
（１）　新規採択分 平成２８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 〔 949 〕 〔 403 〕 〔 42.5 〕 〔 914,100 〕 〔 2,268 〕 〔 14,300 〕

946 419 44.3 871,100 2,079 17,600

〔 93 〕 〔 47 〕 〔 50.5 〕 〔 110,000 〕 〔 2,340 〕 〔 9,000 〕

113 57 50.4 121,900 2,139 9,000

　　　　　　うち、研究成果公開発表（B） 〔 72 〕 〔 36 〕 〔 50.0 〕 〔 39,800 〕 〔 1,106 〕 〔 1,500 〕

82 42 51.2 45,300 1,079 1,400

　　　　　　うち、研究成果公開発表（C） 〔 21 〕 〔 11 〕 〔 52.4 〕 〔 70,200 〕 〔 6,382 〕 〔 9,000 〕

31 15 48.4 76,600 5,107 9,000

〔 65 〕 〔 43 〕 〔 66.2 〕 〔 187,400 〕 〔 4,358 〕 〔 14,300 〕

61 27 44.3 124,100 4,596 17,600

　　　　　　うち、国際情報発信強化（A） 〔 8 〕 〔 4 〕 〔 50.0 〕 〔 43,400 〕 〔 10,850 〕 〔 14,300 〕

10 4 40.0 32,500 8,125 17,600

　　　　　　うち、国際情報発信強化（B） 〔 54 〕 〔 38 〕 〔 70.4 〕 〔 135,800 〕 〔 3,574 〕 〔 6,400 〕

50 22 44.0 78,400 3,564 8,300

　　　　　　うち、オープンアクセス刊行支援 〔 3 〕 〔 1 〕 〔 33.3 〕 〔 8,200 〕 〔 8,200 〕 〔 8,200 〕

1 1 100.0 13,200 13,200 13,200

〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕

- - - - - -

〔 636 〕 〔 245 〕 〔 38.5 〕 〔 395,000 〕 〔 1,612 〕 〔 10,200 〕

647 283 43.7 435,400 1,539 8,300

〔 155 〕 〔 68 〕 〔 43.9 〕 〔 221,700 〕 〔 3,260 〕 〔 10,400 〕

125 52 41.6 189,700 3,648 8,700

(注）上段〔　　〕内は、前年度を示す。

　　　　・データベース

　　　　・国際情報発信強化

　　　　・学術定期刊行物

　　　　・学術図書

平成２８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

　　　　・研究成果公開発表



（２）　新規採択分+継続分 平成２８年４月現在

応募 採択 配分額 平均 最高

件 件 千円 千円 千円

 研究成果公開促進費 〔 1,012 〕 〔 466 〕 〔 1,293,900 〕 〔 2,777 〕 〔 33,800 〕

1,024 497 1,310,300 2,636 37,300

〔 94 〕 〔 48 〕 〔 118,400 〕 〔 2,467 〕 〔 9,000 〕

115 59 135,400 2,295 9,000

　　　　　　うち、研究成果公開発表（B） 〔 72 〕 〔 36 〕 〔 39,800 〕 〔 1,106 〕 〔 1,500 〕

82 42 45,300 1,079 1,400

　　　　　　うち、研究成果公開発表（C） 〔 22 〕 〔 12 〕 〔 78,600 〕 〔 6,550 〕 〔 9,000 〕

33 17 90,100 5,300 9,000

〔 96 〕 〔 74 〕 〔 469,000 〕 〔 6,338 〕 〔 33,800 〕

106 72 469,300 6,518 37,300

　　　　　　うち、国際情報発信強化（A） 〔 15 〕 〔 11 〕 〔 187,600 〕 〔 17,055 〕 〔 31,400 〕

19 13 197,800 15,215 31,400

　　　　　　うち、国際情報発信強化（B） 〔 75 〕 〔 59 〕 〔 207,500 〕 〔 3,517 〕 〔 6,400 〕

82 54 186,500 3,454 8,300

　　　　　　うち、オープンアクセス刊行支援 〔 6 〕 〔 4 〕 〔 73,900 〕 〔 18,475 〕 〔 33,800 〕

5 5 85,000 17,000 37,300

〔 6 〕 〔 6 〕 〔 10,000 〕 〔 1,667 〕 〔 4,400 〕

- - - - -

〔 644 〕 〔 253 〕 〔 413,500 〕 〔 1,634 〕 〔 10,200 〕

656 292 450,000 1,541 8,300

〔 172 〕 〔 85 〕 〔 283,000 〕 〔 3,329 〕 〔 10,400 〕

147 74 255,600 3,454 9,000

(注）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

平成２８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　　経　　費 １課題当たりの配分額

　　　　・研究成果公開発表

研　　究　　課　　題　　数



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

採択課題番号 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
（単位：円）

16HP0001 日本医学哲学・倫理学会 学会長  霜田  求 公開講座「『気づき』からはじまる臨床倫理―治療方針をめぐるよりよい意思決定のために」 1,300,000

16HP0002 一般社団法人  文化財保存修復学会 理事長  三浦  定俊 文化財を伝える―展示技術と保存修復学 1,400,000

16HP0003 日本中東学会
日本中東学会
会長  東長  靖

第２２回日本中東学会公開講演会「イスラーム世界の新しいライフスタイル―観光」 500,000

16HP0004 日本文化財科学会 会長  長友  恒人 ふくしまの被災文化遺産の継承 日本文化財科学会公開講演会シリーズ『文化遺産と科学』 1,400,000

16HP0005 日本民俗建築学会 会長  杉本尚次 保存民家の活用と市民参加―保存から展示そして活用へ― 500,000

16HP0006 日本文化人類学会 会長  関根  康正 現代社会における人文・社会科学とは何か―文化人類学からの応答の試み 700,000

②社会科学系

採択課題番号 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
（単位：円）

16HP0007 日本動物心理学会 理事長  藤田  和生
第７６回日本動物心理学会公開シンポジウム
「身近な動物たちのコミュニケーション研究 前線」

1,100,000

16HP0008 日本認知心理学会 理事長  箱田  裕司 認知心理学のフロンティアⅧ―感情・感性・コミュニケーション― 1,000,000

計　６　件

計　２　件
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③理工系

採択課題番号 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
（単位：円）

16HP0009 一般社団法人  日本物理学会 会長  藤井  保彦 公開講座「一般相対性理論と宇宙  ―重力波研究の 前線―」 1,400,000

16HP0010 公益社団法人  日本天文学会 会長  市川  隆 日本天文学会公開講演会  ＜宇宙の誕生と進化＞ 800,000

16HP0011 一般社団法人  日本地質学会 会長  井龍  康文 市民講演会「ジオハザードと都市の地質学」及び「地質情報展２０１６とうきょう」 900,000

16HP0012 特定非営利活動法人  日本火山学会 会長  井口  正人 ザ・富士山！～ 新の研究とマグマ体験 900,000

16HP0013 日本物理教育学会 会長  村田  隆紀 伸びる力と夢を育む青少年の科学実験・こどもの工作教室 1,200,000

16HP0014 公益社団法人  日本地震学会 会長  加藤  照之 「地震の教室」および一般公開セミナー「海洋底から巨大地震に迫る」 600,000

16HP0015 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長  山崎  俊嗣 宇宙の天気は今日も気まぐれ！ 1,100,000

16HP0016 公益社団法人  高分子学会 会長  高原  淳 生命・環境・材料に貢献する 先端の高分子：大学一日高分子化学教室 1,400,000

16HP0017 一般社団法人 日本ロボット学会 会長  高西  淳夫 未来を創る先端ロボットシンポジウム 1,400,000

16HP0018 一般社団法人  電気学会 会長  大西  公平 夏休み子ども理科体験教室「超高速永久コマと即席電気回路で電気と遊ぼう！」 1,200,000

16HP0019 一般社団法人  電気学会 会長  大西  公平 はてな？なるほど！電気ゼミナール 900,000

16HP0020 公益社団法人  応用物理学会 会長  河田  聡 離島における過疎地支援出張リフレッシュ理科教室 1,200,000

16HP0021 一般社団法人  日本機械学会 会長  小豆畑  茂 第２０回ロボットグランプリ 1,400,000

16HP0022 公益社団法人 日本磁気学会 会長  福永  博俊 第２３回公開講演会 400,000

16HP0023
特定非営利活動法人
日本バーチャルリアリティ学会

会長  榎並  和雅 第２４回国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト 1,100,000

16HP0024 公益社団法人  都市住宅学会 会長  髙田  光雄 公開シンポジウム「高齢者と地域の自律を引き出すサービス付き高齢者向け住宅」 1,300,000

計　１６　件
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④生物系

採択課題番号 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
（単位：円）

16HP0025 日本人類学会 会長  松浦  秀治 第７０回日本人類学会大会公開シンポジウム「骨が語る歴史」 1,300,000

16HP0026 日本遺伝学会 会長  遠藤  隆 生き物の多様性の謎を遺伝子から読み解く 1,300,000

16HP0027 公益社団法人  日本植物学会 会長  戸部  博 日本植物学会第８０回（沖縄）大会 公開シンポジウム「黒船から始まった沖縄の植物学」 900,000

16HP0028 日本霊長類学会 会長  中道  正之 第３２回日本霊長類学会 公開シンポジウム「自然と共生する地域社会を目指して」 1,300,000

16HP0029 公益社団法人  日本生物工学会 会長  五味  勝也
日本生物工学会  西日本支部  ２０１６年度市民フォーラム
  「地方創生に関わる生物工学のとりくみ―日本各地の活動とネットワークの必要性―」

1,000,000

16HP0030 日本鳥学会 会長  上田  恵介 公開シンポジウム「鳥と恐竜の幸福な出会い  ～鳥学から恐竜を考える～」 1,200,000

16HP0031 一般社団法人  日本生態学会 代表理事  齊藤  隆 日本生態学会 第２０回公開講演会「都市が支える生物多様性と都市を支る生態系」 1,400,000

16HP0032 日本作物学会 会長  齋藤  邦行 あんなかたち、こんなかたち、地域それぞれ人それぞれの６次産業 1,000,000

16HP0033 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  小泉  聖一 ＴＰＰ時代の生き残りをかけた高品質・高付加価値な畜産生産物の創生 800,000

16HP0034 一般社団法人  園芸学会 会長  柴田  道夫 園芸学会 平成２８年度 秋季大会シンポジウム「園芸植物がもつ色素の機能と可能性」 1,300,000

16HP0035 一般社団法人  日本育種学会 会長  吉村  淳 国際的視野で食糧問題を解決する育種学研究の 前線―第二の緑の革命のために― 900,000

16HP0036 日本繁殖生物学会 理事長  前多  敬一郎 ノーベル賞の中の繁殖生物学 1,300,000

16HP0037 日本植物細胞分子生物学会 会長  橋本  隆
日本植物細胞分子生物学会 市民公開シンポジウム
「信州の食と健康を考える～植物に含まれる機能性成分の正しい理解を目指して～」

800,000

16HP0038 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  飯野  正光
第９０回日本薬理学会年会  市民公開講座
 「依存性薬物の乱用とその実態  ―教育と行政の取り組み―」

1,000,000

16HP0039 日本神経科学学会 会長  田中  啓治 第３９回日本神経科学大会 市民公開講座 「脳科学の達人２０１６」 1,400,000

16HP0040 特定非営利活動法人  日本歯科保存学会 理事長  興地  隆史 日本歯科保存学会 市民公開フォーラム「健康長寿のために０歳から考えるお口の健康」 900,000

16HP0041 公益社団法人  日本放射線技術学会 代表理事  小倉  明夫
平成２８年度市民公開講座
Ｘ線ＣＴ検査とマンモグラフイー―安心して検査を受けるために―

1,200,000

16HP0042 一般社団法人  日本人工臓器学会 理事長  松田  兼一
第５４回日本人工臓器学会 大会市民公開講座
「ここまで進んだ！！  人工心臓と介護ロボット」

1,200,000

計　１８　件
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（２）研究成果公開発表（C）

①人文科学系

採択課題番号 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
（単位：円）

15HP0701 日本音楽学会 会長  渡辺  裕 第２０回国際音楽学会 東京大会 6,300,000

16HP0701 日本フランス語教育学会 会長  西山  教行
国際フランス語教授連合アジア太平洋地区大会２０１７
「フランス語を通じた言語生態系の保持と言語的多様性」

1,700,000

②社会科学系

採択課題番号 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
（単位：円）

16HP0702 日本財政学会 代表理事  横山  彰 第７３回国際財政学会 年次大会 2,800,000

計　２　件

計　１　件
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③理工系

採択課題番号 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
（単位：円）

15HP0702 一般社団法人  電気学会 会長  大西　公平 電気工学技術国際会議２０１６ 7,200,000

16HP0301 日本熱物性学会 会長  佐藤  真奈美 第１１回アジア熱物性会議 9,000,000

16HP0302 公益社団法人  応用物理学会 会長  河田  聡 ２０１６年国際固体素子・材料コンファレンス 9,000,000

16HP0303 公益社団法人  精密工学会 会長  長江  昭充 第２４回 ライフサイクルエンジニアリングに関する国際生産工学アカデミー会議 9,000,000

16HP0304 一般社団法人  映像情報メディア学会 会長  土井  美和子 第２３回ディスプレイ国際ワークショップ／アジアディスプレイ２０１６ 9,000,000

16HP0703 公益社団法人  日本表面科学会 会長  荻野  俊郎
第８回表面科学に関する国際シンポジウム  ―表面科学が駆動するクリーンイノベーション
―

1,200,000

16HP0704 一般社団法人  電気学会 会長  大西  公平 第２９回パワー半導体デバイス国際シンポジウム 900,000

16HP0705 一般社団法人  日本航空宇宙学会 会長  青木  隆平 第３１回宇宙技術および科学の国際シンポジウム 600,000

16HP0706 日本図学会 会長  山口  泰 アジア図学会議  ／  アジアデジタルモデリングコンテスト 2,900,000

16HP0707 一般社団法人  日本流体力学会 会長  福西  祐 第３１回国際衝撃波シンポジウム 2,400,000

④生物系

採択課題番号 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
（単位：円）

16HP0305 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  小泉  聖一 第１７回アジア・大洋州畜産学会議 9,000,000

16HP0306 日本神経科学学会 会長  田中  啓治 第３９回日本神経科学大会 9,000,000

16HP0307 一般社団法人  日本補体学会 会長  若宮  伸隆 第２６回国際補体学会 7,900,000

16HP0708 日本繁殖生物学会 理事長  前多  敬一郎 第４回国際生殖生物学会 2,200,000

計　１０　件

計　４　件
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２．国際情報発信強化

（１）国際情報発信強化（Ａ）

①理工系

採択課題番号 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  山崎　俊嗣 ”Ｅａｒｔｈ，  Ｐｌａｎｅｔｓ  ａｎｄ  Ｓｐａｃｅ”誌の国際情報発信強化 20,900,000

251004 公益社団法人  応用物理学会 会長　河田　聡 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 常務理事  川島　信之 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  藤井　保彦 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 17,700,000

16HP1001 公益社団法人  日本分析化学会 会長  鈴木  孝治 分析科学技術の国際情報発信強化への取組 17,600,000

②生物系

採択課題番号 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）

15HP1001 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  飯野  正光 薬理学における日本からの情報発信強化の取組 8,100,000

15HP1002 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 13,800,000

16HP1002
公益社団法人
日本リハビリテーション医学会

理事長  水間  正澄 学術研究の電子媒体による発信の取組～新たな英文誌の創刊～ 7,000,000

16HP1003 日本衛生学会 理事長  小泉  昭夫 社会医学分野におけるアジアからの国際情報発信力強化戦略 3,100,000

16HP1004 公益社団法人  日本産業衛生学会 理事長  圓藤  吟史 学術研究の電子媒体による国際情報発信強化の取り組み 4,800,000

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

21,700,000

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

11,500,000

251011 日本生態学会 会長  齊藤　隆 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 16,600,000

計　５　件

計　８　件
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（２）国際情報発信強化（Ｂ）

①人文・社会系

採択課題番号 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  石田　琳彰 日本考古学の国際情報発信強化 2,500,000

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

262024 一般財団法人日本国際政治学会 理事長  中西　寛 日本国際政治学会による英文機関誌の国際発信の強化 3,400,000

15HP2025 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 3,500,000

16HP2004
特定非営利活動法人
グローバルビジネスリサーチセンター

理事長  高橋  伸夫 日本の経営学研究の国際情報発信と利活用の促進 3,600,000

16HP2007 日本フランス語フランス文学会 会長  柏木  隆雄 仏語機関誌刊行およびオープンアクセス推進を中心とする国際情報発信強化 4,000,000

16HP2010 環太平洋産業連関分析学会 会長  山田  光男 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 3,900,000

16HP3001 日本印度学仏教学会 理事長  丸井  浩 学会誌『印度学仏教学研究』の国際情報発信力強化および国際的認知度向上 3,800,000

16HP3002 公益社団法人  日本語教育学会 会長  伊東  祐郎
日本語教育学分野の学術研究の電子媒体による発信の取組
―刊行物の電子化、投稿・査読・流通のウェブシステムの構築―

8,300,000

16HP3003 日本音声学会 会長・佐藤大和 『音声研究』成果の国際情報発信強化 3,100,000

16HP3004 日本文化人類学会 会長  関根  康正
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

3,800,000

16HP3005 経済学史学会 代表幹事  田中秀夫 英文率向上と国際的認知度向上の取組 3,900,000

16HP3006 日本中東学会 会長  東長  靖 年報の欧文化とオープンアクセス化による日本からの中東研究発信強化 2,500,000

計　１３　件
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②理工系

採択課題番号 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 公益社団法人  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　圦本　尚義 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 4,200,000

252028 粉体工学会 会長  内藤　牧男
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

2,000,000

262007 公益社団法人  地盤工学会 代表理事・会長  東畑　郁生
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

15HP2009 一般社団法人  日本鉄鋼協会 会長  加藤　雅治
鉄鋼・材料系ジャーナルサイトのプラットホーム機能強化による国際情報発信
力向上

3,000,000

15HP2022 公益社団法人  日本船舶海洋工学会 会長  原　壽 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 3,800,000

15HP2032 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

3,800,000

16HP2005 一般社団法人  日本質量分析学会 代表理亊  和田  芳直 質量分析学英文誌の国際発信強化戦略 5,400,000

16HP2006 公益社団法人 化学工学会 会長　前一廣
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ｏｆ  Ｊａｐａｎの国際情報発信強化の取
り組み

3,600,000

計　１０　件
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③生物系

採択課題番号 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

4,100,000

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　斉藤　和季 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  中嶋　康裕 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 一般社団法人　園芸学会 会長  柴田　道夫 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

262002 日本毒性学会 理事長  眞鍋　淳 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 3,400,000

262011 日本放射線影響学会 会長  福本　学 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

15HP2005 日本生理人類学会 会長  勝浦  哲夫
編集・査読体制の国際化およびジャーナルプロモーション強化を基軸とした国
際情報発信強化

4,000,000

15HP2012 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

15HP2014 一般社団法人  日本疫学会 理事長  磯  博康
日本疫学会誌  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ  世界トップクラス発信力獲得の
ための取組

3,800,000

15HP2018 日本法中毒学会 理事長  石井　晃
日本法中毒学会機関誌「Ｆｏｒｅｎｓｉｃ  Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ」の国際的トップジャーナル維
持の取組

3,900,000

15HP2023 日本薬物動態学会 会長  千葉  寛 日本薬物動態学会英文誌ＤＭＰＫの国際情報発信の推進 3,200,000

15HP2030 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 3,600,000

15HP2033 日本発生生物学会 会長  上野　直人 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 3,600,000

16HP2002 日本熱帯農業学会 会長  井上  弘明
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

3,500,000

16HP2003 公益社団法人  日本油化学会 会長  宮下  和夫
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

2,300,000

16HP2008 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  小泉  聖一
Ａｎｉｍａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  Ｊｏｕｒｎａｌの広報活動強化および出版内容向上による国際
発信強化の取組

4,500,000
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採択課題番号 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）

16HP2009 日本菌学会 会長  山岡  裕一
編集体制の強化・論文の部分的オープンアクセス化による国際情報発信の強
化

3,500,000

16HP2011 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 2,500,000

16HP2012 日本雑草学会 会長  冨永  達 アジア太平洋地域における雑草研究の電子媒体による発信の取組 1,000,000

16HP2013 日本植物病理学会 会長  寺岡  徹 日本植物病理学会英文誌の国際情報発信を推進強化する取組 3,700,000

16HP2014 日本先天異常学会 理事長  大谷  浩 季刊誌から隔月刊誌への移行による国際情報発信力強化の取組 3,600,000

16HP2015 日本繁殖生物学会 理事長  前多  敬一郎
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔの国際的な情報発信力を
強化し、基幹ジャーナル化を目指す取組

1,200,000

16HP2016 一般社団法人  日本細胞生物学会 会長  貝淵  弘三 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 3,000,000

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  下瀬川　徹
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  武田  洋幸 ＺＯＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＳＣＩＥＮＣＥ論文による多様なＯｐｅｎ  Ａｃｃｅｓｓ発信 1,500,000

④広領域

採択課題番号 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 1,400,000

16HP2001 一般社団法人  日本木材学会 会長  鮫島  正浩 木材学分野における国際的基幹雑誌をめざす取り組み 3,700,000

計　２　件

計　２９　件
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（３）オープンアクセス刊行支援

①理工系

採択課題番号 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

37,300,000

254002 一般社団法人  日本物理学会 会長  藤井　保彦 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 17,200,000

②生物系

採択課題番号 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）

16HP4001 公益社団法人  日本動物学会 会長  武田  洋幸 新刊ＯＡジャーナルを通した国際的な総合動物学研究の推進 13,200,000

264002 日本癌学会 理事長　宮園　浩平
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

10,000,000

③広領域

採択課題番号 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）

15HP4001 一般社団法人  日本再生医療学会 理事長  澤　芳樹
再生医療にかかる基盤研究、臨床研究・治験及び人文社会科学（倫理・法令・
経済）等の情報の国際発信強化

7,300,000

計　２　件

計　２　件

計　１　件
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３．学術図書

①人文科学系

採択課題
番  　　号

所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP6001 滋賀県立大学 人間文化学部 准教授
ボルジギン
ブレンサイン

Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ
ＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＶｉｌｌａｇｅ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｉｎ
Ｍｏｄｅｒｎ Ｃｈｉｎａ

ボルジギン  ブレ
ンサイン

欧 Ａ５ 380 有限会社  春風社 1,500,000

16HP5001 下野  玲子 敦煌仏頂尊勝陀羅尼経変相図の研究 下野  玲子 和 Ａ５ 416 勉誠出版㈱ 1,200,000

16HP5002 恵泉女学園大学 人文学部 准教授 伊藤  拓真 ルネサンス期トスカーナのステンドグラス 伊藤  拓真 和 Ａ４ 384 ㈱中央公論美術出版 2,300,000

16HP5003 慶應義塾大学 経済学部 専任講師 鎌田  由美子 絨毯が結ぶ世界 鎌田  由美子 和 Ａ５ 592
（一財）
名古屋大学出版会

2,800,000

16HP5004 毛塚  実江子 レオンの「９６０年聖書」研究 毛塚  実江子 和 Ａ５ 512 ㈱中央公論美術出版 1,700,000

16HP5005 天理大学 人間学部 講師 渡辺  優 ジャン＝ジョゼフ・スュラン 渡辺  優 和 Ａ５ 496
慶應義塾大学
出版会株式会社

2,000,000

16HP5006 関西大学 東西学術研究所 非常勤研究員
佐藤  トゥイウェ
ン

ベトナムにおける「二十四孝」の研究
佐藤  トゥイウェ
ン

和 Ａ５ 432 ㈱東方書店 1,300,000

16HP5007 国際基督教大学 特別研究員 柴田  真希都 明治知識人としての内村鑑三 柴田  真希都 和 Ａ５ 504 ㈱みすず書房 2,000,000

16HP5008 金沢大学 人間科学系 教授 森  雅秀 密教美術の図像学 森  雅秀 和 Ａ５ 528 ㈱法藏館 1,800,000

16HP5009 京都市立芸術大学 美術学部 教授 吉田  雅子 海のシルクロードの染織史 吉田  雅子 和 Ａ５ 496 ㈱中央公論美術出版 1,900,000

16HP5010 武蔵大学 人文学部 教授 水口  拓寿 中国伝統社会における術数と思想
水口  拓寿
外８名

和 Ａ５ 304 ㈱汲古書院 1,100,000

16HP5011 小林  宏光 中国版画史論 小林  宏光 和 Ｂ５ 808 勉誠出版㈱ 3,800,000

16HP5012 高橋  均 経典釈文論語音義の研究 高橋  均 和 Ａ５ 430 ㈱創文社 1,800,000

16HP5013 龍谷大学 仏教文化研究所 研究員 大谷  由香 中世後期  泉涌寺の研究 大谷由香 和 Ａ５ 288 株式会社  法蔵館 1,100,000

16HP5014 福井大学 教育地域科学部 准教授 今井  祐子 陶芸のジャポニスム 今井  祐子 和 Ａ５ 776
（一財）
名古屋大学出版会

4,000,000

16HP5015 兵庫県立大学 看護学部 教授 丸橋  裕
法の支配と対話の哲学―プラトン対話篇『法
律』の研究

丸橋  裕 和 Ａ５ 384 京都大学学術出版会 2,000,000

16HP5016 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１３巻

水野  敬三郎
外１７名

和 Ａ４ 584 中央公論美術出版 3,000,000

16HP5017 佛教大学 仏教学部 教授 大西  磨希子 唐代仏教美術史論攷 大西  磨希子 和 Ａ５ 400 ㈱法藏館 1,700,000
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16HP5018 鹿児島大学 法文教育学域教育学系 教授 下原  美保 住吉派研究 下原  美保 和 Ａ４ 276 藝華書院 500,000

16HP5019 京都大学 文学研究科
日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

和泉  悠 名前と対象：固有名と裸名詞の意味論 和泉  悠 和 Ａ５ 256 ㈱勁草書房 1,000,000

16HP5020 京都大学 文学研究科
日本学術振興
会特別研究員
ＳＰＤ

川村  悠人 バッティの美文詩研究 川村  悠人 和 Ａ５ 560 ㈱法藏館 2,000,000

16HP5021 東京大学
大学院人文社会系研究
科

特別研究員 八幡  さくら シェリング芸術哲学における構想力 八幡  さくら 和 Ａ５ 210 ㈱晃洋書房 1,000,000

16HP5022 東京大学
大学院人文社会系研究
科

研究員
髙久（中西）
恭子

ユリアヌスの信仰世界 中西  恭子 和 Ａ５ 400
慶應義塾大学
出版会株式会社

1,800,000

16HP5023 東京大学 総合文化研究科 特任助教 星野  太 崇高の修辞学 星野  太 和 Ａ５ 272 （有）  月曜社 600,000

16HP5024 東京大学
大学総合教育研究セン
ター

特任研究員 八重樫  徹 フッサールにおける価値と実践 八重樫  徹 和 Ａ５ 256 株式会社  水声社 1,000,000

16HP5025 東京大学 東洋文化研究所 特任助教 井戸  美里 戦国期風俗図の文化史 井戸  美里 和 Ａ５ 288 ㈱吉川弘文館 1,100,000

16HP5026 岡山大学
大学院社会文化科学研
究科

准教授 佐々木  守俊 平安仏教彫刻史にみる中国憧憬 佐々木  守俊 和 Ａ５ 360 中央公論美術出版 1,000,000

16HP5027 京都造形芸術大学 芸術学部 准教授 三上  美和 原三溪と日本近代美術 三上  美和 和 Ａ５ 320 株式会社国書刊行会 1,500,000

16HP5028 明治学院大学 国際学部 准教授 大川  玲子 カンボジアのイスラーム 大川  玲子 和 Ａ５ 226 ㈱平凡社 800,000

16HP5029 明治大学 経営学部 兼任講師 堂野前  彰子 古代日本神話と水上交流 堂野前  彰子 和 Ａ５ 448 ㈱三弥井書店 1,800,000

16HP5030 国文学研究資料館 研究部 教授 神作  研一 小沢蘆庵自筆  六帖詠藻  本文と研究
神作  研一
外５名

和 Ｂ５ 704 （有）和泉書院 3,100,000

16HP5031 神田  邦彦 中世楽書の基礎的研究 神田  邦彦 和 Ａ５ 544 （有）和泉書院 1,700,000

16HP5032 伊藤  慎吾 中世物語資料と近世社会 伊藤  慎吾 和 Ａ５ 488 ㈱三弥井書店 2,100,000

16HP5033 高橋  麻織 源氏物語の政治学 高橋  麻織 和 Ａ５ 392 （有）笠間書院 1,300,000

16HP5034 鈴木  圭一 中本研究 鈴木  圭一 和 Ａ５ 512 （有）笠間書院 1,700,000

16HP5035 関西大学 文学部
日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

大石  真由香 近世初期『万葉集』の研究 大石  真由香 和 Ａ５ 352 （有）和泉書院 1,000,000

16HP5036 奈良大学 名誉教授 長坂  成行 篠屋宗礀とその周縁 長坂  成行 和 Ａ５ 304 ㈱汲古書院 1,100,000
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16HP5037 東京学芸大学 教育学部 教授 湯浅  佳子 近世小説の研究 湯浅  佳子 和 Ａ５ 688 ㈱汲古書院 2,300,000

16HP5038 原水  民樹 『保元物語』系統・伝本考 原水  民樹 和 Ａ５ 704 （有）和泉書院 2,100,000

16HP5039 盛岡大学 文学部 教授 高橋  俊和 堀景山伝考 高橋  俊和 和 Ａ５ 784 （有）和泉書院 2,500,000

16HP5040 北海道教育大学 教育学部 講師 雲岡  梓 荒木田麗女の研究 雲岡  梓 和 Ａ５ 400 （有）和泉書院 1,200,000

16HP5041 明星大学 人文学部 教授 勝又  基 親孝行の江戸文化 勝又  基 和 Ａ５ 432 （有）笠間書院 1,200,000

16HP5042 成城大学 その他 元教授 後藤  昭雄 天野山金剛寺善本叢刊第一期
後藤  昭雄
外５名

和 Ａ５ 1424 勉誠出版㈱ 4,800,000

16HP5043 東京大学
大学院人文社会系研究
科

特別研究員
（ＰＤ）

高松  亮太 秋成論攷―学問・文芸・交流― 高松  亮太 和 Ａ５ 336 （有）笠間書院 1,200,000

16HP5044 東京大学
大学院人文社会系研究
科・文学部

特別研究員 本橋  裕美 斎宮の文学史 本橋  裕美 和 Ａ５ 528 ㈱翰林書房 1,900,000

16HP5045 東京女子大学 現代教養学部 准教授 光延  真哉 未刊江戸歌舞伎年代記集成
光延  真哉
外４名

和 Ａ５ 966 ㈱新典社 3,100,000

16HP5046 大阪府立大学 人間社会学部 教授
神戸説話研究会
代表者
田中  宗博

近世寺社伝資料
 『和州寺社記』・『伽藍開基記』

田中  宗博
外１２名

和 Ａ５ 512 （有）和泉書院 1,400,000

16HP5047 東洋大学 社会学部 教授 三石  庸子 アメリカ文学と革命
三石  庸子
外１０名

和 46 336 ㈱英宝社 1,000,000

16HP5048 中京大学 文学部 教授 福井  佳夫 六朝文評価の研究 福井  佳夫 和 Ａ５ 640 ㈱汲古書院 2,600,000

16HP5049 大井  浩二 内と外からのアメリカ 大井  浩二 和 46 240 株式会社  英宝社 700,000

16HP5050 法政大学 文学部 教授 笠原  賢介 ドイツ啓蒙と非ヨーロッパ世界 笠原  賢介 和 Ａ５ 364 ㈱未来社 1,200,000

16HP5051 法政大学 文学部 教授 黒田  眞美子 韋應物詩論―「悼亡詩」を中心として― 黒田  眞美子 和 Ａ５ 432 ㈱汲古書院 1,800,000

16HP5052 安田女子大学 文学部 教授 富永  一登 『文選』李善注の活用 富永  一登 和 Ａ５ 640 研文出版 2,200,000

16HP5053 同志社大学 文学部 教授 勝山  貴之 シェイクスピアと異教国への旅 勝山  貴之 和 Ａ５判 304 ㈱英宝社 900,000

16HP5054 宇都宮大学 国際学部 専任講師
大野（神長）
斉子

ゴーゴリが古典になるまで
大野（神長）  斉
子

和 四六 432 ㈱群像社 1,500,000

16HP5055 京都府立大学 文学部 教授 小松  謙 中国白話文学研究 小松  謙 和 Ａ５ 320 ㈱汲古書院 1,200,000
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16HP5056 岡山大学 言語教育センター 准教授 野呂  康 ＧＲＩＨＬ  文学の使い方をめぐる日仏の対話
野呂  康
外８名

和 Ａ５ 400 吉田書店 1,400,000

16HP5057 日本大学 文理学部 助手 林  直樹 首都圏東部域音調の研究 林  直樹 和 Ａ５ 272 （有）笠間書院 900,000

16HP5058 上智大学 文学部 教授 服部  隆 明治期における日本語文法研究史 服部  隆 和 Ａ５ 352 ㈱ひつじ書房 1,500,000

16HP5059 東京外国語大学
世界言語社会教育セン
ター

助教 寅丸  真澄
学習者の自己形成・自己実現を支援する日
本語教育

寅丸  真澄 和 Ａ５ 352 ㈱ココ出版 900,000

16HP5060 東京外国語大学
大学院国際日本学研究
院

教授 早津  恵美子 現代日本語の使役文 早津  恵美子 和 Ａ５ 464 ㈱ひつじ書房 1,600,000

16HP5061 宮部  真由美 現代日本語の条件を表わす複文の研究 宮部  真由美 和 Ａ５ 270 株式会社  晃洋書房 1,300,000

16HP5062 神戸市外国語大学 外国語学部 准教授 長沼  美香子 訳された近代 長沼  美香子 和 Ａ５ 384 法政大学出版局 1,400,000

16HP5063 松山大学 人文学部 講師 姜  英淑 韓国語慶尚道諸方言のアクセント研究 姜  英淑 和 Ａ５ 208 勉誠出版  株式会社 900,000

16HP5064 関西学院大学 国際学部 専任講師 吉田  ひと美 外国語習得に成功する学習プロセス 吉田  ひと美 和 Ａ５ 352 大阪大学出版会 1,600,000

16HP5065 広島大学 大学院教育学研究科 准教授 永田  良太
接続助詞ケドの発話解釈過程と談話展開機
能

永田  良太 和 Ａ５ 200 ㈱溪水社 800,000

16HP5066 東京農工大学 国際センター 准教授 田崎  敦子 接触場面における二言語使用の可能性 田崎  敦子 和 Ａ５ 224 株式会社ココ出版 900,000

16HP5067 岐阜大学 教育学部 教授 佐藤  貴裕 節用集と近世出版 佐藤  貴裕 和 Ａ５ 352 （有）和泉書院 1,000,000

16HP5068 東京工科大学 教養学環 教授 酒井  優子 アイヌ語の文構造 酒井  優子 和 Ａ５ 120 リーベル出版 400,000

16HP5069 宮崎大学 教育文化学部 准教授 山元  宣宏 古代書体論考 山元  宣宏 和 Ａ５ 256
（一社）
京都大学学術出版会

1,200,000

16HP5070 大妻女子大学 比較文化学部 准教授 江頭  浩樹
Ｏｎ  Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ  ｆｒｏｍ  Ｓｕｂｊｅｃｔｓ：Ａｎ
Ｅｘｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ  Ａｃｃｏｕｎｔ

江頭  浩樹 欧 菊版 240 株式会社  開拓社 700,000

16HP5071
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

言語対照研究系
プロジェクトＰ
Ｄフェロー

今村  泰也 所有表現と文法化 今村  泰也 和 Ａ５ 224 ㈱ひつじ書房 900,000

16HP5072
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

言語資源研究系 教授 山崎  誠
テキストにおける語彙的結束性の計量的研
究

山崎  誠 和 Ａ５ 288 （有）和泉書院 900,000

16HP5073
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

理論・構造研究系 特任助教 藤本  灯 山田孝雄著『日本文体の変遷』本文と解説
（故）山田孝雄
解説：藤本  灯
　　　　外２名

和 Ａ５ 320 勉誠出版㈱ 1,000,000

16HP5074 白百合女子大学 文学部 教授 中里  理子 オノマトペの語義変化研究 中里  理子 和 Ａ５ 256 勉誠出版株式会社 900,000
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16HP5075 お茶の水女子大学 基幹研究院
リサーチフェ
ロー

古結  諒子 日清戦争における日本外交 古結  諒子 和 Ａ５ 288
（一財）
名古屋大学出版会

1,400,000

16HP5076 関西大学 博物館 非常勤研究員 藪田  貫 大坂西町奉行久須美祐明日記 藪田  貫 和 Ａ５ 484 清文堂出版㈱ 1,400,000

16HP5077 名古屋大学 大学院文学研究科 教授 池内  敏 絶海の碩学 池内  敏 和 Ａ５ 528
（一財）
名古屋大学出版会

2,800,000

16HP5078 大阪市立大学 大学院文学研究科 教授 仁木  宏 守護所・戦国城下町の構造と社会
仁木  宏
外１１名

和 Ａ５ 352 株式会社思文閣出版 1,200,000

16HP5079 金沢大学 歴史言語文化学系 准教授 平瀬  直樹 大内氏の領国支配と宗教 平瀬  直樹 和 Ａ５ 382 ㈱塙書房 1,600,000

16HP5080 同志社大学 文学部 准教授 北  康宏 日本古代君主制成立史の研究 北  康宏 和 Ａ５ 566 ㈱塙書房 2,300,000

16HP5081 大阪大学 文学研究科 准教授 市  大樹 日本古代都鄙間交通の研究 市  大樹 和 Ａ５ 586 ㈱塙書房 2,300,000

16HP5082 京都大学 法学研究科
特別研究員
（ＰＤ）

久保田  裕次 対中借款の政治経済史 久保田  裕次 和 Ａ５ 400
（一財）
名古屋大学出版会

2,000,000

16HP5083 中央大学 文学部 教授 佐藤  元英 経済制裁と戦争決断 佐藤  元英 和 Ａ５ 352 ㈱日本経済評論社 1,200,000

16HP5084 東京大学 史料編纂所 准教授
神護寺文書研究会
代表  末柄  豊

高雄山神護寺文書集成
末柄  豊
外２名

和 Ａ５ 512 ㈱思文閣出版 2,300,000

16HP5085 山形大学 人文学部 教授 松尾  剛次 中世叡尊教団の全国的展開 松尾  剛次 和 Ａ５ 576 ㈱法藏館 2,200,000

16HP5086
公益財団法人
東洋文庫

研究部 研究員 土肥  祐子 宋代南海貿易史の研究 土肥  祐子 和 Ａ５ 752 ㈱汲古書院 3,200,000

16HP5087 高井  康典行 渤海と藩鎮 高井  康典行 和 Ａ５ 528 ㈱汲古書院 2,100,000

16HP5088 上智大学 文学部 教授 豊田  浩志
古代ローマの港町  オスティア・アンティカ研
究の 前線

豊田  浩志
外１１名

和 Ａ５ 512 勉誠出版㈱ 1,800,000

16HP5089 立教大学 社会学部 特別研究員
（日本学術振興会)

岩崎  佳孝 アメリカ先住民ネーションの構築 岩崎  佳孝 和 Ａ５ 232 ㈱ナカニシヤ出版 1,200,000

16HP5090 明治大学 政治経済学部 教授 廣部  泉
人種戦争という寓話―黄禍論とアジア主義
―

廣部  泉 和 Ａ５ 288
（一財）
名古屋大学出版会

1,400,000

16HP5091
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構本部

大学共同利用機関等の
部局等

特任研究員 菊池百里子
ベトナム北部における貿易港の考古学的研
究

菊池  百里子 和 Ｂ５ 244 ㈱雄山閣 800,000

16HP5092 長崎大学 多文化社会学部 准教授 野上  建紀 伊万里焼の生産流通史 野上  建紀 和 Ｂ５ 592 ㈱中央公論美術出版 1,600,000

16HP5093 国際基督教大学 教養学部 教授 菊池  秀明 北伐と西征 菊池  秀明 和 Ａ５ 544 ㈱汲古書院 2,200,000
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16HP5094 名古屋大学 高等研究院 特任助教 市川  彰 古代メソアメリカ周縁史 市川  彰 和 Ｂ５ 226 ㈱溪水社 1,200,000

16HP5095 家島  彦一
イブン・バットゥータと境域への旅
―『大旅行記』をめぐる新研究―

家島  彦一 和 Ａ５ 432
（一財）
名古屋大学出版会

2,100,000

16HP5096 千葉科学大学 薬学部 講師 橋爪  烈 ブワイフ朝の政権構造 橋爪  烈 和 Ａ５ 480
慶應義塾大学
出版会株式会社

2,300,000

16HP5097 名古屋市立大学 大学院人間文化研究科 教授 山本  明代
東中欧・バルカン諸国における移動と地域
の形成

山本  明代
外９名

和 Ａ５ 318 ㈱刀水書房 1,000,000

16HP5098 大阪大学 大学院文学研究科 教授 秋田  茂 帝国から開発援助へ 秋田  茂 和 Ａ５ 272
（一財）
名古屋大学出版会

1,400,000

16HP5099 大阪大学 文学研究科 教授 片山  剛 近代東アジア土地調査事業研究
片山  剛
外８名

和 Ｂ５ 448 大阪大学出版会 3,000,000

16HP5100 信州大学 学術研究院教育学系 助教 中谷  惣
訴える人びと
―イタリア中世都市の司法と政治―

中谷  惣 和 Ａ５ 544
（一財）
名古屋大学出版会

2,300,000

16HP5101 神戸大学 人文学研究科 准教授 高田  京比子 中世ヴェネツィアの家族と権力 高田  京比子 和 Ａ５ 320 京都大学学術出版会 1,500,000

16HP5102 京都府立大学 文学部 教授 川分  圭子 ボディントン家とイギリス近代 川分  圭子 和 Ａ５ 512
（一社）
京都大学学術出版会

2,200,000

16HP5103 京都府立大学 文学部 准教授 岡本  隆司 中国の誕生 岡本  隆司 和 Ａ５ 576
（一財）
名古屋大学出版会

2,800,000

16HP5104 東京大学
大学院人文社会系研究
科

教授 設楽  博己 弥生文化形成論 設楽  博己 和 Ｂ５ 630 ㈱塙書房 3,200,000

16HP5105 東京大学 大学院総合文化研究科 教授 長谷川  まゆ帆 近世フランスの法と身体 長谷川  まゆ帆 和 Ａ５ 856
一般財団法人
東京大学出版会

3,400,000

16HP5106 九州大学 人文科学研究院 教授 宮本  一夫 東北アジアの初期農耕と弥生の起源 宮本  一夫 和 Ｂ５ 304 同成社 1,100,000

16HP5107 九州大学 大学院言語文化研究院 准教授 阿部  俊大 アラゴン連合王国の形成とイスラーム世界 阿部  俊大 和 Ａ５ 402
一般財団法人
九州大学出版会

1,800,000

16HP5108 九州大学 人文科学研究院 専門研究員 馬場  多聞 宮延食材・ネットワーク・王権 馬場  多聞 和 Ａ５ 370
一般財団法人
九州大学出版会

1,800,000

16HP5109 慶應義塾大学 文学部 教授 三尾  裕子 帝国日本の記憶
三尾  裕子
外９名

和 Ａ５ 288
慶應義塾大学
出版会株式会社

1,400,000

16HP5110 國學院大學 文学部 講師 三河  雅弘 古代寺院の土地領有と荘園図 三河  雅弘 和 Ａ５ 280 ㈱同成社 600,000

16HP5111 神田外語大学 外国語学部 専任講師 奥田  若菜 貧困と連帯の人類学 奥田  若菜 和 四六 356 有限会社  春風社 1,000,000

16HP5112 南山大学 人文学部 教授 石原  美奈子 現代エチオピアの女たち
石原  美奈子
外７名

和 Ａ５ 344 ㈱明石書店 1,200,000
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16HP5113 南山大学 人文学部 講師 藤川  美代子 水上に住まう 藤川  美代子 和 Ａ５ 480 ㈱風響社 1,900,000

16HP5114 南山大学 人類学研究所 研究員 宮脇  千絵 装いの民族誌 宮脇  千絵 和 Ａ５ 368 ㈱風響社 1,900,000

16HP5115 順天堂大学 国際教養学部 助教 浅井  優一 儀礼の言語人類学 浅井  優一 和 Ａ５ 384 ㈱三元社 1,500,000

16HP5116 及川  祥平 偉人崇拝の民俗学 及川  祥平 和 Ａ５ 416 勉誠出版 1,500,000

16HP5117 桜の聖母短期大学 キャリア教養学科 准教授 田中  大介 葬儀業のエスノグラフィ 田中  大介 和 Ａ５ 256
一般財団法人
東京大学出版会

1,100,000
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16HP5118 一橋大学 大学院社会学研究科
日本学術振興
会特別研究員
（ＰＤ）

里見  龍樹 「海に住まうこと」の民族誌 里見  龍樹 和 Ａ５ 432 ㈱風響社 1,800,000

16HP5119 後藤  晴子 老いる経験の民族誌 後藤  晴子 和 Ａ５ 322
一般財団法人
九州大学出版会

1,700,000

16HP5120 京都大学 人文科学研究所 准教授 石井  美保 環世界の人類学 石井  美保 和 Ａ５ 400
（一社）
京都大学学術出版会

1,700,000

16HP5121 京都大学 地球環境学堂
特別研究員
（ＰＤ）

左地（野呂）
 亮子

現代フランスを生きるジプシー 左地  亮子 和 Ａ５ 352 ㈱世界思想社教学社 1,200,000

16HP5122 東京大学 大学院総合文化研究科 学術研究員 鈴木  舞 科学鑑定のエスノグラフィ 鈴木  舞 和 Ａ５ 304
一般財団法人
東京大学出版会

1,200,000

16HP5123 早稲田大学
国際学術院
（アジア大平洋研究科）

助教 牧野  冬生 建築人類学 牧野  冬生 和 Ａ５ 332 有限会社  春風社 1,500,000

16HP5124 九州大学 比較社会文化研究院
特別研究員
（ＰＤ）

緒方  しらべ アフリカ美術の人類学 緒方  しらべ 和 Ａ５ 480 ㈱清水弘文堂書房 1,700,000

16HP5125 胡  艶紅 江南の水上居民 胡  艶紅 和 Ａ５ 400 株式会社  風響社 1,600,000

16HP5126 菅沼  文乃 〈老い〉の営みの人類学 菅沼  文乃 和 Ａ５ 320 ㈱森話社 1,100,000

16HP6001 辻  惟雄 日本美術の歴史（英語版） 辻  惟雄 欧 Ａ５ 504
一般財団法人
東京大学出版会

3,700,000

16HP6002 東京大学 社会科学研究所 特別研究員 寺沢  拓敬
Ｒｅｔｈｉｎｋｉｎｇ  Ｅｎｇｌｉｓｈ
－Ｌａｎｇｕａｇｅ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ

寺沢  拓敬 欧
２１７×
１３５ｍｍ
判

300
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ
Ｐｒｅｓｓ  Ｐｔｙ  Ｌｔｄ

3,800,000

16HP6003 大阪大学 大学院人間科学研究科 准教授 福岡  まどか
Ｉｎｄｏｎｅｓｉａｎ  ｃｒｏｓｓ
―ｇｅｎｄｅｒ  ｄａｎｃｅｒ  Ｄｉｄｉｋ  Ｎｉｎｉ  Ｔｈｏｗｏｋ

福岡  まどか 欧 Ａ５ 160 大阪大学出版会 100,000

計　１３０　件
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15HP6002 徳島大学
大学院ソシオ・アーツ・サ
イエンス研究部

准教授 樋口  直人 Ｊａｐａｎ’ｓ  Ｕｌｔｒａｒｉｇｈｔ 樋口  直人 欧
２１５×

３１７ｍｍ 350 Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ 1,300,000

15HP6003 明治学院大学 国際学部 教授 合場  敬子
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ  Ｂｏｄｉｅｓ  ａｎｄ  Ｇｅｎｄｅｒ
：Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ  ｏｆ  Ｗｏｍｅｎ
 Ｐｒｏ－Ｗｒｅｓｔｌｅｒｓ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ

合場  敬子 欧
Ｂ５

変形判
272 ㈱ユニオンサービス 1,100,000

16HP5127 國學院大學 法学部 教授 高塩  博 江戸幕府法の基礎的研究（論考篇・史料篇） 高塩  博 和 Ａ５ 1008 ㈱汲古書院 4,000,000

16HP5128 三重大学 人文学部 教授 髙橋  秀治 司法権の法哲学的研究
髙橋  秀治
外８名

和 Ａ５ 344 ㈱日本評論社 1,500,000

16HP5129 一橋大学 大学院法学研究科 特任准教授 田中  良弘 行政上の処罰概念と法治国家 田中  良弘 和 Ａ５ 336 ㈱弘文堂 1,100,000

16HP5130 立命館大学 法科大学院 非常勤講師 大久保  史郎
人の国際移動と現代日本の法
―人身取引・外国人労働・入管法制

大久保  史郎
外２４名

和 Ａ５ 416 株式会社日本評論社 1,600,000

16HP5131 千葉大学 大学院専門法務研究科 教授 下井  康史
公務員制度の法理論
―日仏比較公務員法研究

下井  康史 和 Ａ５ 352 ㈱弘文堂 1,200,000

16HP5132 千葉大学 法政経学部 准教授 横田  明美 義務付け訴訟の機能 横田  明美 和 Ａ５ 368 ㈱弘文堂 1,300,000

16HP5133 北海学園大学 法学部 教授 中村  敏子 トマス・ホッブズの母権論 中村  敏子 和 Ａ５ 296
一般財団法人
法政大学出版局

1,300,000

16HP5134 村上  聖一 戦後日本の放送規制 村上  聖一 和 Ａ５ 496 株式会社日本評論社 1,800,000

16HP5135 静岡県立大学 国際関係学研究科 教授 六鹿  茂夫 黒海地域の国際関係
六鹿  茂夫
外１１名

和 Ａ５ 464
（一財）
名古屋大学出版会

2,400,000

16HP5136 同志社大学 法学部 教授 大矢根  聡 日本の国際関係論
大矢根  聡
外６名

和 Ａ５版 192 株式会社  勁草書房 500,000

16HP5137 同志社大学 法学部 教授 力久  昌幸 スコットランドの選択 力久  昌幸 和 Ａ５ 320 （有）木鐸社 1,000,000

16HP5138 宇都宮大学 国際学部 准教授 髙橋  若菜 越境大気汚染の比較政治学 髙橋  若菜 和 Ａ５ 320 株式会社  千倉書房 1,400,000

16HP5139 筑波大学 人文社会系 教授 辻中  豊 政治変動期の圧力団体
辻中  豊
外５名

和 Ａ５ 208 ㈱有斐閣 800,000

16HP5140 東京大学 大学院総合文化研究科 学術研究員 石垣  千秋 医療制度改革の比較政治 石垣  千秋 和 Ａ５ 448 （有）春風社 1,600,000

16HP5141 首都大学東京 社会科学研究科 助教 金  今善 自治体行政における紛争管理 金  今善 和 Ａ５判 240 ㈱ユニオンサービス 1,000,000

16HP5142 立教大学 経済学部 教授 林  采成 華北交通の日中戦争史 林  采成 和 Ａ５ 324 ㈱日本経済評論社 1,400,000
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16HP5143 高知大学
教育研究部総合科学系
地域協働教育学部門

准教授 湊  邦生 遊牧の経済学 湊  邦生 和 Ａ５ 200 株式会社晃洋書房 1,100,000

16HP5144 青山学院大学 経済学部 教授 中川　辰洋 カンティヨン経済理論研究 中川辰洋 和 Ａ５ 304 ㈱日本経済評論社 1,400,000

16HP5145 北九州市立大学 外国語学部 教授
白石（矢野）
麻保

計画経済の実証分析―中国の経済開発 白石  麻保 和 Ａ５ 256 京都大学学術出版会 1,300,000

16HP5146 摂南大学 経済学部 教授 八木  紀一郎 欧州統合と社会経済イノベーション
八木  紀一郎
外９名

和 Ａ５ 288 日本経済評論社 1,200,000

16HP5147 高木  聡一郎
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，  Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏ
ｎ，  ａｎｄ  ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｅｃｏｎｏｍｙ

高木  聡一郎 欧 Ａ５ 240
一般財団法人
東京大学出版会

1,300,000

16HP5148 大阪大学
大学院
経済学研究科

教授 澤井  実 日本の技能形成 澤井  実 和 Ａ５ 272
（一財）
名古屋大学出版会

1,400,000

16HP5149 和歌山大学 経済学部 准教授 高田  公
中東欧体制移行諸国における金融システム
の構築

高田  公 和 Ａ５ 304 （有）時潮社 900,000

16HP5150 山口大学 経済学部 教授 李  海峰 中国の消費社会と消費者行動
李  海峰
外８名

和 Ａ５ 230 ㈱晃洋書房 1,000,000

16HP5151 信州大学
学術研究院
社会科学系

教授 金  早雪
韓国・社会保障形成の政治経済学
－国家と国民生活の変革－

金  早雪 欧 新菊版 723 図書出版　人間ト福祉 600,000

16HP5152 神戸大学 国際協力研究科 名誉教授 本台  進
インドネシアの経済発展と所得格差
―日本の経験と比較分析

本台  進
外１名

和 Ａ５ 288 株式会社  日本評論社 1,200,000

16HP5153 東京大学 社会科学研究所 特別研究員 藤倉  哲郎
ベトナムにおける労働組合運動と
労使関係の現状

藤倉  哲郎 和 Ａ５ 356 東海大学出版部 1,600,000

16HP5154 早稲田大学 高等研究所 助教 高橋  遼
開発途上国における森林保全  ―経済学と
空間情報科学を融合した学際的研究―

高橋  遼 和 Ａ５ 240 株式会社  勁草書房 1,000,000

16HP5155 首都大学東京 社会科学研究科 教授 山崎  志郎 太平洋戦争期の物資動員計画 山崎  志郎 和 Ａ５ 928 ㈱日本経済評論社 3,900,000

16HP5156 松山大学 経済学部 教授 掛下  達郎 アメリカＯＴＤモデルの形成過程 掛下  達郎 和 Ａ５ 344 ㈱日本経済評論社 1,600,000

16HP5157 関西外国語大学 英語キャリア学部 講師 古田  克利 ＩＴ技術者の能力限界の研究 古田  克利 和 Ａ５ 184 ㈱日本評論社 800,000

16HP5158 龍谷大学 経営学部 教授 夏目  啓二 現代中国のＩＣＴ多国籍企業
夏目  啓二
外１名

和 Ａ５ 290 株式会社文眞堂 1,200,000

16HP5159 兵庫県立大学 政策科学研究所 客員研究員 細見  正樹 ワーク・ライフ・バランスを実現する職場 細見  正樹 和 Ａ５ 216 大阪大学出版会 1,300,000

16HP5160 申錬鐵
養豚経営の展開と生産者出資型インテグ
レーション

申錬鐵 和 Ａ５ 140
農林統計出版
株式会社

600,000

16HP5161 追手門学院大学 経営学部 准教授 藤原  英賢
内部統制の有効性とコーポレート・ガバナン
ス

藤原  英賢 和 Ａ５ 256
同文舘出版
株式会社

1,300,000
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16HP5162 柴田  徹平 建設業一人親方と不安定就業 柴田  徹平 和 Ａ５ 216 ㈱東信堂 800,000

16HP5163 東北福祉大学 総合基礎教育課程 講師 村田  周祐 持続的スポーツツーリズムと空間粉争 村田  周祐 和 四六版 268 株式会社新曜社 700,000

16HP5164
特定非営利活動法人
社会理論・動態研究所

本部 研究員 木下  直子 〈慰安婦問題〉の出現と情動の系譜 木下  直子 和 Ａ５ 288 勉誠出版㈱ 1,100,000

16HP5165 森下  達
怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー
―特撮映画・ＳＦジャンル形成史

森下  達 和 Ａ５判 280 株式会社青弓社 800,000

16HP5166 関西学院大学 人間福祉研究科 研究科研究員 小西  律子
盲人の職業的自立へのあゆみ
―岩橋武夫を中心に

小西  律子 和 Ａ５ 280 関西学院大学出版会 1,100,000

16HP5167 お茶の水女子大学 基幹研究院
リサーチフェ
ロー

安藤  藍 里親であることの葛藤と対処 安藤  藍 和 Ａ５ 326 ㈱ミネルヴァ書房 1,100,000

16HP5168 奈良大学 社会学部 教授 吉村  治正 社会調査における非標本誤差 吉村  治正 和 Ａ５ 240 ㈱東信堂 800,000

16HP5169 東北大学 大学院情報科学研究科 教授 小林  一穂 中国農村の集住化
小林  一穂
外５名

和 Ａ５ 354 ㈱御茶の水書房 1,200,000

16HP5170 大阪市立大学 人権問題研究センター 特別研究員 桜井  啓太
〈自立支援〉の社会保障を問う
：生活保護・ 低賃金・ワーキングプア

桜井  啓太 和 Ａ５ 254 株式会社  法律文化社 800,000

16HP5171 大阪大学
グローバルコラボレー
ション
センター

招聘教授 星野  和実
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｍｉｇｒａｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｗｅｌｌｎｅｓｓ
 Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｕｎｉｔｅｄ  Ｓｔａｔｅｓ，
Ｓｗｅｄｅｎ，ａｎｄ Ｊａｐａｎ

星野  和実
外４名

欧 Ａ５ 176 ㈱風間書房 800,000

16HP5172 一橋大学 大学院社会学研究科
日本学術振興
会特別研究員（Ｐ
Ｄ）

武岡  暢 生き延びる歓楽街「歌舞伎町」の存立構造 武岡  暢 和 Ａ５ 368 ㈱新曜社 1,000,000

16HP5173 一橋大学
大学院
社会学研究科

教授 小井土  彰宏 移民受入の国際社会学
小井土  彰宏
外１０名

和 Ａ５ 432
（一財）
名古屋大学出版会

1,900,000

16HP5174 一橋大学 大学院社会学研究科 特任講師
（ジユニアフェロー）

坂下  雅一 「沖縄県民」の起源 坂下  雅一 和 Ａ５ 416 有信堂高文社㈱ 1,100,000

16HP5175 望戸  愛果
「戦争体験」とジェンダー―アメリカ在郷軍人
会の第一次世界大戦戦場巡礼を読み解く―

望戸  愛果 和 Ａ５ 272 ㈱明石書店 1,200,000

16HP5176 京都大学 大学院農学研究科
日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

安井  大輔 沖縄らしさの社会学 安井  大輔 和 Ａ５ 230 ㈱晃洋書房 1,200,000

16HP5177 札幌国際大学 人文学部 准教授 青木  美和子
福祉の現場における「共生」に向けたコミュ
ニティの生成

青木  美和子 和 Ａ５ 224 多賀出版㈱ 800,000

16HP5178 東京大学
大学院 公共政策学連携
研究部・教育部

特任助教 華井  和代 資源問題の正義 華井  和代 和 Ａ５ 360 株式会社  東信堂 1,400,000

16HP5179 東京大学 教養学部 特任准教授 菊池  真純
農村景観の資源化―中国村落共同体の動
態的棚田保全戦略―

菊池  真純 和 Ａ５ 450 ㈱御茶の水書房 2,000,000

16HP5180 岡山大学
大学院社会文化科学研
究科

准教授 高谷  幸 越境と追放 髙谷  幸 和 Ａ５ 232 ㈱ナカニシヤ出版 1,200,000
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16HP5181 早稲田大学 文学学術院 助手 畑山  要介 倫理的市場の経済社会学 畑山  要介 和 Ａ５ 368 ㈱学文社 1,200,000

16HP5182 立命館大学 産業社会学部 准教授 富永  京子
社会運動のサブカルチャー化
―Ｇ８サミット抗議行動の経験分析

富永  京子 和 Ａ５ 386 株式会社  せりか書房 1,300,000

16HP5183
国立社会保障・
人口問題研究所

社会保障応用分析研究
部

研究員 藤間  公太 代替養育の社会学 藤間  公太 和 菊判 200 晃洋書房 1,100,000

16HP5184 明治学院大学 社会学部 教授 藤川  賢 公害・環境問題の放置構造と解決過程
藤川  賢
外２名

和 Ａ５ 320 ㈱東信堂 1,200,000

16HP5185 日本女子体育大学 体育学部 准教授 中道  直子 乳幼児における「ふり」の理解の発達 中道  直子 和 Ａ５ 128 ㈱風間書房 700,000

16HP5186 東京家政学院大学 現代生活学部 准教授 野澤  祥子
歩行開始期の仲間関係における自己主張
の発達過程に関する研究

野澤  祥子 和 Ａ５ 208 ㈱風間書房 1,000,000

16HP5187 玉川大学
通信教育部
教育学部

助教 魚崎  祐子
テキスト読解場面における下線ひき行動に
関する研究

魚崎  祐子 和 Ａ５ 184 株式会社  風間書房 1,100,000

16HP5188 愛知学院大学 総合政策学部 准教授 太幡  直也
懸念的被透視感が生じている状況における
対人コミュニケーションの心理学的研究

太幡  直也 和 Ａ５ 240 福村出版株式会社 1,200,000

16HP5189 宮城学院女子大学 学芸学部 准教授 友野  隆成
あいまいさへの非寛容と精神的健康の心理
学

友野  隆成 和 Ａ５ 138 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

16HP5190 緒方  康介 虐待された子どもの知能心理学 緒方  康介 和 Ａ５ 192 多賀出版㈱ 1,000,000

16HP5191 名古屋大学
心の発達支援研究実践
センター

教授 松本  真理子
日本とフィンランドにおける子どものウェル
ビーイングへの多面的アプローチ

松本  真理子
外１１名

和 Ａ５ 336 ㈱明石書店 1,400,000

16HP5192 東京学芸大学 教育学部 研究員 小林  優子
女子高校生の子宮頸がん予防行動に関す
る心理社会的要因

小林  優子 和 Ａ５ 144 ㈱風間書房 800,000

16HP5193 滋賀県立大学 環境科学部 准教授 村上  一真 環境配慮行動の意思決定プロセスの分析 村上  一真 和 Ａ５ 330 ㈱中央経済社 1,500,000

16HP5194 岐阜大学 保健管理センター 助教 堀田  亮
重大なネガティブ体験の意味づけに関する
心理学的研究

堀田  亮 和 Ａ５ 200 ㈱風間書房 1,000,000

16HP5195 割澤  靖子
心理援助職の成長過程―ためらいの成熟
論

割澤  靖子 和 Ａ５ 208 株式会社  金剛出版 500,000

16HP5196 立正大学 心理学部 准教授 永井  智
中学生における友人との相談行動：援助要
請研究の視点から

永井  智 和 Ａ５ 280
株式会社
ナカニシヤ出版

1,300,000

16HP5197 大阪産業大学 人間環境学部 講師 山本  晃輔 嗅覚と自伝的記憶に関する心理学的研究 山本  晃輔 和 Ａ５ 136 ㈱風間書房 800,000

16HP5198 愛知教育大学 教育学部 准教授 鈴木  裕子 保育における幼児間の身体による模倣 鈴木  裕子 和 Ａ５ 256 ㈱風間書房 1,300,000

16HP5199 山梨英和大学 人間文化学部 助教 飯田  敏晴
エイズ相談利用促進に関わる規定要因の心
理学的検討

飯田  敏晴 和 Ａ５ 176 ㈱風間書房 900,000
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16HP5200 犬塚  典子 カナダの女性政策と大学 犬塚  典子 和 Ａ５ 296 ㈱東信堂 1,100,000

16HP5201 上智大学 グローバル教育センター 准教授 丸山  英樹
トランスナショナル移民のノンフォーマル教
育

丸山  英樹 和 Ａ５ 336 ㈱明石書店 1,400,000

16HP5202 慶應義塾大学 教職課程センター 教授 佐久間  亜紀 アメリカ教師教育史 佐久間  亜紀 和 Ａ５ 496
一般財団法人
東京大学出版会

1,900,000

16HP5203 聖徳大学 児童学部 講師 山崎  奈々絵 戦後教員養成改革と「教養教育」 山崎  奈々絵 和 Ａ５ 304 六花出版㈱ 1,100,000

16HP5204 玉川大学 教育学部 教授 坂野  慎二
統一ドイツ教育の多様性と質保証―日本へ
の示唆―

坂野  慎二 和 Ａ５ 216 ㈱東信堂 800,000

16HP5205 福山  文子
「移動する子どもたち」の異文化適応と教師
の教育戦略

福山  文子 和 Ａ５ 224 八千代出版株式会社 900,000

16HP5206 鎌倉女子大学 児童学部 講師 平井  悠介
エイミー・ガットマンの教育理論―現代アメリ
カ教育哲学における平等論の変容―

平井  悠介 和 Ａ５ 304 株式会社  世織書房 800,000

16HP5207 福岡女子大学 国際文理学部 教授 森  邦昭 ディルタイから教育実践へ 森  邦昭 和 Ａ５ 354
一般財団法人
九州大学出版会

1,700,000

16HP5208 広島大学 大学院教育学研究科 教授 河野  和清 市町村教育委員会制度に関する研究 河野  和清 和 Ａ５ 288 ㈱福村出版 1,300,000

16HP5209 広島大学 教育学研究科 教授 牟田口  辰己
盲児に対する点字読み指導法の研究 ―点
字読み熟達者の手の使い方の分析を通して
―

牟田口  辰己 和 Ａ５ 224
慶應義塾大学
出版会㈱

1,100,000

16HP5210 東京学芸大学 教育学部 講師 伊藤  秀樹 高等専修学校における適応と進路 伊藤  秀樹 和 Ａ５ 392 株式会社  東信堂 1,300,000

16HP5211 近畿大学 教職教育部 講師
細尾（池田）
萌子

フランスでは学力をどう評価してきたか 細尾  萌子 和 Ａ５ 256 ㈱ミネルヴァ書房 1,200,000

16HP5212 北海道教育大学 教育学部 准教授 橋野  晶寛 現代の教育費をめぐる政治と政策 橋野  晶寛 和 Ａ５ 368 ㈱大学教育出版 1,400,000

16HP5213 共立女子短期大学 文科 准教授 一前  春子 保幼小連携体制の形成過程 一前  春子 和 Ａ５ 272 ㈱風間書房 1,300,000

16HP5214 福岡大学 人文学部 講師 伊藤  亜希子 移民とドイツ社会をつなぐ教育支援 伊藤  亜希子 和 Ａ５ 290
（一財）
九州大学出版会

1,500,000

16HP5215 広島文教女子大学 人間科学部 准教授 白石  崇人
明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改
良

白石  崇人 和 Ａ５ 586 ㈱溪水社 1,700,000

16HP5216 京都大学
大学院人間・環境学研究
科

准教授 中森  誉之
Ｆｏｒｅｉｇｎ  Ｌａｎｇｕａｇｅ  Ｌｅａｒｎｉｎｇ  ｗｉｔｈｏｕｔ
 Ｖｉｓｉｏｎ：  Ｓｏｕｎｄ  Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ，
Ｓｐｅｅｃｈ  Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ａｎｄ Ｂｒａｉｌｌｅ

中森  誉之 欧 菊判 384 ㈱ひつじ書房 1,300,000

16HP5217 山形大学
教育開発連携支援セン
ター

講師 呉屋  淳子 「学校芸能」の民族誌 呉屋  淳子 和 Ａ５ 304 株式会社森話社 1,000,000

16HP5218 立命館大学 衣笠総合研究機構 専門研究員 孫  美幸
日本と韓国における多文化共生教育の新た
な地平

孫  美幸 和 Ａ５ 324
株式会社
ナカニシヤ出版

1,500,000
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16HP5219 大分大学 教育福祉科学部 教授 平田  利文 アセアン共同体の市民性教育
平田  利文
外２０名

和 Ａ５ 336 ㈱東信堂 1,200,000

16HP5220 首都大学東京 国際センター 准教授 岡村  郁子 異文化間を移動する子どもたち 岡村  郁子 和 Ａ５ 304 ㈱明石書店 1,100,000

16HP5221 千葉大学 教育学部 教授 眞城  知己
イギリスにおける特別な教育的ニーズに関
する教育制度の特質

眞城  知己 和 Ａ５ 448 ㈱風間書房 2,000,000

16HP5222 日本大学 工学部 准教授 中野  浩一
身体教育研究序説  近代日本の教育学にお
ける「体育」の扱い方の変遷とその理由

中野  浩一 和 Ａ５ 216 ㈱不昧堂出版 1,200,000

16HP5223 東洋大学 社会学部 教授 山本  須美子
ヨーロッパにおける移民第二世代の学校適
応

山本  須美子
外９名

和 Ａ５ 272 ㈱明石書店 1,200,000

16HP5224 高知大学
教育研究部 人文社会科
学系教育学部門

教授 山中  文
音楽科における教育内容論の成立と展開に
関する研究

山中  文 和 Ａ５ 280 ㈱風間書房 1,400,000

16HP5225 帯広畜産大学 畜産学部 准教授 平舘  善明
教材にみる岡山秀吉の手工科教育論の特
質と意義

平舘  善明 和 Ａ５ 448 ㈱学文社 1,500,000

16HP5226 大阪総合保育大学 児童保育学部 教授 栗山  誠
図式的表現期における子どもの画面構成プ
ロセスの研究

栗山  誠 和 Ａ５ 248 ㈱風間書房 1,400,000

16HP5227 広島大学 教育学研究科 教授 間瀬  茂夫 説明的文章の読みの学力形成論 間瀬  茂夫 和 Ａ５ 386 ㈱渓水社 1,400,000

16HP5228 福岡教育大学 大学院教育学研究科 教授 若木  常佳 大村はまの「学習の手びき」についての研究 若木常佳 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,500,000

16HP5229 福岡教育大学 教育学部 准教授 笠原  広一 子どものワークショップと体験理解 笠原  広一 和 Ａ５ 226
一般社団法人
九州大学出版会

1,500,000

16HP5230 群馬大学 教育学部 准教授 濵田  秀行 他者と共に「物語」を読むという行為 濵田  秀行 和 Ａ５ 184 ㈱風間書房 900,000

16HP5231 同志社女子大学 現代社会学部 教授 藤原  孝章 グローバル教育の内容編成に関する研究 藤原  孝章 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,400,000

16HP5232 名古屋市立大学 大学院人間文化研究科 准教授 上田  敏丈
保育行為スタイルの生成・維持プロセスに関
する研究

上田  敏丈 和 Ａ５ 152 株式会社  風間書房 800,000

16HP5233 横浜国立大学 教育人間科学部 教授 池田  敏和 モデルを志向した数学教育の展開 池田敏和 和 Ａ５ 468 ㈱東洋館出版社 2,200,000

16HP5234 広島経済大学 経済学部 准教授 胤森  裕暢
「価値観形成学習」による「倫理」カリキュラ
ム改革

胤森  裕暢 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,600,000

16HP5235 政策研究大学院大学 政策研究科 研究助手 志村  聖子 舞台芸術マネジメント論 志村  聖子 和 Ａ５ 210
一般財団法人
九州大学出版会

1,400,000

16HP5236 仁愛大学 人間生活学部 教授 伊東  知之
子どもの事故防止に間するヒヤリハット体験
の共有化と教材開発

伊東  知之
外２名

和 Ａ５ 192 福村出版株式会社 1,100,000

16HP5237 筑波大学 人間系 助教 山本  容子
環境倫理を育む環境教育と授業―ディープ・
エコロジーからのアプローチ―

山本  容子 和 Ａ５ 304 ㈱風間書房 1,500,000
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16HP5238 東京大学 大学院教育学研究科 講師 新藤  浩伸 常民大学の総合的研究
新藤  浩伸
外２１名

和 Ａ５ 504 ㈱藤原書店 1,800,000

16HP5239 早稲田大学
グローバルエデュケー
ションセンター

助教 朝倉  雅史 体育教師の学びと成長 朝倉  雅史 和 Ａ５ 352 ㈱学文社 1,200,000

16HP5240 東京農業大学 教職課程 教授 木内  隆生
思春期青年の協同性プログラムに関する開
発的研究―教科外教育における指導の在り
方に着目して―

木内  隆生 和 Ａ５ 512
株式会社
大学図書出版

600,000

16HP5241 日本体育大学 児童スポーツ教育学部 教授 島田  功
算数・数学教育と多様な価値観―社会的
オープンエンドな問題による取組み―

島田  功 和 Ａ５ 208 ㈱東洋館出版社 1,100,000

16HP5242 滋賀大学 教育学部 准教授 川口  広美 イギリス中等学校のシティズンシップ教育 川口  広美 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,700,000

計　１１８　件
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③理工系

採択課題
番  　　号

所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP6004 大阪大学 工学研究科 准教授 甲谷  寿史
Ｎａｔｕｒａｌ  Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ  Ｄｅｓｉｇｎ Ｈａｎｄｂｏｏｋ
ｆｏｒ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ ａｎｄ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ

甲谷  寿史
外１４名

欧 192 技報堂出版㈱ 1,700,000

16HP5243 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
（ＰＤ）

川本  智史 オスマン朝宮殿の建築史 川本  智史 和 Ａ５ 256
（一財）
東京大学出版会

1,600,000

16HP5244 広島大学 大学院工学研究院 助教 水田  丞
幕末明治初期の洋式産業施設とグラバー商
会

水田  丞 和 Ｂ５ 262
一般財団法人
九州大学出版会

2,100,000

16HP5245 長崎大学 工学研究科 准教授 今村  洋一 旧軍用地と戦後復興 今村  洋一 和 Ａ５ 368 中央公論美術出版 1,200,000

16HP5246 名古屋大学 大学院環境学研究科 教授 西澤  泰彦 都市・建築空間の史的研究
西澤  泰彦
外５名

和 Ａ５ 400 ㈱中央公論美術出版 1,100,000

16HP5247 ものつくり大学 建設学科 教授 白井  裕泰 ベトナム・フエ城宮殿建築の修復と復原
白井  裕泰
外４名

和 Ａ４ 288 中央公論美術出版 2,100,000

16HP5248 前橋工科大学 工学部 教授 石川  恒夫
様式の生成―１９世紀ドイツ建築論における
「様式統合」理念に関する研究

石川  恒夫 和 Ａ５判 432
株式会社
中央公論美術出版

1,400,000

16HP5249 兵庫県立大学 環境人間学部 教授 宇高  雄志
多民族〈共住〉のダイナミズム―マレーシア
の社会開発と生活空間

宇高  雄志 和 Ａ５ 352 ㈱昭和堂 1,300,000

16HP5250 京都華頂大学 現代家政学部 教授 川島  智生 近代大阪の小学校建築史 川島  智生 和 Ａ５ 368 大阪大学出版会 2,100,000

16HP5251 神戸大学 大学院工学研究科 教授 山崎  寿一 復興集落のモデル性と持続性 山崎  寿一 和 Ｂ５ 242 技報堂出版株式会社 1,400,000

16HP5252 東京大学 生産技術研究所 助教 岡村  健太郎 「三陸津波」と集落再編 岡村  健太郎 和 Ａ５ 320 株式会社鹿島出版会 2,000,000

16HP5253 東京大学
先端科学技術研究セン
ター

教授 西村  幸夫 都市経営時代のアーバンデザイン
西村  幸夫
外１４名

和 Ｂ５ 208 ㈱学芸出版社 1,500,000

16HP5254 九州大学 芸術工学研究院 教授 土居  義岳
知覚と建築―クロード・ペロー『五種類の円
柱』とその読解史

土居　義岳 和 Ａ５ 424 中央公論美術出版 1,300,000

計　１３　件
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④生物系

採択課題
番  　　号

所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP6005 岡山大学 大学院  保健学研究科 准教授 近藤  真紀子
Ｇｒｉｅｖｉｎｇ  ｐｒｏｃｅｓｓ  ｏｆ  ｎｕｒｓｅｓ  ｃｏｎｔｉｎｕｉ
ｎｇ  ｔｏ  ｃａｒｅ  ｆｏｒ  ｄｙｉｎｇ  ｐａｔｉｅｎｔｓ

近藤  真紀子 欧 Ａ５ 260
Ｈｏｒｉｚｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ
Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

1,100,000

16HP5255 橿原市昆虫館 生涯学習部 研究指導員 松本  清二 あすかいのちのハーモニー
松本  清二
外１０名

和 Ａ４ 160 金壽堂出版有限会社 1,500,000

16HP5256 京都産業大学 経済学部 教授 並松  信久 農の科学史 並松  信久 和 Ａ５ 516
（一財）
名古屋大学出版会

2,300,000

16HP5257 京都大学 農学研究科 准教授 伊庭  治彦 農業・農村における社会貢献型事業論
伊庭  治彦
外６名

和 Ａ５ 170 農林統計出版㈱ 700,000

16HP5258 熊本大学 教育学部 教授 田口  浩継 森林親和運動としての木育 田口  浩継 和 Ａ５ 290
（一財）
九州大学出版会

1,600,000

16HP5259 筑波大学 生命環境系 教授 志賀  和人 森林管理制度論
志賀  和人
外４名

和 Ａ５ 300
株式会社
日本林業調査会

1,000,000

16HP5260 千葉大学 大学院園芸学研究科 教授 大江  靖雄 都市農村交流の経済分析
大江  靖雄
外１５名

和 Ａ５ 242 ㈱農林統計出版 1,000,000

16HP6004 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目  長門
Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ  ｆｏｒ  ｃａｒｅ  ｏｆ  ｃｌｅｆｔ  ｌｉｐ
ａｎｄ　ｐａｌａｔｅ  ｉｎ  Ｅｔｈｉｏｐｉａ

夏目  長門 欧 Ａ４ 130 ㈱ネオ・メディク 2,400,000

計　８　件
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⑤広領域

採択課題
番  　　号

所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP6006 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 小熊  英二
Ｔｈｅ  Ｂｏｕｎｄａｒｉｅｓ  ｏｆ
‘ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ’  ｖｏｌｕｍｅ２

小熊  英二 欧
２１５×
１３７判

480
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ
Ｐｒｅｓｓ  Ｐｔｙ  Ｌｔｄ

1,500,000

15HP6007 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化
研究所

教授 河合  香吏
Ｐｒａｃｔｉｃｅｓ，  Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｓ  ａｎｄ
 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ：  Ｔｈｅ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  ｏｆ
Ｈｕｍａｎ  Ｓｏｃｉａｌｉｔｙ

河合  香吏
外１７名

欧
Ｂ５変
型

512
一般社団法人
京都大学学術出版会

2,500,000

15HP6008 名古屋大学 大学院国際開発研究科 准教授 日下  渉
Ａｎｔｉ－Ｃｉｖｉｃ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ：Ｍｏｒａｌｉｔｙ ａｎｄ
Ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ

日下  渉 欧
Ｂ５変
型

432
一般社団法人
京都大学学術出版会

2,200,000

15HP6009 福岡女子大学 国際文理学部 准教授 徐  阿貴 Ｃｒｅａｔｉｎｇ  ａ  Ｓｕｂａｌｔｅｒｎ  Ｃｏｕｎｔｅｒｐｕｂｌｉｃ 徐  阿貴 欧
Ｂ５変
判

336
一般社団法人
京都大学学術出版会

1,700,000

16HP5261 日本大学 生産工学部 特任教授 布野  修司
東南アジアの住居  その起源，伝播，類型，
変容

布野  修司
外３名

和 Ａ５ 648
一般社団法人
京都大学学術出版会

3,500,000

16HP5262 東京藝術大学 美術学部 教育研究助手 岩谷  秋美 ウィーンのシュテファン大聖堂 岩谷  秋美 和 Ａ５ 544
株式会社
中央公論美術出版

2,100,000

16HP5263 河野  雄一 エラスムスの思想世界 河野  雄一 和 菊 200 知泉書館 900,000

16HP5264 緒方  康介 “暴力死”による被害者遺族のトラウマ症状 緒方  康介 和 Ａ５ 224 多賀出版㈱ 900,000

16HP5265 関西大学 政策創造学部 准教授 橋口  勝利 近代日本の地域工業化と下請制 橋口  勝利 和 Ａ５ 256
（一社）
京都大学学術出版会

1,200,000

16HP5266 宮田  純 近世日本の開発経済論と国際化構想 宮田  純 和 菊 418 ㈱御茶の水書房 1,700,000

16HP5267 大阪大学 言語文化研究科
日本学術振興
会特別研究員（Ｒ
ＰＤ）

櫻井  千穂
外国にルーツをもつ子どものバイリンガル読
書力

櫻井  千穂 和 Ａ５ 304 大阪大学出版会 1,300,000

16HP5268 自由が丘産能短期大学 能率科 講師 伊藤  敦
持続可能性のある日本のプライマリ・ケア提
供体制

伊藤  敦 和 Ａ５ 344 ㈱日本評論社 1,200,000

16HP5269 兵庫医療大学 看護学部 教授 鈴井  江三子 学童保育版児童虐待対応マニュアル
鈴井  江三子
外４名

和 Ａ５ 80 株式会社保育社 200,000

16HP5270 山口大学 技術経営研究科 准教授（特命） 高瀬  進
大学発ベンチャー起業家の熟達に関する経
営学的研究  瀧和男のライフヒストリー

高瀬  進 和 Ａ５ 420 ㈱中央経済社 1,500,000

16HP5271 京都大学
大学院アジア・アフリカ地
域研究研究科

特任准教授 吉田  悦章 グローバル・イスラーム金融論 吉田  悦章 和 Ａ５ 248 ㈱ナカニシヤ出版 1,000,000

16HP5272 京都大学 人文科学研究所 名誉教授 谷  泰
Ｇｏｄ，  Ｍａｎ  ａｎｄ  Ｄｏｍｅｓｔｉｃａｔｅｄ
Ａｎｉｍａｌｓ

谷  泰 欧 Ｂ５変 288
（一社）
京都大学学術出版会

3,400,000

16HP5273 金城学院大学 国際情報学部 講師 佐藤  奈穂 カンボジア農村に暮らすメマーイ 佐藤  奈穂 和 菊 296
（一社）
京都大学学術出版会

1,400,000

16HP5274 帝京大学 薬学部 非常勤講師 木下  武司 和漢古典植物名精解 木下  武司 和 Ａ５ 1088 （有）和泉書院 3,300,000
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採択課題
番  　　号

所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

16HP5275 関西国際大学 人間科学部 准教授 高岸  幸弘
職業性ストレスの心理社会的要因に関する
実証研究

高岸  幸弘 和 Ａ５ 176 ㈱風間書房 900,000

16HP5276 立命館大学 衣笠総合研究機構 専門研究員 櫻澤  誠
沖縄の保守勢力と「島ぐるみ」の系譜
―政治結合・基地認識・経済構想―

櫻澤  誠 和 Ａ５ 288 有限会社  有志舎 1,100,000

16HP5277 東海大学 工学部 准教授 伊藤  喜彦 スペイン初期中世建築史論 伊藤  喜彦 和 Ａ５ 552 中央公論美術出版 1,900,000

16HP6005 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化
研究所

教授 床呂  郁哉
Ａｎ  Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ  ｏｆ  Ｔｈｉｎｇｓ
：Ｔｈｅ  Ｄｙｎａｍｉｃｓ  ｏｆ  Ｈｕｍａｎ  ａｎｄ
Ｎｏｎ－ｈｕｍａｎ  Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｓ

床呂  郁哉
外２１名

欧 Ｂ５変 416
（一社）
京都大学学術出版会

8,300,000

16HP6006 大阪大学 文学研究科 特任講師 安岡  健一
Ａｎ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ  Ｈｉｓｔｏｒｙ  ｏｆ
‘Ｏｔｈｅｒｓ’  ｉｎ  Ｊａｐａｎ

安岡  健一 欧 Ｂ５変 368
（一社）
 京都大学学術出版会

7,300,000

計　２３　件
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４．データベース

（１）重点データベース

①人文科学系

採     択
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）

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

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 5,500,000

15HP7001 東京国立博物館所蔵写真資料委員会 委員長  富田  淳 東京国立博物館所蔵写真資料データベース ＰＣＤＢ
写真史、写真技術史、美術史、建築史、地理学、民
俗学、考古学

1,900,000

15HP7002
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

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

16HP7001
日本古典籍デジタル画像データベース作成
グループ

グループ代表者
 山本  和明

所蔵機関との連携による日本古典籍
デジタル画像データベース

ＤＩＤＪＲＢ
国文学・書誌学・歴史学・宗教学・美術史学・書学・食
物学・栄養学

6,400,000

267001 日本印度学仏教学会 理事長  丸井　浩 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

②社会科学系

採     択
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）

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  伊藤　宗
彦

鐘紡資料 Ｋａｎｅｂｏ  ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 経営学 2,100,000

15HP7003 データアーカイブ部会 教授  佐藤  香 ＳＳＪデータアーカイブ ＳＳＪＤＡ 日本の社会・労働調査 2,400,000

計　９　件

計　２　件
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③理工系

採     択
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 500,000

15HP7004 特任助教  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 1,900,000

15HP7005
東京大学所蔵古生物標本データベース作成
委員会

委員長  佐々木  猛智 東京大学所蔵古生物標本データベース ＤＰＵＴ 古生物学、層序学 500,000

④生物系

採     択
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

15HP7006 ｔＲＮＡ遺伝子データベース作成グループ
データベース長
 阿部  貴志

エキスパートがキュレートした
ｔＲＮＡ遺伝子データベース

ｔＲＮＡＤＢ－ＣＥ
「生物学」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、インフォマティクス分野

1,300,000

16HP7002 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

4,900,000

16HP7003 ＡＴＴＥＤ－Ⅱ作成委員会 代表者  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 3,700,000

計　７　件

計　４　件
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⑤広領域

採     択
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）

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

15HP7007 近現代ハンセン病資料アーカイブス 委員長  森  修一 近現代ハンセン病資料アーカイブス ＡＲＣＨＨＤＪＰ 社会医学及び社会学 1,600,000

15HP7008 女性デジタルア－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－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 1,400,000

計　３　件
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（２）一般データベース

①人文科学系

採     択
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）

16HP8001
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 美術史、博物館学、文化財保存学 1,900,000

16HP8002
明治・大正・昭和前期の漫画データベース作
成委員会

委員長  吉村  和真 明治・大正・昭和前期の漫画データベース ＤＪＭＣＣ
歴史学、文化史、社会史、思想史、美術史、民俗学、
映像学、図像学、メディア論、比較文化論

4,000,000

16HP8003
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 2,700,000

16HP8004 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 7,600,000

16HP8005 アイヌ語音声データベース作成チーム 代表者  奥田  統己 アイヌ語音声データベース ＡＬＣＬＡＤ 言語学、音声学、アイヌ語 1,400,000

16HP8006
日本の危機言語・方言データベース作成委
員会

委員長  井上  文子 日本の危機言語・方言データベース ＤＢＥＬＤＪ
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

5,400,000

16HP8007
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 5,500,000

16HP8008
古記録フルテキストデータベース作成グルー
プ

代表者  尾上  陽介 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

1,600,000

16HP8009
正倉院文書マルチ支援データベース作成グ
ループ

代表者  山口  英男
正倉院文書マルチ支援
（多元的解析支援）データベース

ＳＨＯＭＵＳ
日本史及び隣接諸分野（東洋史・考古学・国語学・仏
教史・美術史・法制史・経済史・建築史・医療史・食物
史・服飾史・文化史等）

1,500,000

16HP8010 日本古文書ユニオンカタログ作成グループ 代表  高橋  敏子 日本古文書ユニオンカタログ ＵＣＪＨＤ 日本史 6,300,000

16HP8011
東京国立博物館所蔵帝室本データベース作
成会

会長  田良島  哲 東京国立博物館所蔵帝室本データベース ＴＢＤＢ 日本史、博物館史、博物館学、自然科学史、美術史 3,600,000

16HP8012 高田  祐一 全国遺跡報告総覧 ＣＤＡＳＲＪ 考古学 3,300,000

16HP8013 安渓  遊地
コンゴ民主共和国ソンゴーラ人の言語・
文化遺産に関するクラウド型データベース

Ｓｏｎｇｏｌａ  Ｈｅｒｉｔａｇｅ  Ｄ
Ｂ

文化人類学  民族生物学  バントゥ語学 700,000

計　１３　件
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②社会科学系

採     択
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）

16HP8014 条例Ｗｅｂ作成プロジェクト 代表者  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

6,300,000

16HP8015 持続的平和研究センター
センター長  佐藤  安
信

難民出身国情報データベース ＣＯＩＤａｔａｂａｓｅ 国際法学の難民法分野、法学分野の人権論 5,400,000

16HP8016
日本政治・国際関係データベース作成グ
ループ

代表  田中  明彦 日本政治・国際関係データベース ＤＪＰＩＲ 我が国の内政・国際関係にかかわる重要な政治文書 2,000,000

16HP8017 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

2,800,000

16HP8018 高槻  泰郎 近世経済データベース Ｅａｒｌｙ  ｍｏｄｅｒｎ  ＤＢ 経済学及び史学 6,000,000

16HP8019
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 戦前期新聞経済記事文庫データベース ＰＤＮＥＡＤ 経済学の分野 8,700,000

16HP8020
東京大学文書館デジタルアーカイブ作成委
員会

委員長  吉見  俊哉
１９６８～６９年の大学粉争に関する
多層的コミュニケーション検証アーカイブ

ＭＡＣＳ１９６８
社会運動史、高等教育史、戦後思想史、知識社会
学、コミュニケーション研究

5,500,000

16HP8021 記録映画アーカイブプロジェクト
プロジェクト長
丹羽  美之

戦後日本の記録映画データベース ＤＰＪＤ
戦後日本史  生活文化史  社会史  経済史  政治史
産業史  農業史  労働史  教育史メディア史  科学史
女性史

3,700,000

16HP8022 デジコンＤＢ作成委員会 委員長  榎本  聡 デジタルコンテンツデータベース ＤｉｇｉＣｏｎＤＢ
初等中等教育の学校現場で活用できるデジタルコン
テンツ

2,900,000

計　９　件
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③理工系

採     択
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）

16HP8023 暗黒星雲データベース作成委員会 委員長  土橋  一仁
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

4,000,000

16HP8024 日本積雪観測長期研究チーム とりまとめ  山口  悟
日本の積雪観測・断面観測測定結果
長期データベース

ＪＡＰＡＮＥＳＥ  ＳＮＯＷＰ
ＩＴ

雪氷学  陸水学  気象学  気侯学  防災科学のうち雪
氷災害に関係が深いもの

1,500,000

16HP8025 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾃ ﾁｰﾑ
客員准教授
谷田貝  亜紀代

アジアの高分解能地上降水量グリッドデータ ＡＰＨＲＯＤＩＴＥ 気象学・気候学・水文学 900,000

16HP8026
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 1,700,000

16HP8027 環境情報科学研究分野 代表者  工藤  純一 越境大気汚染衛星画像データベース ＴＡＰＳＩＤＢ
環境科学分野、化学工学のうち重化学工業から排出
される大気汚染に関係が深いもの

2,600,000

16HP8028 一般社団法人  日本建築学会 会長  中島  正愛
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 1,100,000

16HP8029 土木図書館委員会 幹事長  今  尚之
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 6,300,000

16HP8030 土木図書館委員会 幹事長  今  尚之
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 4,300,000

計　８　件
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④生物系

採     択
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）

16HP8031 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

16HP8032 ＶｉＢｒｉｓｍ  ＤＢプラットフォーム委員会 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  分子神経学 バイオイン
フォマティクス

2,500,000

16HP8033
核小体低分子ＲＮＡデータベース作成グルー
プ

代表  剣持  直哉 核小体低分子ＲＮＡデータベース ｓｎＯＰＹ 分子生物学、生化学、遺伝学、ゲノム科学 2,700,000

16HP8034 昆虫学データベース作成グループ 代表  丸山  宗利 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

6,700,000

16HP8035
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

2,700,000

16HP8036
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

5,000,000

16HP8037 無脊椎動物脳プラットフォーム委員会 委員長  神崎  亮平 無脊椎動物脳プラットフォーム ＩＶＢ－ＰＦ
神経科学  神経行動学  動物学  昆虫科学  生物学
生物模倣

1,800,000

16HP8038 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 5,400,000

16HP8039
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 2,100,000

16HP8040 糖質科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
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

5,300,000

16HP8041
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ＬｉｐｉｄＢａｎｋ ＬｉｐｉｄＢａｎｋ 医学、薬学、農学、生理学などの生命科学 2,500,000

16HP8042
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 1,400,000

16HP8043
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  蓑島  伸生
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

4,600,000

16HP8044 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 ＶａＤＥ 医学、生物学、薬学 4,500,000

計　１４　件
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⑤広領域

採     択
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）

16HP8045
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

16HP8046
近現代日本の専門職業人養成教育資料
データベース作成委員会

委員長  山部  俊文
近現代日本の専門職業人養成教育資料
データベース

ＭＥＭＴＥＰ
高等教育、教育史、大学史、日本近現代史、アーカイ
ブズ学

3,600,000

16HP8047 英語語源情報研究会 会長  浅井  信吉 ハイパー英単語語源辞書 Ｈｙｐｅｒ－Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ネットワークメディアを用いた英単語の通時的および
共時的学習および科学的英語彙の理解を深めるＤＢ

2,100,000

16HP8048 北東アジア気象データベース 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 4,700,000

16HP8049
「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）

2,100,000

計　５　件
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