
公益財団法人大
阪市博物館協会

大阪市立東洋陶磁
美術館 主任学芸員 小林  仁 中国南北朝隋唐陶俑の研究 小林  仁 和 Ｂ５ 448 ㈱思文閣出版 2,200,000

265009 関西大学 東西学術研究所
非常勤研究
員 山田  明広

台湾道教における斎儀―その源流と
展開― 山田  明広 和 Ａ５ 260 （有）大河書房 1,100,000

265010 佛教大学 仏教学部 准教授 齊藤  隆信 中国浄土教儀礼の研究 齊藤  隆信 和 Ａ５ 672 ㈱法藏館 2,200,000

265011 山形大学 人文学部 講師 許  時嘉 明治日本の文明言説とその変容 許  時嘉 和 Ａ５ 392 ㈱日本経済評論社 1,300,000

265012 神戸大学 人文学研究科 教授 松田  毅 部分と全体の哲学―歴史と現在 松田  毅 和 ４６ 344 ㈱春秋社 1,200,000

265013 東京芸術大学 名誉教授
水野  敬三
郎

日本彫刻史基礎資料集成  鎌倉時
代  造像銘記篇  第１１巻 水野敬三郎 和 Ａ４ 474 中央公論美術出版 2,000,000

265014 成城大学 文芸学部 教授 津上  英輔
メーイのアリストテレース『詩学』解釈
とオペラの誕生 津上  英輔 和 Ｂ５ 224 ㈱勁草書房 800,000
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265015 京都大学 大学院文学研究科 教授
宇佐美  文
理 中国藝術理論史研究

宇佐美  文
理 和 Ａ５ 370 ㈱  創文社 1,700,000

265016 京都大学 総合生存学館 教授 藤田  正勝
思想間の対話―東アジアにおける哲
学の受容と展開 藤田  正勝 和 Ａ５ 368 法政大学出版局 1,400,000

265017 山梨大学
医学工学総合研究
合部 教授 香川  知晶 デカルト全書簡集第三巻 香川  知晶 和 菊版 350 ㈱知泉書館 1,600,000

265018 京都国立博物館 学芸部 教育室長
山川（谷口）
曉 中近世染織品の基礎的研究 山川  曉 和 Ａ５ 338 中央公論美術出版 1,200,000

265019 愛知学院大学 教養部 講師 岩佐  宣明 デカルト全書簡集  第七巻 岩佐  宣明 和 菊 420
株式会社  知泉書
館 1,800,000

265020
（財）黒川古文化
研究所 研究室 研究員 竹浪  遠 唐宋山水画研究 竹浪  遠 和 Ｂ５ 472

株式会社  中央公
論美術出版 1,100,000

265021 東京大学
大学院人文社会系
研究科 助教 新田  昌英 アランの情念論 新田  昌英 和 Ａ５ 400

慶應義塾大学出版
会株式会社 1,600,000

265022 東北学院大学 文学部 教授 佐藤  司郎
カール・バルトの教会論―兄弟姉妹
たちの共同体 佐藤  司郎 和 Ａ５ 384 新教出版社 1,000,000

265023 同志社大学 法学部 教授 戒能  通弘 ジェレミー・ベンサムの挑戦 戒能  通弘 和 Ａ５ 400 ㈱ナカニシヤ出版 1,500,000

265024 名古屋大学 大学院文学研究科 教授 中村  靖子 虚構の形而学 中村  靖子 和 四六 384 有限会社  春風社 1,500,000

265025 東洋大学 文学部 准教授 和田  琢磨 『太平記』生成と表現世界 和田  琢磨 和 Ａ５ 496 ㈱新典社 1,600,000
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265026
国文学研究資料
館 研究部 教授 寺島  恒世 後鳥羽院和歌論 寺島  恒世 和 Ａ５ 784 （有）笠間書院 2,500,000

265027 早稲田大学 演劇博物館 名誉教授

義太夫節正
本刊行会
代表  鳥越
文蔵

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成
第四期 鳥越  文蔵 和 Ａ５ 1,360 玉川大学出版部 4,100,000

265028 明海大学 外国語学部 教授 市川  桃子
幕末漢詩人杉浦誠『梅潭詩鈔』の研
究 市川  桃子 和 Ａ５ 544 ㈱汲古書院 2,200,000

265029 中央大学 文学部 教授 池田  和臣
古筆資料の発掘と研究―残簡集録
散りぬるを― 池田  和臣 和 Ｂ５ 448 ㈱青簡舎 2,100,000

265030 中部大学 人文学部 准教授 岡本  聡 心敬十体和歌 岡本  聡 和 Ａ５ 768 （有）和泉書院 2,000,000

265031 目白大学 社会学部 講師 石澤  一志 風雅和歌集  校本と研究 石澤  一志 和 菊 548
勉誠出版  株式会
社 2,200,000

265032 立命館大学 衣笠総合研究機構 専門研究員 石上  阿希 日本の春画・艶本研究 石上  阿希 和 Ａ５ 400 ㈱平凡社 1,600,000

265033
お茶の水女子大
学

理事（副学
長） 市古  夏生 元禄・正徳  板元別出版書総覧 市古  夏生 和 Ａ５ 720 勉誠出版㈱ 2,200,000

265034
お茶の水女子大
学

大学院人間文化創
成科学研究科 准教授 谷口  幸代 作家の原稿料 谷口  幸代 和 Ａ５ 352

㈱八木書店古書出
版部 800,000

265035 奈良女子大学 研究院人文科学系 教授 鈴木  広光 日本語活字印刷史 鈴木  広光 和 Ａ５ 322
（一財）名古屋大学
出版会 1,000,000

265036 鶴見大学 文学部 講師 牧  藍子
元禄江戸俳壇の研究―蕉風と元禄
諸派の俳諧 牧  藍子 和 Ａ５ 304 ㈱ぺりかん社 1,100,000
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265037 鹿児島国際大学 国際文化学部 教授 野中  哲照 後三年記詳注 野中  哲照 和 Ａ５ 528 ㈱汲古書院 1,900,000

265038 成蹊大学 文学部 准教授
平野（中村）
多恵 ミョウエショウニンユメノキヤクチュウ

平野（中村）
多恵 和 菊 498 ㈱勉誠出版 2,200,000

265039 昭和女子大学 文学研究科 教授 岸田  依子 連歌文芸論 岸田  依子 和 Ａ５ 384 （有）笠間書院 1,400,000

265040 名古屋大学
大学院国際言語文
化研究科 助教 伊藤  信博

『酒飯論絵巻』影印と研究―文化庁
本・フランス国立図書館本とその周
辺 伊藤  信博 和 Ｂ５ 402 ㈱臨川書店 900,000

265041 共立女子大学 文芸学部 教授 半澤  幹一 対釈新撰万葉集 半澤  幹一 和 Ｂ５ 768 勉誠出版株式会社 2,700,000

265042 東洋大学 ライフデザイン学部 助教 本多  まりえ Ｈｅｎｒｙ  Ｃｈｅｔｔｌｅ’ｓ  Ｃａｒｅｅｒｓ 本多  まりえ 欧 Ａ５ 320 ㈱英宝社 1,200,000

265043 東京芸術大学 音楽学部 准教授 大森  晋輔 ピエール・クロソウスキー 大森  晋輔 和 Ａ５ 384 （有）左右社 1,300,000

265044 首都大学東京 人文科学研究科 准教授 山本  潤 「記憶」の変容 山本  潤 和 Ａ５ 320 ㈱多賀出版 900,000

265045 東京外国語大学
大学院総合国際学
研究院

日本学術振
興会特別研
究員（ＲＰ
Ｄ）

梅津（大森）
雅子 時空間を打破する

梅津（大森）
雅子 和 Ａ５ 448 （有）成文社 1,600,000

265046 聖学院大学
人文学部日本文化
学科 助教 菊池  有希 近代日本におけるバイロン熱 菊池  有希 和 Ａ５ 608 勉誠出版株式会社 2,000,000

265047 東京学芸大学 教育学部 教授
赤司  英一
郎

思考のトルソー・文学でしか語られな
いもの―ローベルト・ムージルの小
説の方法について

赤司  英一
郎 和 Ａ５ 232

一般財団法人  法
政大学出版局 900,000
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265048 九州大学 人文科学研究院 専門研究員 原田  愛
蘇軾文学の継承と蘇氏一族―和陶
詩を中心に 原田  愛 和 Ａ５ 184 （有）中国書店 1,000,000

265049 城山  拓也 中国モダニズム文学の世界 城山  拓也 和 Ａ５ 320
勉誠出版  株式会
社 1,200,000

265050 高知大学
教育研究部人文社
会科学系 准教授 関  良子

Ｔｈｅ  Ｒｈｅｔｏｒｉｃ  ｏｆ  Ｒｅｔｅｌｌｉｎｇ  Ｏｌｄ  Ｒｏｍ
ａｎｃｅｓ：Ｍｅｄｉｅｖａｌｉｓｔ  Ｐｏｅｔｒｙ  ｂｙ  Ａｌｆｒｅｄ
Ｔｅｎｎｙｓｏｎ  ａｎｄ  Ｗｉｌｌｉａｍ  Ｍｏｒｒｉｓ 関  良子 欧 Ａ５ 208 ㈱英宝社 800,000

265051 大阪大学 言語文化研究科
特別研究員
（ＰＤ）

須永  恵美
子

現代パキスタンの形成と変容―イス
ラーム復興とウルドゥー語文化―

須永  恵美
子 和 Ａ５ 272 ㈱ナカニシヤ出版 1,100,000

265052 筑波大学 人文社会系 教授 佐野  隆弥 エリザベス朝史劇と国家表象 佐野  隆弥 和 Ａ５ 418
一般財団法人  九
州大学出版会 1,700,000

265053 東京大学
大学院総合文化研
究科 准教授 佐藤  光 柳宗悦とウィリアム・ブレイク 佐藤  光 和 Ａ５ 656

一般財団法人  東
京大学出版会 2,100,000

265054 東京大学
大学院総合文化研
究科

特別研究員
（ＰＤ） 宇野  瑞木 孝の風景 宇野  瑞木 和 Ａ５判 760 勉誠出版株式会社 3,400,000

265055 大東文化大学 外国語学部 教授 田中  寛
戦間期における日本語・日本語教育
論の諸相 田中  寛 和 Ａ５ 736 ㈱ひつじ書房 2,300,000

265056 東洋大学 文学部 准教授 木村  一 『和英語林集成』の研究 木村  一 和 Ａ５ 512 ㈱明治書院 1,400,000

265057 一橋大学大学院 言語社会研究科 博士研究員 高  恩淑 日本語と韓国語における可能表現 高  恩淑 和 Ａ５ 256 ㈱ココ出版 700,000

265058
星野  友美
子 人工内耳装用児の言語学習活動

星野  友美
子 和 Ａ５ 320 ㈱ココ出版 800,000
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265059 神田外語大学

外国語学部  国際コ
ミュニケーション学
科 准教授

広瀬  和佳
子

相互行為としての読み書きを支える
授業デザイン

広瀬  和佳
子 和 Ａ５ 352 ㈱ココ出版 700,000

265060 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語
文化研究所 准教授

荒川  慎太
郎 西夏文金剛経の研究

荒川  慎太
郎 和 Ｂ５ 550

中西印刷㈱出版部
松香堂書店 2,500,000

265061 一橋大学 国際教育センター 講師 栁田  直美
接触場面における母語話者のコミュ
ニケーション方略 栁田  直美 和 Ａ５ 240 ㈱ココ出版 700,000

265062 文教大学 文学部 教授 川口  良
丁寧体否定形のバリエーションに関
する研究 川口  良 和 Ａ５ 320 ㈱くろしお出版 1,200,000

265063 岡山大学 名誉教授 髙橋  輝和 ドイツ語の様相助動詞 髙橋  輝和 和 Ａ５ 688 ㈱ひつじ書房 2,300,000

265064
東京医療保健大
学 医療保健学研究科 教授 奥切  恵

Ｔｈｅ  Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｄｉｓｃｏｕｒｓａｌ  Ｐ
ｒｏｐｅｒｔｉｅｓ  ｏｆ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｒｅｌａｔｉｖｅ  Ｃｏｎｓｔｒ
ｕｃｔｉｏｎｓ  ｂｙ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｌｅａｒｎｅｒｓ 奥切  恵 欧 Ａ５ 176 ㈱風間書店 800,000

265065 京都教育大学 教育学部 講師 中俣  尚己 日本語並列表現の体系 中俣  尚己 和 Ａ５ 416 ㈱ひつじ書房 1,100,000

265066 九州工業大学 工学研究院 講師 前田  雅子
Ｄｅｒｉｖａｔｉｎａｌ  Ｆｅａｔｕｒｅ－ｂａｓｅｄ  Ｒｅｌ
ａｔｉｖｉｚｅｄ  Ｍｉｎｉｍａｌｉｔｙ

前田雅子・
九州工業大
学・講師 欧 菊 210

一般財団法人  九
州大学出版会 1,100,000

265067 熊本県立大学 文学部 教授 馬場  良二
Ｊｏａｏ  Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ『ＡＲＴＥ  ＧＲＡＮ
ＤＥ』の成立と分析 馬場  良二 和 Ａ５ 400 ㈱風間書房 1,600,000

265068 大阪大学
大学院言語文化研
究科 准教授 大森  文子

Ｍｅｔａｐｈｏｒ  ｏｆ  Ｅｍｏｔｉｏｎｓ  ｉｎ  Ｅｎｇ
ｌｉｓｈ 大森  文子 欧 菊 208 ㈱ひつじ書房 500,000

265069 大阪大学
大学院言語文化研
究科 講師 小川  敦

多言語社会ルクセンブルクの国民意
識と言語 小川  敦 和 Ａ５ 226 大阪大学出版会 900,000
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265070 大阪大学
大学院言語文化研
究科 講師 中嶋  善輝 簡明ウズベク語辞典 中嶋  善輝 和 Ａ５判 300 大阪大学出版会 900,000

265071 立命館大学 国際教育推進機構 嘱託講師 今田  恵美 対人関係構築プロセスの会話分析 今田  恵美 和 Ａ５ 244 大阪大学出版会 900,000

265072 愛知県立大学 外国語学部 准教授 池田  周

Ｉｎｔｒｏｄｕｃｉｎｇ  Ｐｈｏｎｏｌｏｇｉｃａｌ  Ａｗａｒｅｎｅｓｓ  ａｎｄ  Ｅａｒｌ
ｙ  Ｌｉｔｅｒａｃｙ  Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ  ｉｎｔｏ  ＪａｐａｎｅｓｅＥｌｅｍｅｎｔａ
ｒｙ  Ｓｃｈｏｏｌ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ  －Ｉｔｓ  Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎ
ｃｅ  ａｎｄ  Ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ－ 池田  周 欧 菊判 264 ㈱開拓社 700,000

265073
お茶の水女子大
学

大学院人間文化創
成科学研究科

研究院研究
員

野原  ゆか
り

日本語非母語話者の話し言葉に対
する母語話者評価の研究

野原  ゆか
り 和 Ａ５ 216 ㈱風間書房 1,000,000

265074 同朋大学 文学部 教授 石川  洋子
近世における『論語』の訓読に関す
る研究 石川  洋子 和 Ａ５ 448 ㈱新典社 1,400,000

265075 琉球大学 留学生センター 准教授 武藤  彩加 「共感覚的比喩」に関する研究 武藤  彩加 和 Ａ５ 544
株式会社ひつじ書
房 1,200,000

265076 京都府立大学 文学部 講師 鳴海  伸一 日本語における漢語の変容の研究 鳴海  伸一 和 Ａ５ 336 ㈱ひつじ書房 1,000,000

265077 国立国語研究所 時空間変異研究系
非常勤研究
員 志波  彩子

現代日本語の受身構文とテキストタ
イプ 志波  彩子 和 Ａ５ 512 （有）和泉書院 1,400,000

265078 東海大学 国際教育センター 准教授

アブドーラ
アルモーメ
ン

日本語とアラビア語の慣用的表現の
対照研究

アブドーラ
アルモーメ
ン 和 Ａ５ 300 ㈱国書刊行会 1,100,000

265079 同志社大学
グローバル・コミュニ
ケーション学部 教授 山森  良枝 パースペクト・シフトと混合話法 山森  良枝 和 Ａ５判 224 ㈱ひつじ書房 500,000

265080 名古屋大学
国際言語文化研究
科 准教授 丸尾  誠 現代中国語方向補語の研究 丸尾  誠 その他 Ａ５ 216 ㈱白帝社 700,000
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265081
名古屋外国語大
学 現代国際学部 准教授 佐藤  雄大

対話を用いた英語ライティング指導
法 佐藤  雄大 和 Ａ５ 244 ㈱溪水社 900,000

265082 松田  好史 内大臣の研究 松田  好史 和 Ａ５判 240 ㈱吉川弘文館 800,000

265083 大阪観光大学 国際交流学部 講師 後藤  敦史 開国期徳川幕府の政治と外交 後藤  敦史 和 Ａ５ 320 （有）有志舎 1,200,000

265084
滋賀県立琵琶湖
博物館 研究部 主任学芸員 橋本  道範 日本中世の環境と村落 橋本道範 和 Ａ５ 464 ㈱思文閣出版 1,600,000

265085 九州大学
大学院比較社会文
化研究院 教授 服部  英雄

続・四千人が二千の村で聞き取った
四万の地名、しこ名―佐賀県歴史地
名地図３ 服部  英雄 和

地図Ａ２
（３色）・
冊子Ａ４
判 30 （有）花書院 2,200,000

265086 甲南大学 人間科学研究所 博士研究員
人見  佐知
子 近代公娼制度の社会史的研究

人見  佐知
子 和 Ａ５ 232 ㈱日本経済評論社 900,000

265087 東京大学
大学院人文社会系
研究科 特別研究員 坂口  正彦 近現代日本の村と政策 坂口  正彦 和 Ａ５ 252 ㈱日本経済評論社 1,300,000

265088 東京大学
大学院人文社会系
研究科 名誉教授 吉田  伸之 両替商  銭屋佐兵衛 吉田  伸之 和 Ａ５ 768

一般財団法人  東
京大学出版会 2,500,000

265089 早稲田大学 大学院  文学研究科
外国人研究
員 鄭  淳一 九世紀の来航新羅人と日本列島 鄭  淳一 和 Ａ５ 432 勉誠出版㈱ 1,600,000

265090 名古屋大学 大学院文学研究科 教授
古尾谷  知
浩 漆紙文書と漆工房

古尾谷  知
浩 和 菊 388

（一財）名古屋大学
出版会 1,200,000

265091
公益財団法人東
洋文庫 研究部 研究員 土肥  義和

八世紀末期～十一世紀初期  燉煌
氏族人名集成 土肥  義和 和 Ｂ５ 1,296 ㈱汲古書院 9,700,000
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265092 天理大学 文学部 教授 谷井  陽子 八旗制度の研究 谷井  陽子 和 Ａ５ 512
京都大学学術出版
会 1,800,000

265093 天理大学 文学部 准教授 小暮  実徳 幕末期オランダ対日外交政策 小暮  実徳 和 Ａ５ 304 株式会社  彩流社 1,000,000

265094 近畿大学
国際人文科学研究
所 教授 森安  孝夫 東西ウイグルと中央ユーラシア 森安  孝夫 和 菊 948

（一財）名古屋大学
出版会 2,800,000

265095 九州大学 人文科学研究院 教授 宮本  一夫 遼東半島上馬石貝塚の研究 宮本  一夫 和 Ｂ５ 384
（一財）九州大学出
版会 2,400,000

265096 関西大学 東西学術研究所
非常勤研究
員 藤原  崇人 契丹仏教史の研究 藤原  崇人 和 Ａ５ 288 ㈱法藏館 1,100,000

265097 宮城教育大学 教育学部 准教授 箱田  恵子 出使日記の時代 箱田  恵子 和 Ａ５ 496
（一財）名古屋大学
出版会 1,800,000

265098 亜細亜大学 国際関係学部 講師 青山  治世 近代中国の在外領事とアジア 青山  治世 和 Ａ５ 464
（一財）名古屋大学
出版会 1,700,000

265099 大阪大学 大学院文学研究科 准教授
中野  耕太
郎 ２０世紀アメリカ国民秩序の形成

中野  耕太
郎 和 Ａ５ 384

（一財）名古屋大学
出版会 1,200,000

265100 愛地県立大学 日本文化学部
客員共同研
究員 森  達也 中国青瓷の研究 森  達也 和 Ｂ５ 320 ㈱汲古書院 1,300,000

265101

大分県教育庁埋
蔵文化財セン
ター 副主幹 後藤  晃一

キリシタン遺物の考古学的研究―布
教期におけるキリシタン遺物流入の
プロセス― 後藤  晃一 和 Ｂ５ 318 ㈱溪水社 1,700,000

265102 茨城大学 人文学部 教授 真柳  誠 黄帝医籍研究 真柳  誠 和 Ａ５ 528 ㈱汲古書院 2,300,000
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265103 北海道大学 名誉教授
栗生澤  猛
夫 『ロシア原初年代記』を読む

栗生澤  猛
夫 和 Ａ５ 800 （有）成文社 2,700,000

265104 京都府立大学 文学部 准教授 岡本  隆司 宗主権の世界史 岡本  隆司 和 Ａ５ 432
（一財）名古屋大学
出版会 1,700,000

265105 京都府立大学 文学部 准教授 阿部  拓児 ペルシア帝国と小アジア 阿部  拓児 和 Ａ５ 320
（一社）京都大学学
術出版会 1,300,000

265106 東京大学
大学院総合文化研
究科 学術研究員 倉田  明子 中国近代開港場とキリスト教 倉田  明子 和 Ａ５ 384

一般財団法人  東
京大学出版会 1,300,000

265107 東京大学
大学院総合文化研
究科 准教授 杉山  清彦 大清帝国の形成と八旗制 杉山  清彦 和 Ａ５ 528

（一財）名古屋大学
出版会 2,100,000

265108 夫馬  進 朝鮮燕行使と朝鮮通信使 夫馬  進 和 Ａ５ 720
（一財）名古屋大学
出版会 3,000,000

265109 東北大学 大学院文学研究科 教授 川合  安 南朝貴族制研究 川合  安 和 Ａ５ 432 ㈱汲古書院 1,400,000

265110 名古屋大学 大学院大学研究科 教授 周藤  芳幸 ナイル世界のヘレニズム 周藤  芳幸 和 Ａ５ 436
（一財）名古屋大学
出版会 1,600,000

265111 東洋大学 社会学部 助教 箕曲  在弘 フェアトレードの人類学 箕曲  在弘 和 Ａ５ 480 ㈱めこん 1,700,000

265112 明治学院大学 教養教育センター 非常勤講師 西  律子 高齢者の居住空間と社会福祉 西  律子 和 Ａ５ 272 ㈱古今書院 1,100,000

265113 江戸  淳子
ニューカレドニア  カナク・アイデン
ティテイの語り 江戸  淳子 和 Ａ５判 560 ㈱明石書店 1,800,000
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265114 福井県立大学 学術教養センター 准教授 津村  文彦
東北タイにおける精霊と呪術師の人
類学 津村  文彦 和 Ａ５ 320 株式会社めこん 1,100,000

265115 九州大学
大学院比較社会文
化研究院 准教授 山下  潤 スウェーデンの環境都市政策 山下  潤 和 Ａ５ 184 ㈱  古今書院 900,000

265116 大阪工業大学 工学部 准教授 川田  進 東チベットの宗教空間 川田  進 和 Ａ５ 434
（一社）北海道大学
出版会 1,300,000

265117 大阪大学 人間科学研究科
招へい研究
員 山崎  吾郎 臓器移植の人類学 山崎  吾郎 和 Ａ５ 328 世界思想社 1,100,000

265118 大阪大学
グローバルコラボ
レーションセンター

招へい研究
員 早川  真悠

ハイパー・インフレの人類学―ジンバ
ブエの多元的貨幣経済 早川  真悠 和 Ａ５ 240 ㈱人文書院 1,200,000

265119
国立民族学博物
館

先端人類科学研究
部 機関研究員 浜田  明範 薬剤と健康保険の人類学 浜田  明範 和 Ａ５ 256 株式会社  風響社 1,200,000

265120
国立民族学博物
館 民族社会研究部 外来研究員 竹村  嘉晃 神霊を生きること、その世界 竹村  嘉晃 和 Ａ５ 404 ㈱風響社 1,600,000

265121 大谷大学 文学部
特別研究員
（ＰＤ） 小西  賢吾 四川チベットの宗教と地域社会 小西  賢吾 和 Ａ５ 432 ㈱風響社 1,700,000

265122 愛知教育大学 教育学部 講師 嶺崎  寛子
イスラーム復興とジェンダー―現代
エジプト社会を生きる女性たち 嶺崎  寛子 和 Ａ５ 368 ㈱  昭和堂 1,500,000

265123 京都大学 人文科学研究所 教授 田中  雅一 軍隊の文化人類学 田中  雅一 和 Ａ５ 528 ㈱風響社 2,000,000

265124 筑波大学 生命環境系 教授 山下  清海 改革開放後の中国僑郷 山下  清海 和 Ａ５ 288 ㈱明石書店 1,200,000
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265125 筑波大学 生命環境系 助教
山下  亜紀
郎 水環境問題の地域的諸相

山下  亜紀
郎 和 Ａ５ 240 ㈱古今書院 1,200,000

265126 筑波大学 名誉教授 田林  明 地域振興としての農村空間の商品化 田林  明 和 Ａ５ 400
農林統計出版株式
会社 1,700,000

265127 東京大学
大学院総合文化研
究科 学術研究員 田森  雅一

近代インドにおける古典音楽の社会
的世界とその変容 田森  雅一 和 Ａ５ 400 ㈱三元社 1,700,000

265128 東京大学 東洋文化研究所
特別研究員
（ＰＤ） 塚原  伸治 老舗の伝統と〈近代〉 塚原  伸治 和 Ａ５ 304

株式会社吉川弘文
館 900,000

265129 東京大学 東洋文化研究所
特別研究員
（ＰＤ）

高野（木村）
さやか

ポスト・スハルト期インドネシアの法と
社会

高野  さや
か 和 Ａ５ 240 ㈱三元社 1,000,000

265130 神奈川大学
日本常民文化研究
所 特別研究員 中町  泰子

辻占の文化史―文字化の進展から
見た呪術的心性と遊戯性 中町  泰子 和 Ａ５ 384

株式会社ミネルヴァ
書房 1,300,000

265131 広島大学 名誉教授 森川  洋 「平成の大合併」研究 森川  洋 和 Ｂ５ 444 株式会社古今書院 2,100,000

265132 帝京大学 文学部 准教授 佐藤  斉華

彼女達との会話：ネパール・ヨルモ社
会におけるライフ／ストーリーの人類
学 佐藤  斉華 和 Ａ５ 384 ㈱三元社 1,500,000

266001 一橋大学
大学院社会学研究
科 准教授 井頭  昌彦

Ｔｈｅ  Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ  ｏｆ  Ｐｌｕｒａｌｉｓｔｉｃ
Ｎａｔｕｒａｌｉｓｍ 井頭  昌彦 欧

並製・Ａ
５ 304 株式会社悠光堂 3,000,000

266002
昭和女子大学短
期大学部 文化創造学科 准教授 早田  啓子

ＩＰＰＥＮ：Ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｂｕｄｄｈｉｓ
ｔ  “Ｓａｇｅ  Ｗｈｏ  Ａｂａｎｄｏｎｅｄ  Ａｌｌ” 早田  啓子 欧 Ａ５ 240

ＢｏｏｋＷａｙ  小野高
速印刷株式会社 900,000

266003
国立民族学博物
館 民族社会研究部 外来研究員 大場  千景

Ｔｈｅ  Ｏｒａｌ  Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ  ｏｆ  Ｂｏｏｒａｎ
ａ  ｏｆ  Ｓｏｕｔｈｅｒｎ  Ｅｔｈｉｏｐｉａ 大場  千景 欧

２３．５×
１６．５ｃ
ｍ 688 ＬＩＴ  ＶＥＲＬＡＧ 4,600,000

223,100,000計１４０件
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265133 明治大学 法務研究科 教授 高橋  和之
日中における西欧立憲主義の継受
と変容 高橋  和之 和 Ａ５ 224 ㈱岩波書店 700,000

265134 明治大学 研究・知財戦略機構 客員研究員 松村  良之 日本人からみた裁判員制度 松村  良之 和 Ａ５ 320 ㈱勁草書房 1,300,000

265135 南山大学 法務研究科 教授 榊原  秀訓
行政法システムの構造転換―イギリ
スにおける「行政的正義」 榊原  秀訓 和 Ａ５ 352 ㈱日本評論社 1,300,000

265136 京都大学
大学院公共政策連
携研究部 教授 浅田  正彦 日中戦後補償と国際法 浅田  正彦 和 Ａ５ 432 ㈱東信堂 1,400,000

265137 東京大学 社会科学研究所 教授 佐藤  岩夫 変動期の日本の弁護士 佐藤  岩夫 和 Ａ５ 264 日本評論社 1,400,000

265138 同志社大学 司法研究科 教授 占部  裕典
租税法と行政法の交錯～租税手続
法・租税争訟法の視点から～ 占部  裕典 和 Ａ５ 624 （有）慈学社出版 2,200,000

265139 東北大学 大学院法学研究科 助教 津田  雅也 少年刑事事件の基礎理論 津田  雅也 和 Ａ５ 350 信山社出版㈱ 1,000,000

265140 名古屋大学 高等研究院 特任助教 福田  真希
赦すことと罰すること―恩赦のフラン
ス法制史― 福田  真希 和 Ａ５ 448

（一財）名古屋大学
出版会 1,700,000

265141

日本貿易振興機
構アジア経済研
究所 地域研究センター

南アジア研
究グループ
長 近藤  則夫

現代インド政治―多様性の中の民主
主義― 近藤  則夫 和 Ａ５ 624

（一財）名古屋大学
出版会 2,200,000
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265142 明治大学

日本学術振
興会特別研
究員 今井  宏平 中東秩序をめぐる現代トルコ外交 今井  宏平 和 Ａ５ 360 ㈱ミネルヴァ書房 1,300,000

265143 二松學舎大学
東アジア学術総合
研究所 助手 庄司  貴由 自衛態海外派遣と日本外交 庄司  貴由 和 Ａ５ 320 ㈱日本経済評論社 1,100,000

265144 早稲田大学
アジア太平洋研究
科

日本学術振
興会特別研
究員ＰＤ 三牧  聖子 戦争違法化運動の時代 三牧  聖子 和 Ａ５ 400

（一財）名古屋大学
出版会 1,500,000

265145 青山学院大学 国際政治経済学部 准教授 林  載桓 人民解放軍と中国政治 林  載桓 和 Ａ５ 288
（一財）名古屋大学
出版会 900,000

265146 新潟県立大学 国際地域学部 准教授 渡邉  理絵
日本とドイツの気候エネルギー政策
転換 渡邉  理絵 和 Ａ５ 368 ㈱有信堂高文社 1,300,000

265147 東京工業大学
大学院理工学研究
科

東工大特別
研究員 辛島  理人 帝国日本のアジア研究 辛島  理人 和 Ａ５判 288 ㈱  明石書店 1,100,000

265148 新潟大学
人文社会・教育科学
系 准教授 稲吉  晃 海港の政治史 稲吉  晃 和 Ａ５ 352

（一財）名古屋大学
出版会 1,300,000

265149 横浜市立大学
都市社会文化研究
科 教授 上村  雄彦 グローバル・タックスの構想と射程 上村雄彦 和 Ａ５ 194

株式会社  法律文
化社 1,000,000

265150 大阪経済大学 経済学部 准教授
坂本  優一
郎 投資社会の勃興

坂本  優一
郎 和 Ａ５ 496

（一財）名古屋大学
出版会 2,000,000

265151 大妻女子大学 社会情報学部 教授 伊藤  正直 戦後ＩＭＦ史 伊藤  正直 和 Ａ５ 400
（一財）名古屋大学
出版会 1,600,000

265152 立教大学 文学部 教授 沼尻  晃伸 村落からみた市街地形成 沼尻  晃伸 和 Ａ５ 224 ㈱日本経済評論社 1,000,000
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265153 一橋大学 経済研究所 教授 岩﨑  一郎 新興市場と外国直接投資の経済学 岩﨑  一郎 和 Ａ５ 320 ㈱日本評論社 1,300,000

265154 福島大学 経済経営学類 准教授 沼田  大輔
デポジット制度の環境経済学  ―循
環型社会の実現に向けて― 沼田  大輔 和 Ａ５ 216 ㈱勁草書房 900,000

265155 阪南大学 経済学部 准教授 西  洋 所得分配・金融・経済成長 西  洋 和 Ａ５ 320 ㈱日本経済評論社 1,400,000

265156 横浜国立大学
大学院国際社会科
学研究院 准教授 西川  輝 ＩＭＦ自由主義政策の形成 西川  輝 和 Ａ５ 320

（一財）名古屋大学
出版会 1,000,000

265157 大阪市立大学
大学院創造都市研
究科 准教授 水上  啓吾

ソブリン危機の連鎖頂ブラジルの政
府信用と社会秩序― 水上  啓吾 和 Ａ５ 144 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

265158 専修大学 経済学部 教授 小西  恵美
長い１８世紀イギリスの都市化―成
熟する地方都市キングス・リン― 小西  恵美 和 Ａ５ 392 ㈱日本経済評論社 1,500,000

265159 京都大学
大学院経営管理研
究部 教授 成生  達彦 チャネル間競争の経済分析 成生  達彦 和 Ａ５ 416

（一財）名古屋大学
出版会 1,600,000

265160 琉球大学 法文学部 名誉教授 嘉数  啓
数量観光産業分析―観光学の新な
地平―

嘉数  啓
金城  盛彦 和 Ａ５ 347

㈱メディア・エクスプ
レス 800,000

265161 東京工業大学
大学院社会理工学
研究科 助教 李  昌玟 戦前期東アジアの情報化と経済発展 李  昌玟 和 Ａ５ 272

（一社）東京大学出
版会 1,200,000

265162 東京大学 人文社会系研究科 教授 水島  司 現代インド２  溶融する都市・農村 水島  司 和 Ａ５ 320
一般財団法人  東
京大学出版会 1,500,000

265163 創価大学 経済学部 教授 釜  国男 経済モデルの数値解析 釜  国男 和 Ａ５ 320 多賀出版株式会社 1,300,000
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265164 東北大学
大学院経済学研究
科 教授 守  健二 恐慌論の論点と分析 守  健二 和 Ａ５ 264 ㈱創風社 800,000

265165 日本大学 経済学部 教授 平野  文彦 経営学の再検討と再認識 平野  文彦 和 Ａ５ 420 株式会社文眞堂 1,400,000

265166 日本大学 商学部 教授 林  健治 会計基準の国際的収斂 林  健治 和 Ａ５ 216 国元書房 1,000,000

265167 中央大学 商学部 教授 上野  清貴
会計測定の思想史と論理―現在ま
で息づいている論理の解明― 上野  清貴 和 Ａ５ 368 ㈱中央経済社 1,300,000

265168 中央大学 商学部 准教授 結城  祥
マーケティング・チャネル管理と組織
成果 結城  祥 和 Ａ５ 280 ㈱千倉書房 1,500,000

265169 大阪経済大学 人間科学部 准教授 石田  淳 相対的剥奪の社会学 石田  淳 和 Ａ５ 256
（一財）東京大学出
版会 900,000

265170 釧路公立大学 経済学部 教授 村上  文司 社会調査の源流 村上  文司 和 Ａ５ 290 ㈱法律文化社 1,100,000

265171 一橋大学
大学院社会学研究
科

特別研究員
（ＰＤ） 昔農  英明 「移民国家ドイツ」の難民庇護政策 昔農  英明 和 Ａ５ 320

慶應義塾大学出版
会㈱ 1,300,000

265172 関西学院大学 先端社会研究所 専任研究員 林  梅 中国朝鮮族村落の社会学的研究 林  梅 和 菊判 274 ㈱御茶の水書房 1,200,000

265173 弘前学院大学 社会福祉学部 講師 藤岡  真之 消費社会の変容と健康志向 藤岡  真之 和 Ａ５ 514 （有）ハーベスト社 1,500,000

265174
お茶の水女子大
学

リーダーシップ養成
教育研究センター

講師（研究
機関研究
員）

小川  真理
子

ドメスティック・バイオレンスと民間
シェルター

小川  真理
子 和 Ａ／５ 384 ㈱世織書房 700,000
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265175 法政大学 現代福祉学部 助教 李  恩心 介護サービスへのアクセスの問題 李  恩心 和 Ａ５ 224 ㈱明石書店 1,000,000

265176 法政大学
サステイナビリティ
研究所

リサーチア
シスタント 宇田  和子 食品公害と被害者救済 宇田  和子 和 Ａ５ 440 ㈱東信堂 1,500,000

265177 明星大学 人文学部 准教授 浅井  正行
アドバンス・ディレクティブ：終末期医
療の事前指示 浅井  正行 和 Ａ５ 160 多賀出版㈱ 600,000

265178 同志社大学 社会学部 教授 空閑  浩人
ソーシャルワークにおける「生活場モ
デル」の構築 空閑  浩人 和 Ａ５ 240 ㈱ミネルヴァ書房 900,000

265179 同志社大学 社会学部 教授
上野谷  加
代子 福祉ガバナンスとソーシャルワーク

上野谷  加
代子 和 Ａ５ 270 ㈱ミネルヴァ書房 1,100,000

265180 東北大学
災害科学国際研究
所 准教授 松本  行真 被災コミュニティの実相と変容 松本  行真 和 Ａ５ 626

株式会社御茶の水
書房 2,900,000

265181 帝京大学 文学部 教授 池  周一郎 初婚関数の数理 池  周一郎 和 Ａ５ 336 ㈱古今書院 2,100,000

265182 大阪府立大学 人間社会学研究科 客員研究員
大橋  眞由
美

近代日本の〈絵解きの空間〉―幼年
用メディアを介した子どもと母親の国

民化―
大橋  眞由
美 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,600,000

265183 相愛大学 人間発達学部 非常勤講師 原　佳央理

子ども虐待対応のための教育訓練実践
モデル  修正デザイン・アンド・ディベロッ
プメント（Ｍ－Ｄ＆Ｄ）を用いて 原  佳央理 和 Ａ５ 288 ㈱学術出版会 1,000,000

265184 関西学院大学 社会学部 専任講師 稲増  一憲 政治を語るフレーム 稲増  一憲 和 Ａ５ 240
（財）東京大学出版
会 1,000,000

265185 宮崎大学 教育文化学部 講師 髙橋  高人
児童に対する認知行動的ストレスマ
ネジメント 髙橋  高人 和 Ａ５ 136 ㈱風間書房 700,000
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265186 宮崎大学 医学部

技術補佐員
（臨床心理
士） 武井  優子

小児がん患者の心理社会的問題と
適応に及ぼす影響 武井  優子 和 Ａ５ 168

株式会社  風間書
房 800,000

265187 就実大学 教育学部 講師 高木  亮 教師の職業ストレス 高木  亮 和 Ａ５判 168 ナカニシヤ出版 800,000

265188
お茶の水女子大
学

大学院人間文化創
成科学研究科 助教

山本  佳世
乃 ライフストーリー分析指標の開発

山本  佳世
乃 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,500,000

265189 福井大学 教育地域科学部 准教授 岸  俊行 一斉授業の特徴を探る 岸  俊行 和 Ａ５ 168 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

265190
ルーテル学院大
学 総合人間学部 講師 植松  晃子

異文化接触における民族アイデン
ティティの役割：自我アイデンティティ
との関連 植松  晃子 和 Ａ５ 208 ㈱風間書房 1,000,000

265191 琉球大学 法文学部 教授 遠藤  光男
顔認識過程の特性に関する心理学
研究 遠藤  光男 和 Ａ５ 320 ㈱風間書房 1,400,000

265192 仁愛大学 人間生活学部 教授
大野木  裕
明 呼称の対人的機能

大野木  裕
明 和 Ａ５版 128 ナカニシヤ出版 700,000

265193 愛媛大学 教育学部 准教授 江上  園子 母親の「母性愛」信奉 江上  園子 和 Ａ５ 132 ㈱ナカニシヤ出版 700,000

265194 大阪教育大学 教育学部 准教授 牧  郁子
中学生における無気力感のメカニズ
ムと対応 牧  郁子 和 Ａ５ 216 ㈱ナカニシヤ出版 1,000,000

265195 東北大学 教育学研究科
特別研究員
（ＰＤ） 黒澤  泰

仕事と家庭の相互影響下における
夫婦二者間コーピング 黒澤  泰 和 Ａ５ 240 ㈱風間書房 1,000,000

265196 日本大学 文理学部 教授 小野  雅章 御真影と学校 小野  雅章 和 Ａ５ 400
一般財団法人  東
京大学出版会 1,000,000
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265197 埼玉大学 教育学部 准教授 山中  冴子
オーストラリアにおける障害のある生
徒のトランジション支援 山中冴子 和 Ａ５ 194 ㈱学文社 800,000

265198 立教大学
コミュニティ福祉学
部 助教 熊上  崇

発達障害のある触法少年の心理・発
達アセスメント 熊上  崇 和 Ａ５ 360 ㈱明石書店 1,500,000

265199 広島修道大学 人文学部 教授 相馬  伸一 ヤン・パトチカのコメニウス研究 相馬  伸一 和 Ａ５ 258
（一財）九州大学出
版会 1,200,000

265200 東京学芸大学 教育学部 講師

下司  裕子
（北詰  裕
子）

コメニウスの世界観と教育思想―１７
世紀における事物・言葉・書物―

下司  裕子
（北詰  裕
子） 和 Ａ５ 448 ㈱勁草書房 1,500,000

265201 西南女学院大学 保健福祉学部 准教授
川越  有見
子

栄養教諭養成におけるカリキュラム
開発研究

川越  有見
子 和 Ａ５ 456 ㈱風間書房 1,700,000

265202 鳴門教育大学
大学院学校教育研
究科 講師 大林  正史

学校運営協議会の導入による学校
教育の改善過程に関する研究 大林  正史 和 Ａ５ 232 ㈱大学教育出版 900,000

265203 鳴門教育大学
副学長・教
授 西園  芳信

質の経験としてのデューイ芸術的経
験論と教育 西園  芳信 和 Ａ５ 200 ㈱風間書房 900,000

265204 大阪大学 人間科学研究科 教授 澤村  信英 アフリカの生活世界と学校教育 澤村  信英 和 Ａ５ 288 ㈱明石書店 1,300,000

265205 神戸大学大学院
人間発達環境学研
究科 研究員 平野  亮 骨相学 平野  亮 和 Ａ５ 280 ㈱世織書房 600,000

265206
お茶の水女子大
学 学校教育研究部 研究協力員 後藤  郁子

小学校初任教師の成長・発達を支え
る新しい育成論 後藤  郁子 和 Ａ５ 272 ㈱学術出版会 900,000

265207
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 木村  祐子 発達障害支援の社会学 木村  祐子 和 Ａ５ 248 ㈱東信堂 900,000
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265208 愛知教育大学 教育学部 教授 高橋  裕子 明治期地域学校衛生史研究 高橋  裕子 和 Ａ５ 320 ㈱学術出版会 900,000

265209 京都大学 教育学研究科 研究員 李  霞
文革後中国基礎教育における「主体
性」の育成 李  霞 和 Ａ５ 208 ㈱東信堂 800,000

265210 筑波大学 人間系 准教授 大谷  奨
戦前北海道における中等教育制度
整備政策の研究 大谷  奨 和 Ａ５ 288 ㈱学文社 900,000

265211
郡山女子大学短
期大学部 幼児教育学科 講師 京免  徹雄

フランスの学校教育におけるキャリ
ア教育の成立と展開 京免  徹雄 和 Ａ５ 384 ㈱風間書房 1,600,000

265212 作新学院大学 人間文化学部 教授
小林  千枝
子 戦後日本の地域と教育

小林  千枝
子 和 Ａ５ 424 ㈱学術出版会 1,200,000

265213 筑波大学大学院
人間総合科学研究
科 大学院生 張  揚

現代中国の「大学における教員養
成」への改革に関する研究 張  揚 和 Ａ５ 280 ㈱学文社 1,100,000

265214 広島大学
大学院総合科学研
究科 准教授 青木  利夫

２０世紀メキシコにおける農村教育の
社会史 青木  利夫 和 Ａ５ 286 株式会社溪水社 1,000,000

265215 東北大学
学術資源研究公開
センター 協力研究員 吉葉  恭行

戦時下の帝国大学における研究体
制の形成過程 吉葉  恭行 和 Ａ５ 250 東北大学出版会 900,000

265216 名古屋大学
大学院教育発達科
学研究科

日本学術振
興会特別研
究員（ＰＤ） 丹間  康仁 学習と協働 丹間  康仁 和 Ａ５ 256 ㈱東洋館出版社 1,100,000

265217 埼玉医科大学 医学部 講師 藤森  千尋
英語授業における話しことばの学習
過程 藤森  千尋 和 Ａ５ 344 ㈱風間書房 1,500,000

265218 東京学芸大学 教育学部 講師 渡部  竜也
アメリカ社会科における価値学習の
展開と構造 渡部  竜也 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,500,000
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265219 千葉大学 教育学部 教授
本多  佐保
美 戦時下の子ども・音楽・学校

本多  佐保
美 和 Ａ５ 384 開成出版㈱ 1,200,000

265220 鳴門教育大学
大学院学校教育研
究科 准教授 井上  奈穂

社会系教科における評価のための
ツール作成の論理 井上  奈穂 和 Ａ５ 232 ㈱風間書房 1,000,000

265221
川崎医療短期大
学 医療保育科 教授 中原  朋生

現代アメリカ立憲主義公民学習論研
究 中原  朋生 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,400,000

265222
お茶の水女子大
学 附属中学校 教諭 中山  由美

身近な音楽を起点とする授業マネジ
メントに関する研究 中山  由美 和 Ａ５ 480 （有）閏月社 1,700,000

265223 福井大学
大学院教育学研究
科 准教授 木村  優 情動的実践としての教師の専門性 木村  優 和 Ａ５ 304 ㈱風間書房 1,200,000

265224 筑波大学 人間系 准教授 礒田  正美
算数・数学教育における数学的活動
による学習過程の構成 礒田  正美 和 Ａ５ 416 共立出版株式会社 1,500,000

265225 名古屋商科大学 経済学部 講師 寺田  佳孝 ドイツの外交・安全保障政策の教育 寺田  佳孝 和 Ａ５ 264
株式会社  風間書
房 1,100,000

265226
ノートルダム清
心女子大学 人間生活学部 講師

小田  久美
子

塗り絵と子どもの絵画表現の発達的
変容

小田  久美
子 和 Ａ５ 192 ㈱風間書房 1,000,000

265227 東京大学 大学院情報学環 特任助教 森  玲奈
ワークショップデザインにおける熟達
と実践者の育成 森  玲奈 和 Ａ５ 272

株式会社  ひつじ書
房 800,000

265228 金沢大学 学校教育系 教授
大久保  英
哲

纏足から天然足へ―日本統治前期
台湾の学校女子体育

大久保  英
哲 和 Ａ５ 380 ㈱不昧堂出版 1,600,000

265229 広島大学 附属小学校 教諭 松岡  靖
メディア社会に焦点化した小学校社
会科カリキュラム開発研究 松岡  靖 和 Ａ５ 336

株式会社  風間書
房 1,400,000



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

265230 岡崎女子大学 子ども教育学部 准教授
谷田貝  雅
典

新しいテレビ会議システムを利用した教育
効果の比較  ―  視線一致型及び従来型
（視線不一致）による遠隔教育と対面教育に
ついて  ―

谷田貝  雅
典 和 Ａ５ 180

株式会社  大学教
育出版 800,000

265231 岡山大学 教育学研究科 教授 大橋  和正
人の発達段階を考慮したものづくり
教育の体系化 大橋  和正 和 Ａ５ 304 ㈱風間書房 1,400,000

266004 東北大学 大学院文学研究科 教授
長谷川  公
一

Ｂｅｙｏｎｄ  Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ：Ｔｏｗａｒｄｓ
ａ  Ｎｕｃｌｅａｒ  ＦｒｅｅＳｏｃｉｅｔｙ

長谷川  公
一 欧

２１７ｘ１
３５ 300

Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒ
ｅｓｓ  Ｐｔｙ  Ｌｔｄ 3,600,000

123,000,000

③理工系

課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

265232 北海道大学 名誉教授 小泉  格 鮮新世から更新世の古海洋学 小泉  格 和 Ａ５ 184
一般財団法人  東
京大学出版会 900,000

265233
京都工芸繊維大
学

大学院工芸科学研
究科 教授 森本  一成 総合プロセーシス学の諸相 森本  一成 和 Ａ５ 148 ㈱ユニオンサービス 600,000

265234 共栄大学 国際経営学部
講師（非常
勤） 新井  竜治 戦後日本の木製家具 新井  竜治 和 Ａ４ 512

㈱新聞制作セン
ター 1,900,000

265235
建築技術史研究
所 所長 渡邉  晶

建築技術比較発達史の研究―ユー
ラシア大陸の西と東― 渡邉  晶 和 Ａ４ 508 中央公論美術出版 2,500,000

計１００件



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

265236 加藤  悠希 近世・近代の歴史意識と建築 加藤  悠希 和 Ａ５ 300
㈱中央公論美術出
版 900,000

265237 鈴木  亘 書院造と数寄屋考 鈴木  亘 和 Ｂ５ 370
㈱中央公論美術出
版 800,000

265238 千葉大学 大学院園芸研究科 准教授 齋藤  雪彦
農山村の荒廃と空間管理―計画学
の立場から地域再生を考える― 齋藤  雪彦 和 Ａ５ 240 世界思想社 1,000,000

265239 京都大学大学院 工学研究科 准教授 田路  貴浩 日本風景史 田路  貴浩 和 Ａ５ 384 ㈱昭和堂 1,400,000

265240 京都大学 人間・環境学研究科

日本学術振
興会特別研
究員 江口  久美 パリの歴史的記念物保全 江口  久美 和 Ｂ５ 300

㈱中央公論美術出
版 900,000

265241
岐阜市立女子短
期大学 生活デザイン学科 教授 柳田  良造 北海道開拓の空間計画 柳田  良造 和 Ｂ５ 360

一般社団法人北海
道大学出版会 2,300,000

265242 東京大学 工学系研究科 特別研究員 山岸  吉弘 木割表現論 山岸  吉弘 和 Ａ５ 300
株式会社  中央公
論美術出版 900,000

265243
公益財団法人竹
中大工道具館 研究員 中村  琢巳 近世民家普請と資源保全 中村  琢巳 和 Ａ５ 300

㈱中央公論美術出
版 900,000

266005 熊本大学
大学院自然科学研
究科 教授 伊藤  重剛

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌ  Ｓｔｕｄｙ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｅ
ｓｓｅｎｅ  Ｔｅｍｐｌｅ  ａｔ  Ａｎｃｉｅｎｔ  Ｍｅ
ｓｓｅｎｅ 伊藤  重剛 欧 Ａ４ 272

一般財団法人九州
大学出版会 1,800,000

16,800,000計１３件



④生物系

課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

256003 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目  長門 Ｔｅｘｔ  ｂｏｏｋ  ｆｏｒ  Ｏｒａｌ  Ｃａｒｅ 夏目  長門 欧 Ａ４ 450 ㈱ネオ・メディク 4,000,000

265244 苅住  曻
森林の根系特性と構造  バイオマス
算定に向けた基礎解析 苅住  曻 和 Ｂ５ 480

株式会社鹿島出版
会 2,700,000

265245 北海道大学 総合博物館 教授 高橋  英樹 千島列島の植物 高橋  英樹 和 Ｂ５ 416
一般社団法人北海
道大学出版会 2,600,000

265246 大東文化大学 経済学部 教授 山下  東子 漁業者高齢化と十年後の漁村 山下  東子 和 Ａ５判 192 （有）北斗書房 800,000

265247
東京農工大学大
学院 農学研究院 教授 山崎  亮一

グローバリゼーション下の農業構造
動態 山崎  亮一 和 Ａ５ 370 ㈱御茶の水書房 1,600,000

265248 東京大学 名誉教授 長澤  寛道
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ  ａｎｄ  Ｂｉｏｌｏｇｙ  ｏｆ  Ｂｉｏ
ａｃｔｉｖｅ  Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ 長澤  寛道 欧 菊 264 （有）テラパブ 2,100,000

265249
独立行政法人森
林総合研究所

林業経営・政策研究
領域 チーム長 岡  裕泰 森林経営をめぐる組織イノベーション 岡  裕泰 和 Ａ５ 320

一般社団法人北海
道大学出版会 1,700,000

265250 北海道大学 大学院農学研究院 専門研究員 今野  聖士
農業雇用の地域的需給調整システ
ム 今野  聖士 和 Ａ５ 192 ㈱筑波書房 1,100,000

265251 東京大学 社会科学研究所 特別研究員 西川  邦夫

「政策転換」と水田農業の担い手―
茨城県筑西市田谷川地区からの接
近― 西川  邦夫 和 Ａ５ 190

農林統計出版株式
会社 1,100,000

265252 早稲田大学
教育・総合科学学術
院 教授

石濱  裕美
子 チベット伝統医学の薬材研究

石濱  裕美
子 和 Ａ４ 240 ㈱藝華書院 1,700,000



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

266006 愛知学院大学 心身科学部 講師 早川  統子

Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ  ｏｆ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ  ｆｏｒ  ｔｒａｉｎｉｎｇＳｐｅｅｃ
ｈ  Ｌａｎｇｕａｇｅ  Ｈｅａｒｉｎｇ  Ｔｈｅｒａｐｉｓｔ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ  ―Ｅ
ｄｕｃａｔｉｏｎａｌ  ｃｕｒｒｉｃｕｌｕｍ  ｆｏｒ  Ｓｐｅｅｃｈ  Ｌａｎｇｕａｇｅ
Ｈｅａｒｉｎｇ  Ｔｈｅｒａｐｉｓｔ  ａｎｄ  ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ  ｃｏｎｔｅｎｔ― 早川  統子 欧 Ａ４ 270 ㈱ネオ・メディク 2,400,000

21,800,000

⑤広領域

課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

265262 大阪大学大学院

医学研究科社会環
境医学専攻公衆衛
生学 博士課程 足立  泰美

社会保障における財源と給付の経
済学 足立  泰美 和 Ａ５ 238 大阪大学出版会 900,000

265274 神奈川大学 人間科学部 非常勤講師 佐藤  克春 市街地土壌汚染問題の政治経済学 佐藤  克春 和 Ａ５ 224 ㈱旬報社 900,000

265277 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） 新山  智基 顧みられない熱帯病と国際協力 新山  智基 和 Ａ５ 200 ㈱学文社 800,000

265264 北里大学
東洋医学総合研究
所 客員研究員 渡辺  浩二 翻字校注  医学典刑 渡辺  浩二 和 Ａ５ 624 株式会社医聖社 1,100,000

265268 京都大学
大学院アジア・アフリ
カ地域研究研究科 准教授 高田  明 Ｎａｒｒａｔｉｖｅｓ  ｏｎ  Ｓａｎ  Ｅｔｈｎｉｃｉｔｙ 高田  明 欧 Ｂ５変 240

（一社）京都大学学
術出版会 2,200,000

265273 東海大学 教養学部 教授 鳥飼  行博 アジア地域コミュニティ経済学 鳥飼  行博 和 Ａ５ 314 東海大学出版会 1,200,000

計１１件



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

266008 京都大学 東南アジア研究所 教授 水野  広祐

Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｔｒｏｐｉｃａｌ  Ｂｉｏｍａｓｓ
Ｓｏｃｉｅｔｙ：Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ  ｆｒｏｍ  Ｐｅａｔｌａｎｄ
Ｆｉｅｌｄ  Ｓｔｕｄｉｅｓ  ｉｎ  Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 水野  広祐 欧 Ｂ５変型 440

（一社）京都大学学
術出版会 7,700,000

265256 甲南女子大学 人間科学部 講師 木村  至聖 産業遺産の記憶と表象 木村  至聖 和 Ａ５ 272
一般社団法人  京
都大学学術出版会 1,400,000

265265 京都大学 工学研究科 教授
神吉  紀世
子

ＢＯＲＯＢＵＤＵＲ  ａｓ  Ｃｕｌｔｕｒａｌ  Ｌａ
ｎｄｓｃａｐｅ

神吉  紀世
子 欧 Ｂ５変型 288

（一社）  京都大学
学術出版会 2,800,000

265266 京都大学 文学研究科 教授 石川  義孝

Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ’ｓ  Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ  Ｍｉｇｒａｎｔｓ  ｉｎ  Ｔｉｍｅｓ  ｏｆ
Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ  Ｄｅｃｌｉｎｅ 石川  義孝 欧 Ｂ５変型 320

（社）  京都大学学
術出版会 3,300,000

265253 東洋大学
「エコ・フィロソフィ」
学際研究イニシアテ 研究助手 岩崎  大 死生学 岩崎  大 和 四六 450 （有）春風社 1,400,000

265254 明治大学 研究・知財戦略機構 客員研究員 河野  正訓 古墳時代の農具研究 河野  正訓 和 Ｂ５ 304 ㈱雄山閣 900,000

265255 東京女子大学 現代教養学部 非常勤講師 髙橋  和子
日本の英語教育における文学教材
の可能性 髙橋  和子 和 Ａ５ 400

株式会社ひつじ書
房 1,100,000

265257
立教女学院短期
大学 英語科 准教授

小林（岩間）
麻衣子 近世スコットランドの王権

小林  麻衣
子 和 Ａ５ 280 ㈱ミネルヴァ書房 800,000

265258 香川大学
インターナショナル
オフィス 講師 細田  尚美 湾岸アラブ諸国の移民労働者 細田  尚美 和 Ａ５ 352 ㈱明石書店 1,400,000

265259 佛教大学 社会福祉学部 非常勤講師 杉本  弘幸
近代日本の都市社会政策とマイノリ
ティ 杉本  弘幸 和 Ａ５ 384 ㈱思文閣出版 1,300,000

265260 熊本学園大学 経済学部 非常勤講師
エイ  チャン
プイン 現代ミャンマーの貧困研究

エイ  チャン
プイン 和 Ａ５ 200 ㈱晃洋書房 900,000



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

265261
京都工芸繊維大
学

大学院工芸科学研
究科 助教 三宅  拓也 近代日本〈陳列所〉研究 三宅  拓也 和 Ａ５ 400 ㈱思文閣出版 1,500,000

265263 大阪大学
国際公共政策研究
科

特別研究員
（ＰＤ） 岡野  英之 アフリカの内戦と武装勢力 岡野  英之 和 Ａ５ 480 株式会社  昭和堂 1,700,000

265267 京都大学
大学院アジア・アフリ
カ地域研究研究科 客員准教授 石坂  晋哉 インドの社会運動と民主主義 石坂  晋哉 和 Ａ５ 336 ㈱昭和堂 1,300,000

265269 筑波大学 人文社会系 研究員 柳  英武
東アジアにおける近代条約関係の成
立 柳  英武 和 Ａ５ 300 ㈱龍渓書舎 1,200,000

265270 宮内庁 書陵部編修課 編修課長 詫間  直樹
京都御所造営録―造内裏御指図御
用記（五）

詫間  直樹
長坂  良宏 和 Ｂ５ 432

㈱中央公論美術出
版 1,400,000

265271 滋賀県立大学 事務局 理事 布野  修司
大元都市―中国都城の理念と空間
構造，そしてその変遷 布野  修司 和 菊 648

一般社団法人京都
大学学術出版会 3,300,000

265272 東京大学
大学院人文社会系
研究科

学振特別研
究員 千葉  悠志

現代アラブ・メディア―越境するラジ
オから衛星テレビへ― 千葉  悠志 和 Ａ５ 296 ㈱ナカニシヤ出版 1,200,000

265275 東北学院大学
教養学部言語文化
学科 講師 酒井  朋子

紛争という日常―北アイルランドにお
ける記憶と語りの民族誌 酒井  朋子 和 Ａ５ 250

株式会社  人文書
院 1,300,000

265276 広島大学 総合科学研究科

日本学術振
興会特別研
究員（ＰＤ） 黒田  賢治

イランにおける宗教と国家―現代
シーア派の実相― 黒田  賢治 和 Ａ５ 296

株式会社  ナカニシ
ヤ出版 1,200,000

265278 国立教育研究所
生涯学習政策研究
部 総括研究官

岩崎  久美
子 フランスの図書館上級司書

岩崎  久美
子 和 Ａ５ 368

株式会社  明石書
店 1,400,000

265279 横浜市立大学 国際総合科学部 准教授 柿崎  一郎

Ｔｒａｍｓ，  Ｂｕｓｅｓ，  ａｎｄ  Ｒａｉｌｓ：  ｔ
ｈｅ  Ｈｉｓｔｏｒｙ  ｏｆＵｒｂａｎ  Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
ｉｎ  Ｂａｎｇｋｏｋ，  １８８６－２０１０ 柿崎  一郎 欧 Ａ５ 464 Ｓｉｌｋｗｏｒｍ  Ｂｏｏｋｓ 600,000



課題
番号 所属機関 所属部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者

欧文・
和文の

別 判型
ペー
ジ数 出版社名

交付予定額
(単位:円）

266007 京都大学 理学研究科 名誉教授 廣田  襄

Ａ  Ｈｉｓｔｏｒｙ  ｏｆ  Ｍｏｄｅｒｎ  Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ  ｏｆ
Ａｔｏｍｓ  ａｎｄ  Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 廣田  襄 欧 Ｂ５変型 720

（一社）京都大学学
術出版会 14,000,000

60,200,000計２９件



５．データベース

（１）重点データベース

　①人文科学系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

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

237001 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 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 2,700,000

247001 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 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 8,100,000

257001 出版文化資料データベース研究ユニット 代表  磯部  彰
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 2,900,000

257002 日本語フレームネット研究会 代表者  小原  京子 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 1,700,000

257003 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
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 5,100,000

267001 日本印度学仏教学会 理事長  斉藤  明 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） 3,700,000

267002 日本古典籍総合目録作成グループ 代表者  大髙  洋司 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 2,000,000

267003 東洋文庫電算化委員会 委員長  斯波  義信 東洋学電子図書館情報システム ＩＳＤＬＡＳ 東洋学全般 9,000,000

267004 身装文化デジタルアーカイブプロジェクト 代表者  高橋  晴子 服装・身装文化デジタルアーカイブ ＣＣＤＡ 人文・社会科学のうち衣文化に関係の深いもの 6,800,000

52,700,000計１０件



　②社会科学系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

247002 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 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 5,200,000

257004
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 鐘紡資料 Ｋａｎｅｂｏ  ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 経営学 3,900,000

9,100,000

　③理工系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

247003 量子化学データベース研究会 会長  細矢  治夫 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 4,500,000

257005 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 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 800,000

257006 ＳＴＰデータベース作成委員会 委員長  家森  俊彦 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 2,100,000

257007
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

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 1,400,000

267005 天文情報センター  写真乾板ワーキンググループ 教授  渡部  潤一
歴史的天体写真乾板データアーカ
イブ ＡＡＰＰ 天文学 1,000,000

267006
高分子系材料・機器の耐放射線性データベース作
成委員会 研究副主幹・杉本  雅樹

高分子系材料・機器の耐放射線性
データベース ＤＲＲＰＭＥ 材料の耐放射線性評価分野 1,100,000

10,900,000

計２件

計６件



　④生物系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

247004 転写開始点データベース作成委員会 委員長  中井  謙太 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 7,600,000

247005 ＡＴＴＥＤ－Ⅱ作成委員会 委員長  大林  武
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 3,400,000

228056 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
エキスパートがキュレートしたｔＲＮ
Ａ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 1,500,000

228067 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
生理活性脂質データベースＬｉｐｉｄＢ
ａｎｋ ＬｉｐｉｄＢａｎｋ 医学、薬学、農学、生理学などの生命科学 2,300,000

228071
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

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 1,100,000

15,900,000

　⑤広領域

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

247006
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 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 3,700,000

228077 ダイナミックブレインプラットフォーム委員会 代表　我妻　広明
ダイナミックブレインプラットフォー
ム ＤｙｎａｍｉｃＢｒａｉｎＰｌａｔｆｏｒｍ

知能情報学、知能情報処理、感情情報学、神経
科学一般 1,800,000

257008
独立行政法人農業生物資源
研究所　前田  美紀

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 5,800,000

11,300,000

計５件

計３件



一般データベース

　①人文科学系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

268001
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

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 2,300,000

268002
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 代表者  伊藤  鉄也

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 3,100,000

268003 明治前期出版広告データベース作成グループ グループ代表者  青田  寿美 明治前期出版広告データベース ＰＡＤＭ 国文学・社会学・出版文化史・メディア研究 2,900,000

268004 代表者  松下  知紀
中英語頭韻詩『農夫ピアズ』写本
のデータベース ＰＰＬＭＳＳＤＢ 中世英文学・文献学 3,800,000

268005 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 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 4,400,000

268006 日本古代学研究所 サブリーダー  加藤  友康 墨書土器データベース ＤＢＥＣ 日本古代史 2,400,000

268007 収蔵歴史アーカイブズデータベース作成チーム
グループ代表者  西村  慎太
郎

収蔵歴史アーカイブズデータベー
ス ＤＨＡＤＮ 史学・文化人類学・民俗学・社会学・国文学 5,300,000

268008 台湾総督府文書目緑データベース作成グループ グループ長  檜山  幸夫 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 6,500,000

268009 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
環境アーカイブズ所蔵資料デジタ
ル・データベース ＤＤＭＯＡＥＩ

歴史学、アーカイブズ学、社会学（のうち現代史・
社会史・環境史・教育学分野） 1,000,000

268010 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 日本古文書ユニオンカタログ ＵＣＪＨＤ 日本史 8,400,000

268011 学校法人  早稲田大学イスラーム地域研究機構 機構長  桜井  啓子
早稲田大学所蔵イスラーム関連史
資料データベース ＷＩＲＤ

アジア近代史、日本近代史、日本のムスリム社
会、イスラーム考古 7,200,000

268012 東南アジア資料集成データベース作成委員会 委員長  原  正一郎
東南アジア地域研究史資料集成
データベース ＳＥＡＳ－ＤＢ

東南アジア、地域研究、歴史学、社会学、  言語
学、政治・法制史、交易史、都市研究 6,000,000

268013 アジア地形図共有化データベース作成委員会 委員長  小林  知 アジア地形図共有化データベース ＭＡＳＤ
地域研究、地理学、人類学、開発学、歴史学など
の空間情報とその歴史的変遷を扱う分野 4,900,000

58,200,000計１３件



　②社会科学系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

268014 条例Ｗｅｂ作成プロジェクト 原田  隆史 条例Ｗｅｂアーカイブデータベース ＪｏｒｅｉＷｅｂ
法学（なかでも行政法），自治体学，および図書館
情報学 6,200,000

268015 ミクロ統計データ活用研究会 幹事  伊藤  彰彦 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 3,000,000

268016 水俣学研究文献データベース作成委員会 委員長  花田  昌宣 水俣学研究文献データベース ＭＳＤ－ＤＢ 社会学、法学、経済学、医学 4,100,000

268017 データアーカイブ部会 准教授  佐藤  香 ＳＳＪデータアーカイブ ＳＳＪＤＡ 日本の社会・労働調査 2,700,000

268018 大学史デジタルアーカイブ作成委員会 委員長  吉見  俊哉
文部省往復を基幹とした近代日本
大学史データベース ＤＭＯ 大学史・学術政策史 6,900,000

268019 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
近代日本強化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 6,400,000

29,300,000

　③理工系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

268020 研究員  須田  拓馬
銀河考古学のための金属欠乏星
データベース ＳＡＧＡ  Ｄａｔａｂａｓｅ 天文学・宇宙物理学・原子核物理学 2,500,000

268021 太陽長期観測データベース作成委員会 委員長  上野  悟
京都大学太陽全面シノプティック観
測画像データベース ＫＹＯＴＯ－ＳＳＯＩ－ＤＢ

太陽物理学の太陽長期変動および地球への太陽
放射研究分野 2,600,000

268022 マグダスインデックスデータベース作成委員会 委員長  吉川  顕正
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 3,500,000

268023
１９２０年代高時間分解能地磁気データベース作成
委員会 委員長  能勢  正仁

１９２０年代にまで遡る高時間分解
能地磁気デジタルデータベース １９２０ＧＥＯＭＡＧＤＢ 地球電磁気学、宇宙空間物理学 2,300,000

268024 一般社団法人  日本建築学会 会長  吉野  博
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 2,300,000

268025 土木図書館委員会 委員長  五十畑  弘
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 4,700,000

268026 土木図書館委員会 委員長  五十畑  弘
土木学会東日本大震災アーカイブ
震災ＧＩＳデータベース ＪＳＣＥ２０１１ＥｑＧＩＳ 土木工学，国土防災工学，都市建設工学の分野 8,000,000

268027 津波ディジタルライブラリィ作成委員会 委員長  今井  さやか 津波ディジタルライブラリィ ＴＤＬ 自然災害科学のうちの津波工学 3,000,000

28,900,000

計６件

計８件



　④生物系

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

268028 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 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 5,300,000

268029 齋藤  俊行 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 1,500,000

268030
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

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 1,900,000

268031 昆虫学データベース作成グループ 代表  多田内  修 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 8,400,000

268032 ＶｉＢｒｉｓｍ－ＤＢ作成委員会 委員長  於保  祐子 ３Ｄ－ＩＳＭデジタル脳データベース ＶｉＢｒｉｓｍ－ＤＢ 脳科学  トランスクリプトーム  生命情報学 2,700,000

268033 ＣＯＸＰＲＥＳｄｂ作成委員会 代表者  木下  賢吾
遺伝子共発現データベースＣＯＸＰ
ＲＥＳｄｂ 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深い 4,900,000

268034
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

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 7,500,000

268035
汎ヒマラヤ維管束植物標本データベース作成委員
会 委員長  池田  博

汎ヒマラヤ維管束植物標本・画像
データベース ＤＢＦＰＨ

植物系統分類学、植物地理学、植物形態学、生態学、
地理学、薬学、林学、生物多様性、環境保全、地域開
発、遺伝子資源、観光 2,500,000

268036 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
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 4,800,000

268037 生存圏データベース作成委員会 副委員長  杉山  淳司 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 5,900,000

268038 カイコ完全長ｃＤＮＡデータベース作成委員会 委員長  嶋田  透 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 2,300,000

268039 糖質化学データベースワーキンググループ 研究員  山田  一作 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 6,600,000

268040
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

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 5,700,000



課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

268041 ＳＥＶＥＮＳデータベース作成委員会 委員長  諏訪  牧子
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 2,600,000

268042 Ｈ－ＩｎｖＤＢ構築プロジェクト 代表  今西  規
ヒト遺伝子とタンパク質に関する統
合データベースＨ－ＩｎｖＤＢ Ｈ－ＩｎｖＤＢ

医学、薬学、生物学のうちヒトの分子情報を扱う
分野 9,000,000

268043 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 医学研・脳神経病理データベース ＮＤ－ＴＭＩＭＳ
病理学および神経病理学  脳神経科学  医学教
育学 1,500,000

268044 ヒト胚子先天異常・画像データベース作成委員会 代表  山田  重人
ヒト胚子先天異常・画像データベー
ス ＫＣＤＢ

医学（産科学、先天異常学、発生学、公衆衛生
学） 6,400,000

268045 ライフサイエンス辞書プロジェクト 代表  金子  周司
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 3,100,000

268046 疾患リスク情報データベース・プロジェクト 代表  今西  規
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 4,500,000

87,100,000

　⑤広領域

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 データベース名称(略称） 対象分野
交付予定額
（単位:円）

268047
公益財団法人東洋文庫研究部イスラーム地域研
究資料室 室長  三浦  徹

日本における中東・イスラーム研究文
献目録データベース１８６８－２０１５ ＢＤＩＭＥＪ

イスラーム地域に関する人文・社会・自然科学分
野 3,600,000

268048 「社会運動情報資源データベース」作成委員会 委員長  大日方  純夫 社会運動情報資源データベース ＤＩＲＳＭ
日本史（近現代史・史料研究）、政治学（政治史・
国際関係論）、人文社会情報学（歴史情報） 5,500,000

268049 無形文化財アーカイブプロジェクト 代表者  八村  広三郎
舞踊動作モーションキャプチャデー
タベース Ｄａｎｃｅ  Ｍｏｔｉｏｎ  ＤＢ

芸術学（身体表現芸術に関わるもの），教育学（ダ
ンス指導），情報科学（マルチメディア情報検策） 4,100,000

268050 北東アジア気象データベース作成委員会 委員長  山本  晴彦 北東アジア気象データベース ＮＥＡＭＤＢ 気象学の分野 5,200,000

268051 近代医学の黎明デジタルアーカイブ作成委員会 委員長  濵嶋  信之
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 2,300,000

268052 近現代農林行政史料アーカイブ作成委員会 委員長  竹本  太郎 近現代農林行政史料アーカイブ ＤＣＦＡＡＲＭＪ
農業経済学  林政学  近代史  行政史  環境史
経済史 6,300,000

268053 女性デジタルアーカイブシステム作成委員会 委員長  青木  玲子 女性デジタルアーカイブシステム ＷＤＡＳ 女性史、女性学／ジェンダー学、アーカイブズ学 2,300,000

29,300,000

計１９件

計７件



(3)学術誌データベース

　広領域

課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称 
データベース名称

(略称）
交付予定額
(単位:円）

269501 日本農業経済学会 会長  新山  陽子 農業経済研究 ＪＲＥ 900,000

900,000計1件
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