
（１）　新規採択分 平成２９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 〔 946 〕 〔 419 〕 〔 44.3 〕 〔 871,100 〕 〔 2,079 〕 〔 17,600 〕

1,048 386 36.8 781,900 2,026 10,200

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

95 37 38.9 73,100 1,976 9,900

　　　　　　うち、研究成果公開発表（B） 〔 82 〕 〔 42 〕 〔 51.2 〕 〔 45,300 〕 〔 1,079 〕 〔 1,400 〕

73 31 42.5 34,600 1,116 1,400

　　　　　　うち、研究成果公開発表（C） 〔 31 〕 〔 15 〕 〔 48.4 〕 〔 76,600 〕 〔 5,107 〕 〔 9,000 〕

22 6 27.3 38,500 6,417 9,900

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

46 16 34.8 67,600 4,225 8,400

　　　　　　うち、国際情報発信強化（A） 〔 10 〕 〔 4 〕 〔 40.0 〕 〔 32,500 〕 〔 8,125 〕 〔 17,600 〕

6 2 33.3 15,900 7,950 8,400

　　　　　　うち、国際情報発信強化（B） 〔 50 〕 〔 22 〕 〔 44.0 〕 〔 78,400 〕 〔 3,564 〕 〔 8,300 〕

39 13 33.3 43,300 3,331 4,300

　　　　　　うち、オープンアクセス刊行支援 〔 1 〕 〔 1 〕 〔 100.0 〕 〔 13,200 〕 〔 13,200 〕 〔 13,200 〕

1 1 100.0 8,400 8,400 8,400

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

772 281 36.4 446,800 1,590 10,200

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

135 52 38.5 194,400 3,738 9,400

(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

　　　　・学術図書

平成２９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２９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 〔 1,024 〕 〔 497 〕 〔 1,310,300 〕 〔 2,636 〕 〔 37,300 〕

1,137 475 1,319,900 2,779 42,100

〔 115 〕 〔 59 〕 〔 135,400 〕 〔 2,295 〕 〔 9,000 〕

103 45 126,800 2,818 9,900

　　　　　　うち、研究成果公開発表（B） 〔 82 〕 〔 42 〕 〔 45,300 〕 〔 1,079 〕 〔 1,400 〕

73 31 34,600 1,116 1,400

　　　　　　うち、研究成果公開発表（C） 〔 33 〕 〔 17 〕 〔 90,100 〕 〔 5,300 〕 〔 9,000 〕

30 14 92,200 6,586 9,900

〔 106 〕 〔 72 〕 〔 469,300 〕 〔 6,518 〕 〔 37,300 〕

103 73 477,800 6,545 42,100

　　　　　　うち、国際情報発信強化（A） 〔 19 〕 〔 13 〕 〔 197,800 〕 〔 15,215 〕 〔 31,400 〕

17 13 203,200 15,631 31,400

　　　　　　うち、国際情報発信強化（B） 〔 82 〕 〔 54 〕 〔 186,500 〕 〔 3,454 〕 〔 8,300 〕

80 54 182,900 3,387 4,400

　　　　　　うち、オープンアクセス刊行支援 〔 5 〕 〔 5 〕 〔 85,000 〕 〔 17,000 〕 〔 37,300 〕

6 6 91,700 15,283 42,100

〔 656 〕 〔 292 〕 〔 450,000 〕 〔 1,541 〕 〔 8,300 〕

778 287 461,700 1,609 10,200

〔 147 〕 〔 74 〕 〔 255,600 〕 〔 3,454 〕 〔 9,000 〕

153 70 253,600 3,623 9,400

(注）上段〔　　〕内は、前年度を示す。

　　　　・国際情報発信強化

　　　　・学術図書

　　　　・データベース

平成２９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）

17HP0001 日本医学哲学・倫理学会 学会長  藤野  昭宏 災害と倫理―公助としての医療とそれに接続する自助、共助について問う― 1,300,000

17HP0002 公益社団法人  日本語教育学会 会長  伊東  祐郎 パネルディスカッション「『ひと・まち・しごと』創生」を支えることばの教育 500,000

17HP0003 日本西アジア考古学会 会長  常木  晃 最新科学による西アジア文化遺産の調査と保護 1,400,000

17HP0004 日本文化人類学会 会長  松田  素二 明日を拓くエスノグラフィー：混迷の時代の課題発見と解決 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）

17HP0005 日本基礎心理学会 理事長  坂上  貴之 『こころ』ってそうなっているのか！―基礎心理学が拓く「こころ」の不思議― 1,300,000

計４件

計１件



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）

17HP0006 一般社団法人  日本物理学会 会長  藤井  保彦 公開講座「物理で探る生物の謎」 1,400,000

17HP0007 一般社団法人  日本地質学会 会長  渡部  芳夫
市民講演会「地質学を活用して地域イノベーションを共創しよう」及び「地質情報展２０１７え
ひめ」

1,400,000

17HP0008 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 1,400,000

17HP0009 特定非営利活動法人  日本火山学会 会長  井口  正人 ２０１６年熊本地震と阿蘇山噴火 1,000,000

17HP0010 公益社団法人  高分子学会 会長  中條  善樹 作って，使って，体験しよう！未来を照らす最先端高分子・有機材料 1,400,000

17HP0011 一般社団法人  日本原子力学会 会長  上坂  充 原子力オープンスクール２０１７～  身近なふしぎ探検、エネルギーと放射線  ～ 1,000,000

17HP0012 公益社団法人  応用物理学会 会長  保立  和夫 土曜日教育活動推進による過疎地支援出張リフレッシュ理科教室 1,000,000

17HP0013 一般社団法人  電気学会 会長  田中  幸二 夏休み子ども理科体験教室「摸型電気自動車と超高速永久コマで電気と遊ぼう！」 1,100,000

17HP0014 一般社団法人  電気学会 会長  田中  幸二 はてな？なるほど！電気ゼミナール 900,000

17HP0015 一般社団法人  日本機械学会 会長  岸本  喜久雄 第２１回ロボットグランプリ 1,400,000

17HP0016 公益社団法人  日本不動産学会 会長  三井  康壽 シンポジウム「大都市部の空き家利活用における住民・行政・企業の役割と連携方法」 1,400,000

計１１件



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）

17HP0017 公益社団法人  日本植物学会 会長  戸部  博 日本植物学会第８１回（野田）大会公開講座「植物の生き方・人との共生」 1,400,000

17HP0018 一般財団法人  染色体学会 理事長  福井  希一 市民公開講座「広島の地で考える、高・低線量放射線の被ばくと染色体研究の役割」 1,400,000

17HP0019 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  九州支部  ２０１７年度市民フォーラム「バイオテクノロジーを学ぼう  ―伝
統的発酵技術から最新バイオまで―」

900,000

17HP0020 一般社団法人  日本生態学会 代表理事  可知  直毅
日本生態学会第２１回公開講演会「極限に棲む生物の生き様―身近な生態系の成り立ちを
知るヒント」

1,200,000

17HP0021 日本鳥学会 会長  西海  功 公開シンポジウム「生態学者ｖｓ外来生物  本気で根絶、本気で再生  奄美・沖縄・小笠原」 1,200,000

17HP0022 公益社団法人  日本動物学会 会長  岡  良隆 「動物学ひろば」・「とやまの自然を守る！―環境保全に果たす動物学の役割―」 900,000

17HP0023 日本作物学会 会長  丸山  幸夫 １０年後への中山間地域の農業像 1,200,000

17HP0024 日本熱帯農業学会 会長  縄田  栄治
日本熱帯農業学会  第１２３回講演会  公開シンポジウム  「ＳＤＧｓ達成に向けた熱帯農業に
おける日本の新しい農業開発協力の姿を求めて」

600,000

17HP0025 一般社団法人  日本森林学会 会長  中村  太士 四国の竹林管理と竹材の新たな利用 1,000,000

17HP0026 一般社団法人  日本育種学会 会長  堤  伸浩 東北から全国へ、そして世界へ―品種改良物語― 1,000,000

17HP0027
一般社団法人  日本植物細胞分子生物学
会

会長  村中  俊哉 日本植物細胞分子生物学会市民公開シンポジウム「植物の再生能力」 800,000

17HP0028 北海道医学会 会長  笠原  正典 北海道医学会市民公開シンポジウム「忍び寄る感染症のいま」 500,000

17HP0029 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２９年度市民公開講座「身近な放射線！検査と治療の最前線からリスク評価まで」 1,400,000

17HP0030 公益社団法人  日本薬学会 会頭  太田  茂 漢方薬消滅の危機と国産化の試み 1,200,000

17HP0031 日本難病看護学会 代表理事  本田  彰子 「共生社会を支える難病患者」に関するシンポジウムとセミナー 1,300,000

計１５件



（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）

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」

6,300,000

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  金子　勝 第７３回国際財政学会年次大会 6,200,000

計１件

計１件



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）

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
―  Ｔｈｅ  ８ｔｈ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ  ｏｎ  Ｓｕｒｆａｃｅ  Ｓｃｉｅｎｃｅ（ＩＳＳＳ－８）－Ｔｏｗａｒ
ｄ  Ｃｌｅａｎ  Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ  ｄｒｉｖｅｎ  ｂｙ  Ｓｕｒｆａｃｅ  Ｓｃｉｅｎｃｅ－

7,400,000

16HP0704 一般社団法人  電気学会 会長  田中　幸二 第２９回パワー半導体デバイス国際シンポジウム 8,100,000

16HP0705 一般社団法人  日本航空宇宙学会 会長  澤田　惠介 第３１回宇宙技術および科学の国際シンポジウム 8,400,000

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 6,100,000

16HP0707 一般社団法人  日本流体力学会 会長  田村　哲郎 第３１回国際衝撃波シンポジウム 5,000,000

17HP0301 公益社団法人  応用物理学会 会長  保立  和夫
和文名：２０１７年国際固体素子・材料コンファレンス  英文名：２０１７Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｃｏｎｆｅｒ
ｅｎｃｅ  ｏｎ  Ｓｏｌｉｄ  Ｓｔａｔｅ  Ｄｅｖｉｃｅｓ  ａｎｄ  Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（ＳＳＤＭ２０１７）

8,500,000

17HP0302 一般社団法人  日本鉄鋼協会 会長  丹村  洋一
１１ｔｈ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ  ｏｎ  Ｚｉｎｃ  ａｎｄ  Ｚｉｎｃ  Ａｌｌｏｙ  Ｃｏａｔｅｄ  Ｓｔｅｅｌ  Ｓｈｅｅｔ
（Ｇａｌｖａｔｅｃｈ２０１７）

9,900,000

17HP0303 一般社団法人  映像情報メディア学会 会長  髙畑  文雄 第２４回ディスプレイ国際ワークショップ 9,000,000

17HP0701 公益社団法人  日本セラミックス協会 会長  徳植  桂治 国際ガラス会議年会２０１８ 2,200,000

17HP0702 一般社団法人  電気学会 会長  田中  幸二 ２０１８年パワーエレクトロニクス国際会議 900,000

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）

16HP0708 一般社団法人　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 6,200,000

17HP0304 日本神経科学学会 会長  田中  啓治 第４０回日本神経科学大会 8,000,000

計１０件

計２件



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 21,700,000

251004 公益社団法人  応用物理学会 会長　保立　和夫 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  山本　尚 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 16,400,000

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 18,500,000

17HP1002 一般社団法人  日本数学会 理事長  小谷  元子 日本数学会出版業務のシステム構築および情報発信の統合的プラン 8,400,000

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）

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

22,700,000

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

7,800,000

251011 一般社団法人　日本生態学会 代表理事　可知　直毅 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

15HP1001 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  赤池　昭紀 薬理学における日本からの情報発信強化の取組 7,400,000

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 13,600,000

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 7,600,000

17HP1001 一般社団法人  日本腎臓学会 理事長  柏原  直樹
日本腎臓学会英文誌（Ｃｌｉｎｉｃａｌ  ａｎｄ  Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ  ＮｅｐｈｒｏｌｏｇｙとＣＥＮ  Ｃ
ａｓｅ  Ｒｅｐｏｒｔｓ）の分野リーディングジャーナル化による腎臓病学国際情報発
信力強化

7,500,000

計６件

計７件



（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  谷川　章雄 日本考古学の国際情報発信強化 3,500,000

262019 一般社団法人  日本教育学会 会長  広田　照幸 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  石田 淳 日本国際政治学会による英文機関誌の国際発信の強化 4,100,000

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 2,900,000

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

16HP2010 環太平洋産業連関分析学会 会長  稲葉　和夫 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 3,600,000

16HP3004 日本文化人類学会 会長  松田　素二
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

4,300,000

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

17HP2003 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

17HP3001 日本中東学会 会長  東長  靖
アジアにおける中東研究のリーディングジャーナルとしての『日本中東学会年
報』の国際情報発信強化

2,500,000

計１０件



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  岩崎　俊樹
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 4,400,000

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

2,700,000

262007 公益社団法人  地盤工学会 代表理事・会長　村上　章
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 丹村　洋一
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

3,300,000

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

4,000,000

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 2,700,000

17HP2006 公益社団法人  化学工学会 会長  菅原  公一
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ｏｆ  Ｊａｐａｎの国際情報発信強化の取
り組み

4,300,000

計１０件



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）

252006 日本遺伝学会 会長 小林　武彦 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 4,000,000

252007 東北ジャーナル刊行会 会長  下瀬側　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　岡　良隆 ＺＯＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＳＣＩＥＮＣＥ論文による多様なＯｐｅｎ  Ａｃｃｅｓｓ発信 1,400,000

252013 一般社団法人  日本生理学会 理事長　丸中　良典 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  土井　元章 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 一般社団法人 日本毒性学会 理事長  永沼  章 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  塚本　勝巳 日本発水産学発信強化 3,300,000

262011 一般社団法人 日本放射線影響学会 理事長  藤堂　剛 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

3,500,000

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

3,900,000

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 一般社団法人　日本薬物動態学会 会長  大森　栄 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　栄 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

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化による国際情報発信の強化信の強
化

3,600,000

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



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）

16HP2012 日本雑草学会 会長  與語 靖洋 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 1,200,000

16HP2013 日本植物病理学会 会長  桑田　茂 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 4,100,000

17HP2001 日本作物学会 会長  丸山  幸夫
オープンアクセス化を果たしたＰｌａｎｔ  Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  Ｓｃｉｅｎｃｅ誌の更なる国際
情報発信展開

3,100,000

17HP2002 日本環境変異原学会 会長  宇野  芳文 日本から発信するアジアの環境変異原・発がん研究 2,300,000

17HP2004 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

3,300,000

17HP2007 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  小泉  聖一
Ａｎｉｍａｌ  Ｓｃｉｎｅｃｅ  Ｊｏｕｒｎａｌの広報活動・国際編集体制強化等によるコンテン
ツ・国際発信強化の取組

4,000,000

17HP2008 一般社団法人  日本育種学会 会長  堤  伸浩 アジアからの多様な育種学情報発信を強化する取り組み 3,900,000

17HP2009 一般社団法人  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

17HP2010 日本家禽学会 会長  高橋  和昭 家禽産業研究領域のトップジャーナルを目指した国際情報発信力強化 3,900,000

17HP2011 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 3,900,000

17HP2012 一般社団法人  日本細胞生物学会 会長  吉森  保 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

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  篠田　謙一 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

17HP2005 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目指す取り組み 3,900,000

計２件

計３２件



（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  川幡　穂高
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

42,100,000

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 16,200,000

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）

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

6,400,000

16HP4001 公益社団法人  日本動物学会 会長　岡　良隆 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 12,300,000

17HP4001 一般社団法人  日本大腸肛門病学会 理事長  楠  正人
英文オープンアクセスジャナル発刊による大腸肛門病域における国際情報発
信強化の取り組み

8,400,000

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

6,300,000

計２件

計３件

計１件



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）

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

3,800,000

16HP6002 関西学院大学 社会学部 助教 寺沢  拓敬
Ｒｅｔｈｉｎｋｉｎｇ  Ｅｎｇｌｉｓｈ－Ｌａｎｇｕａｇｅ  Ｅｄｕｃ
ａｔｉｏｎ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ

寺沢  拓敬 欧
２１７×
１３５ｍ
ｍ判

300
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ
Ｐｔｙ  Ｌｔｄ

1,200,000

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  Ｄｉ
ｄｉｋ  Ｎｉｎｉ  Ｔｈｏｗｏｋ

福岡  まどか 欧 Ａ５ 160 大阪大学出版会 2,300,000

17HP5001 東洋大学 文学部 教授 小路口  聡 語り合う〈良知〉たち 小路口  聡 和 Ａ５ 368 研文出版 1,200,000

17HP5002 日本大学 芸術学部 教授 木村  三郎 フランス近代の図像学 木村  三郎 和 Ｂ５版 480 中央公論美術出版 1,300,000

17HP5003 早稲田大学 地域・地域間研究機構 招聘研究員 渡部  奈々 アルゼンチンカトリック教会の変容 渡部  奈々 和 Ａ５ 250 ㈱成文堂 1,000,000

17HP5004 追手門学院大学 基盤教育機構 教授 武田  裕紀 デカルト数学・自然学論集 武田  裕紀 和 Ａ５ 256 法政大学出版局 1,200,000

17HP5005 （東洋大学名誉教授） 村上  勝三 知と存在の新体系
村上勝三・（東洋
大学名誉教授）

和 Ａ５ 340 ㈱知泉書館 1,300,000

17HP5006 名古屋学院大学 法学部 教授 持田  辰郎 デカルト  ユトレヒト紛争書簡集 持田  辰郎 和 菊 370 ㈱知泉書館 1,400,000

17HP5007 高島  和哉 ベンサムの言語論 高島  和哉 和 Ａ５ 560
慶應義塾大学出版会株
式会社

2,300,000

17HP5008 龍谷大学 仏教文化研究所 客員研究員 西谷  功 南宋・鎌倉仏教文化史論 西谷  功 和 Ａ５ 784 勉誠出版株式会社 2,900,000

17HP5009 宮城学院女子大学 学芸学部 准教授 太田  峰夫 バルトーク  音楽のプリミティヴィズム 太田  峰夫 和 Ａ５ 288 慶應義塾大学出版会㈱ 1,500,000

17HP5010 秀明大学 学校教師学部 専任講師 松浦  和也 アリストテレスの時空論 松浦  和也 和 菊判 250 株式会社  知泉書館 1,200,000

17HP5011 香川大学 教育学部 准教授 池田  恭哉 南北朝時代の士大夫と社会 池田  恭哉 和 Ａ５ 368 研文出版 1,200,000

17HP5012 国際仏教学大学院大学 仏教学研究科 非常勤講師 田戸  大智 中世東密教学形成論 田戸  大智 和 Ａ５ 608 株式会社  法藏館 1,600,000

17HP5013 根無  一信 ライプニッツの創世記 根無  一信 和 Ａ５ 304 慶應義塾大学出版会㈱ 1,400,000

17HP5014 関西学院大学 文学部 教授 加藤  哲弘 美術史学の系譜 加藤  哲弘 和 Ａ５ 432 ㈱  中央公論美術出版 1,100,000

17HP5015 北海道大学 大学院文学研究科 教授 千葉  惠 信の哲学（上・下） 千葉  惠 和 Ａ５ 1188
一般社団法人北海道大
学出版会

4,100,000



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）

17HP5016 名古屋大学 大学院文学研究科 教授 神塚  淑子 道教経典の形成と仏教 神塚  淑子 和 Ａ５ 640
（一財）名古屋大学出版
会

3,000,000

17HP5017 神戸大学 大学院人文学研究科 教授 宮下  規久朗
ジョルジョ・ヴァザァーリ『美術家列伝』第五
巻

宮下  規久朗 和 Ａ４ 456
株式会社  中央公論美
術出版

1,500,000

17HP5018 金沢美術工芸大学 美術工芸学部 准教授 水野  さや 八部衆像の成立と展開 水野  さや 和 Ａ５ 464
株式会社  中央公論美
術出版

1,300,000

17HP5019 天理大学 附属おやさと研究所 教授 金子  昭
シュヴァイツァーその著作活動の研究―哲
学・神学関係遺稿集を中心に―

金子  昭 和 Ａ５ 448 白馬社 800,000

17HP5020 京都外国語大学 外国語学部 非常勤講師 堀川  敏寛 ブーバーの聖書翻訳と解釈 堀川  敏寛 和 Ａ５ 232 ㈱新教出版社 800,000

17HP5021 金沢大学 人間科学系 教授 森  雅秀
アジア仏教美術論集  中央アジアⅡ（チベッ
ト）

森  雅秀 和 Ａ５ 624 ㈱中央公論美術出版 2,100,000

17HP5022 東北大学
学術資源研究公開セン
ター

助教
成菩提院史料研
究会  代表  曽根
原  理

天台談義所  成菩提院の歴史 曽根原  理 和 Ａ５ 400 ㈱法藏館 1,600,000

17HP5023 東北大学 大学院文学研究科 専門研究員 尾園  絢一 パーニニが言及するヴェーダ語形の研究 尾園  絢一 和 Ａ５ 250 東北大学出版会 900,000

17HP5024 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１４巻

水野  敬三郎 和 Ａ４ 376
株式会社中央公論美術
出版

1,200,000

17HP5025 京都造形芸術大学 芸術学部 准教授 森田  都紀 能管の演奏技法と伝承 森田  都紀 和 Ａ５ 256 株式会社  思文閣出版 900,000

17HP5026 大阪芸術大学 芸術学部 非常勤講師 木村  太郎 カラヴァッジョを読む 木村  太郎 和 Ａ５ 320 株式会社三元社 1,400,000

17HP5027 東京大学 東洋文化研究所 特任助教 新居  洋子 イエズス会士と普遍の帝国 新居  洋子 和 Ａ５ 448
（一財）名古屋大学出版
会

2,100,000

17HP5028 稲葉  有祐 宝井其角と都会派俳諧 稲葉  有祐 和 Ａ５ 514 （有）笠間書院 1,100,000

17HP5029 辻  英子 海を渡つた日本絵巻の至宝 辻  英子 和 Ａ５ 744 （有）笠間書院 2,600,000

17HP5030 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  第五期 鳥越  文蔵 和 Ａ５ 1484 玉川大学出版部 3,700,000

17HP5031 慶應義塾大学 斯道文庫 教授 住吉  朋彦 図書寮漢籍叢考 住吉  朋彦 和 Ｂ５ 496 株式会社  汲古書院 3,400,000

17HP5032 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２期 後藤  昭雄 和
Ａ５／Ｂ

５
1568 勉誠出版㈱ 5,400,000

17HP5033 慶應義塾大学
システムデザイン・マネジ
メント研究所

顧問 日比谷孟俊 江戸吉原の経済学 日比谷孟俊 和 Ａ５ 296 笠間書院 1,000,000

17HP5034 松田  聡 家持歌日記の研究 松田  聡 和 Ａ５ 648 ㈱塙書房 2,400,000
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17HP5035 園田学園女子大学 近松研究所 教授
役者評判記刊行
会  代表  水田
かや乃

歌舞伎評判記集成  第三期  第一巻 水田  かや乃 和 菊判 496 （有）和泉書院 2,200,000

17HP5036 長野県短期大学
多文化コミュニケーション
学科

准教授 二本松  泰子 鷹書と鷹術流派の系譜 二本松  泰子 和 Ａ５ 464 ㈱三弥井書店 1,900,000

17HP5037 東京医科歯科大学 教養部 准教授 土佐  朋子 静嘉堂文庫蔵『懐風藻箋註』本文と研究 土佐  朋子 和 Ａ５ 416 ㈱汲古書院 1,500,000

17HP5038 豊橋技術科学大学 工学部 教授 中森  康之
支考と美濃派の研究―芭蕉の正統を継ぎし
もの―

中森  康之 和 Ａ５ 304 株式会社ぺりかん社 1,100,000

17HP5039 京都大学 文学研究科 教授 大谷  雅夫 慶長・元和和漢聨句作品集成 大谷  雅夫 和 Ａ５ 302 ㈱臨川書店 800,000

17HP5040 名古屋大学 文学研究科 研究員 猪瀬  千尋 中世王権の音楽と儀礼 猪瀬  千尋 和 Ａ５ 384 有限会社  笠間書院 1,300,000

17HP5041 名古屋大学 大学院文学研究科 教授 阿部  泰郎 中世日本の世界像 阿部  泰郎 和 Ａ５ 576
（一財）名古屋大学出版
会

3,000,000

17HP5042 奈良大学 文学部 講師 松本  大 源氏物語古注釈書の研究 松本  大 和 Ａ５ 400 （有）  和泉書院 1,200,000

17HP5043 元  佛教大学 文学部 教授 長友  千代治 江戸時代生活文化事典 長友  千代治 和 Ｂ５ 1760 勉誠出版㈱ 7,400,000

17HP5044 法政大学 文学部
日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

岡田  貴憲 『和泉式部日記／和泉式部物語』本文集成 岡田  貴憲 和 Ａ５ 752 勉誠出版㈱ 2,700,000

17HP5045 青森公立大学 経営経済学部 教授 横手  一彦 戦後文学成立期に関する研究 横手  一彦 和 Ａ５ 536 （有）北方新社 400,000

17HP5046 慶應義塾大学 外国語教育研究センター 非常勤講師
滝藤（吉田）  早
苗

ライヒャルト 滝藤  早苗 和 Ａ５ 688 慶應義塾大学出版会㈱ 2,700,000

17HP5047 慶應義塾大学 商学部 教授 種村  和史 詩經解釋學の繼承と變容 種村  和史 和 Ａ５ 864 研文出版 2,700,000

17HP5048 三重大学 人文学部 准教授 菅  利恵 「愛の時代」のドイツ文学 菅  利恵 和 四六判 240 ㈱彩流社 900,000

17HP5049 名桜大学 国際学部 上級准教授 菅野  敦志 ビカミング〈ジャパニーズ〉
菅野  敦志  レ
オ・チン

和 Ａ５ 320 株式会社  勁草書房 1,000,000

17HP5050 関西大学 非常勤講師 松田  郁子 呉趼人小論 松田  郁子 和 Ａ５ 288 ㈱汲古書院 1,000,000

17HP5051 名古屋大学 国際言語文化研究科 教授 星野  幸代 日中戦争下のモダンダンス 星野  幸代 和 Ａ５ 224 ㈱汲古書院 800,000

17HP5052 東京女子大学 現代教養学部 教授 安藤  信廣 聖武天皇宸翰『雑集』「周趙王集」研究 安藤  信廣 和 Ａ５ 272 ㈱汲古書院 900,000

17HP5053 敬和学園大学 人文学部 教授 山田  耕太
Ｑ文書の訳文とテキスト・注解・修辞学的研
究

山田  耕太 和 Ａ５ 384 ㈱教文館 1,100,000
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17HP5054 北里大学 一般教育部 講師 三田  順
想像された「北方」―象徴主義におけるベル
ギー地詩学を巡って―

三田  順 和 Ａ５ 488 ㈱松籟社 1,300,000

17HP5055 島根大学 法文学部 教授 戸崎  哲彦 中国桂林鍾乳洞内現存古代壁書の研究 戸崎  哲彦 和 Ｂ５ 640 ㈱白帝社 2,200,000

17HP5056 鹿児島大学 法文教育学域法文学系 教授 竹岡  健一 ブッククラブと民族主義 竹岡  健一 和 Ａ５ 530 九州大学出版会 2,500,000

17HP5057 広島大学 大学院文学研究科 教授 吉中  孝志
花を見つめる詩人たち―マーヴェルの庭と
ワーズワスの庭―

吉中  孝志 和
Ａ５変
形判

400 ㈱研究社 1,000,000

17HP5058 東京大学 教養学部 非常勤講師 中山  匡美
Ｇｒａｍｍａｔｉｃａｌ  Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｐｒｏｎｏｕｎｓ
ｉｎ  Ｎｉｎｅｔｅｅｎｔｈ－Ｃｅｎｔｕｒｙ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｎｏｖ
ｅｌｓ

中山  匡美 欧 菊 256 ㈱ひつじ書房 700,000

17HP5059 立教大学 ランゲージセンター 教育講師 栗田  奈美
視覚スキーマを用いた意味拡張動機づけの
分析

栗田  奈美 和 Ａ５ 560 （有）春風社 2,100,000

17HP5060 茗荷  円 近代日本女性書簡文の表現の特徴と変遷 茗荷  円 和 Ａ５ 640 ㈱おうふう 2,400,000

17HP5061 駒澤大学 総合教育研究部 教授 萩原  義雄 西來寺本  仮名書き法華経  原色影印 萩原  義雄 和 菊倍 400 勉誠出版㈱ 2,700,000

17HP5062 東北大学 名誉教授 佐藤  武義 連濁の総合的研究 佐藤  武義 和 Ｂ５ 240 勉誠出版㈱ 1,100,000

17HP5063
関西外国語大学短期大
学部

英米語学科 准教授 中野  研一郎 認知言語類型論原理 中野  研一郎 和 Ａ５ 320
一般社団法人  京都大
学学術出版会

1,500,000

17HP5064 関西外国語大学 英語国際学部 講師 後藤  リサ Ｒｈｅｔｏｒｉｃａｌ  Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ 後藤  リサ 欧 菊 224 ㈱ひつじ書房 1,300,000

17HP5065 石川工業高等専門学校 一般教育科 講師 小林  隆
Ｉ  ｍｅａｎ  ａｓ  ａ  Ｍａｒｋｅｒ  ｏｆ  Ｉｎｔｅｒｓｕｂｊｅｃｔ
ｉｖｅ  Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ

小林  隆 欧 菊版 128 ㈱ひつじ書房 300,000

17HP5066 摂南大学 外国語学部 教授 家口  美智子
Ｅｘｉｓｔｅｎｔｉａｌ  Ｓｅｎｔｅｎｃｅｓ  ｆｒｏｍ  ｔｈｅ  Ｄｉａｃ
ｈｒｏｎｉｃ  ａｎｄ  Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｃ  Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ
ｓ：  Ａ  Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅ  Ａｐｐｒｏａｃｈ

家口  美智子 欧 菊判 240 ㈱開拓社 600,000

17HP5067 お茶の水女子大学 基幹研究院 助教 石井  久美子 大正期の言論誌に見る外来語の研究 石井  久美子 和 Ａ５ 380 株式会社三弥井書店 1,600,000

17HP5068 首都大学東京 人文科学研究科 教授 ロング  ダニエル 小笠原諸島の混合言語の歴史と構造 ロング  ダニエル 和 Ａ５ 432 ㈱  ひつじ書房 1,300,000

17HP5069 関西大学 東西学術研究所 非常勤研究員 田中  巳榮子 近世初期俳諧の表記に関する研究 田中  巳榮子 和 Ａ５ 384 （有）和泉書院 1,100,000

17HP5070 京都大学 文学研究科
特別研究員
（ＰＤ）

濱田  武志 漢語系諸語と系統樹 濱田  武志 和 Ａ５ 352 ㈱好文出版 1,000,000

17HP5071 京都大学 白眉センター 特定助教 西本  希呼 〈茨の国〉の言語 西本  希呼 和 Ａ５ 256 慶應義塾大学出版会㈱ 1,400,000

17HP5072 神戸大学 国際文化学研究科 教授 定延  利之
限界芸術「面白い話」による音声言語・オラ
リティの研究

定延  利之 和 Ａ５判 464 株式会社ひつじ書房 1,000,000
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17HP5073 宮崎大学 教育学部 准教授 東條  弘子 中学校英語科における教室談話研究 東條  弘子 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,300,000

17HP5074 岐阜大学 地域科学部 准教授 牧  秀樹 Ｅｓｓａｙｓ  ｏｎ  Ｉｒｉｓｈ  Ｓｙｎｔａｘ  ＩＩ 牧  秀樹 欧 菊 232 ㈱開拓社 600,000

17HP5075
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・対照研究領域
プロジェクトＰ
Ｄフェロー

陳  奕廷 日本語語彙的複合動詞の意味と体系
陳  奕廷  松本
曜

和 Ａ５ 416 ㈱ひつじ書房 1,200,000

17HP5076 高知県立大学 文化学部 准教授 向井  真樹子
Ａ  Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ  Ｓｔｕｄｙ  ｏｆ  Ｃｏｍｐｏｕｎｄ
Ｗｏｒｄｓ

向井  真樹子 欧 菊判 304 株式会社  ひつじ書房 800,000

17HP5077 慶應義塾大学 商学部
特別研究員
（ＲＰＤ）

宮田  絵津子 マニラ・ガレオン貿易 宮田  絵津子 和 Ａ５ 240
慶應義塾大学出版会株
式会社

1,300,000

17HP5078 梅花女子大学 文化表現学部 専任講師 前田  英之 平家政権と荘園制 前田  英之 和 Ａ５ 320 ㈱吉川弘文館 1,200,000

17HP5079 京都橘大学 文学部 准教授
小石家文書研究
会  編集代表  有
坂  道子

究理堂所蔵  京都小石家来簡集 有坂  道子 和 Ｂ５ 368 ㈱思文閣出版 1,900,000

17HP5080 静岡市
観光交流文化局歴史文
化課

学芸員 長澤  伸樹 楽市楽座令の研究 長澤  伸樹 和 Ａ５ 384 ㈱思文閣出版 1,300,000

17HP5081 お茶の水女子大学
グローバルリーダーシッ
プ研究所

特別研究員 東海林  亜矢子 平安時代の后と王権 東海林  亜矢子 和 Ａ５ 336 株式会社吉川弘文館 1,200,000

17HP5082 大阪大学 大学院文学研究科 教授 飯塚  一幸 帝国日本の移動と動員 飯塚  一幸 和 Ａ５ 304 大阪大学出版会 1,400,000

17HP5083 京都教育大学 教育学部 准教授 吉江  崇 日本古代宮廷社会の儀礼と天皇 吉江  崇 和 Ａ５ 396 ㈱塙書房 1,600,000

17HP5084 群馬医療福祉大学 社会福祉学部 教授 山岸  裕美子 中世武家服飾変遷史 山岸  裕美子 和 Ａ５ 304 ㈱吉川弘文館 1,200,000

17HP5085 東京大学 史料編纂所 助教 荒木  裕行 近世中後期の藩と幕府 荒木  裕行 和 Ａ５ 248
一般財団法人  東京大
学出版会

1,100,000

17HP5086 立命館大学 衣笠総合研究機構 専門研究員 林  尚之 近代日本立憲主義と制憲思想 林  尚之 和 Ａ５ 200 ㈱晃洋書房 1,000,000

17HP5087 京都府立大学 文学部 准教授 藤本  仁文 将軍権力と近世国家 藤本  仁文 和 Ａ５ 374 ㈱塙書房 1,500,000

17HP5088 日本学術振興会
特別研究員
（ＰＤ）

万波  寿子 近世仏書の文化史 万波  寿子 和 Ａ５ 416 ㈱法藏館 1,500,000

17HP5089 九州大学 比較社会文化研究院 教授 高野  信治 武士神格化の研究 高野  信治 和 Ａ５ 816 ㈱吉川弘文館 2,600,000

17HP5090 日本大学 文理学部 教授 山本  孝文 古代朝鮮の国家体制と考古学 山本  孝文 和 Ａ５ 340 ㈱吉川弘文館 1,500,000

17HP5091 日本大学 スポーツ科学部 教授 山﨑  眞紀子
女性記者・竹中繁のつないだ近代中国と日
本

山﨑  眞紀子 和 Ａ５ 400 研文出版 1,400,000
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17HP5092 早稲田大学 総合研究機構
客員上級研究
員

長谷川  奏 初期イスラーム文化形成論 長谷川  奏 和 Ａ５ 468 中央公論美術出版 1,400,000

17HP5093 （公財）東洋文庫 研究部 専任研究員 窪添  慶文 墓誌を用いた北魏史研究 窪添  慶文 和 Ａ５ 640 ㈱汲古書院 2,100,000

17HP5094 近畿大学 文芸学部 准教授 上田  貴子 奉天の近代 上田  貴子 和 Ａ５ 240 京都大学学術出版会 1,300,000

17HP5095 横浜国立大学 国際社会科学研究院 准教授 加島  潤 社会主義体制下の上海経済 加島  潤 和 Ａ５ 264
一般財団法人  東京大
学出版会

1,500,000

17HP5096 川村学園女子大学 文学部 教授 金尾  健美 １５世紀ブルゴーニュの財政 金尾  健美 和 菊判 540 ㈱知泉書館 2,100,000

17HP5097 北海道大学 創成研究機構 特任助教 岡田  真弓 イスラエルの文化遺産マネジメント 岡田  真弓 和 Ａ５ 432
慶應義塾大学出版会株
式会社

2,100,000

17HP5098 北海道大学
スラブ・ユーラシア研究セ
ンター

准教授 長縄  宣博 イスラームのロシア 長縄  宣博 和 Ａ５ 448
（一財）名古屋大学出版
会

2,200,000

17HP5099 北海道大学
スラブ・ユーラシア研究セ
ンター

助教 高橋  沙奈美 ソヴィエト・ロシアの聖なる景観 高橋  沙奈美 和 Ａ５ 370
（一社）北海道大学出版
会

1,200,000

17HP5100 大阪大学 法学研究科
特任助教（常
勤）

鄒  燦 「盧溝橋事件記念日」をめぐる日本と中国 鄒  燦 和 Ａ５ 200 大阪大学出版会 1,100,000

17HP5101 大阪大学 言語文化研究科 准教授 宮下  遼 多元性の都市、近世イスタンブル 宮下  遼 和 Ａ５ 408 大阪大学出版会 1,800,000

17HP5102 京都大学 人文科学研究所 助教 宮  紀子 モンゴル時代の「知」の東西 宮  紀子 和 菊 1320
（一財）名古屋大学出版
会

4,600,000

17HP5103 京都大学 人文科学研究所 名誉教授 前川  和也
Ａｎｃｉｅｎｔ  Ｔｅｘｔ  Ｓｏｕｒｃｅｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｎａｔｉｏｎ
ａｌ  Ｍｕｓｅｕｍ  ｏｆ  Ｉｒａｎ，  Ｖｏｌ．１

前川  和也 欧 Ａ４ 288
（一社）京都大学学術出
版会

2,600,000

17HP5104 東京大学
大学院人文社会系研究
科

特任准教授 河村  英和 Ｓｔｏｒｉａ  ｄｅｇｌｉ  ａｌｂｅｒｇｈｉ  ｎａｐｏｌｅｔａｎｉ 河村  英和 欧
２４，５
×２８ｃ

ｍ
480 Ｇｒｉｍａｌｄｉ＆Ｃ．Ｅｄｉｔｏｒｉ 800,000

17HP5105 東京大学
大学院人文社会系研究
科

助教 大塚  修
普遍史の変貌―ペルシア語文化圏における
形成と展開―

大塚  修 和 Ａ５ 432
（一財）名古屋大学出版
会

2,100,000

17HP5106 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 528
一般財団法  東京大学
出版会

2,300,000

17HP5107 帝京大学 文学部 准教授 柿沼  陽平 中国古代貨幣経済の持続と転換 柿沼  陽平 和 Ａ５ 432 ㈱汲古書院 1,400,000

17HP5108 東京外国語大学 総合国際学研究院 特別研究員 烏雲高娃
１９３０年代のモンゴル・ナショナリズムの諸
相

烏雲高娃 和 Ａ５ 320 ㈱・晃洋書房 1,300,000

17HP5109 中央大学 文学部 教授 小林  謙一
縄紋時代の実年代―土器型式編年と炭素１
４年代―

小林  謙一 和 Ａ５ 240 株式会社同成社 700,000

17HP5110 九州大学 大学院人文科学研究院 助教 松本  圭太 ユーラシア草原地帯の青銅器時代 松本  圭太 和 Ｂ５判 350 （一財）九州大学出版会 2,500,000
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17HP5111 東洋大学 社会学部 准教授 長津  一史 国境を生きるマイノリティ 長津  一史 和 Ａ５ 464 （有）木犀社 1,400,000

17HP5112 早稲田大学 高等研究所 助教 相馬  拓也
鷲使い「イーグルハンター」の民族誌―モン
ゴル西部カザフ騎馬鷹狩文化の民族鳥類学
―

相馬  拓也 和 Ａ５ 272 ㈱ナカニシヤ出版 1,300,000

17HP5113 群馬県立女子大学 文学部 准教授 関村  オリエ 都市郊外のジェンダー地理学 関村  オリエ 和 Ａ５ 224 ㈱古今書院 1,200,000

17HP5114 お茶の水女子大学 基幹研究院
日本学術振興
会特別研究員
（ＰＤ）

下田  健太郎 水俣の記憶を紡ぐ 下田  健太郎 和 Ａ５ 272
慶應義塾大学出版会株
式会社

1,500,000

17HP5115 関西学院大学 社会学部 教授 関根  康正 ストリート人類学 関根  康正 和 Ａ５判 528 ㈱風響社 2,100,000

17HP5116 首都大学東京 人文科学研究科 客員研究員 小林  誠 探求の民族誌 小林  誠 和 菊判 274 ㈱御茶の水書房 1,100,000

17HP5117 筑波大学 人文社会系 助教 根本  達 ポスト・アンベードカルの民族誌 根本  達 和 Ａ５ 364 ㈱法藏館 900,000

17HP5118 筑波大学 人文社会系 非常勤研究員 山﨑  寿美子
カンボジア北東部のラオ村落における対人
関係の民族誌―もめごとへの間接的な対処
法

山﨑  寿美子 和 Ａ５ 320 株式会社めこん 1,400,000

17HP5119 神戸大学
大学院国際文化学研究
科

教授 梅屋  潔 福音を説くウィッチ 梅屋  潔 和 Ａ５ 640 株式会社  風響社 2,500,000

17HP5120 神戸大学
大学院国際文化学研究
科

准教授 齋藤  剛 〈移動社会〉のなかのイスラーム 齋藤  剛 和 Ａ５ 320 ㈱昭和堂 1,300,000

17HP5121 神戸大学
大学院人間発達環境学
研究科

教授 澤  宗則 インドのグローバル化と空間的再編成 澤  宗則 和 Ａ５ 352 ㈱古今書院 1,300,000

17HP5122 国立民族学博物館 研究戦略センター 外来研究員 堀田  あゆみ
交渉の民族誌  モンゴル遊牧民のモノをめぐ
る情報戦

堀田  あゆみ 和 Ａ５ 320 勉誠出版㈱ 1200000

17HP5123 国立音楽大学 音楽学研究室 助手 川﨑  瑞穂 徳丸流神楽の成立と展開 川﨑瑞穂 和 Ａ５ 250 ㈱第一書房 900,000

17HP5124 東京大学 大学院総合文化研究科 助教 鎌倉  夏来 研究開発機能の空間的分業 鎌倉  夏来 和 Ａ５ 240
一般財団法人  東京大
学出版会

1,200,000

17HP5125 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化
研究所

ジュニア・フェ
ロー

池田  昭光
流れをよそおう―レバノンにおける相互行為
の人類学

池田  昭光 和 四六 288 （有）春風社 1,100,000

17HP5126 明治学院大学 社会学部 研究員 渡部  瑞希 友情と作欺の人類学 渡部  瑞希 和 Ａ５ 190 ㈱晃洋書房 900,000

17HP5127 明治学院大学 社会学部 研究員 吉田  優貴 いつも躍っている子供たち 吉田  優貴 和 Ａ５ 308 ㈱風響社 1,600,000

17HP5128 九州大学 人間環境学研究院
特別研究員Ｐ
Ｄ

橋本  栄莉 エ・クウォス 橋本  栄莉 和 Ａ５判 482 （一財）九州大学出版会 2,600,000

17HP5129 広島大学 大学院国際協力研究科 准教授 関  恒樹 「社会的なもの」の人類学 関  恒樹 和 Ａ５ 304 ㈱明石書店 1,200,000
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17HP6001 滋賀県立大学 人間文化学部 助教 橋本  周子 Ｌａ  Ｎａｉｓｓａｎｃｅ  ｄｕ  ｇｏｕｒｍａｎｄ 橋本  周子 欧
１５．５
ｘ  ２４
ｃｍ

308
Ｐｒｅｓｓｅｓ  Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｉｒ
ｅｓ  Ｆｒａｎｃｏｉｓ－Ｒａｂｅｌ
ａｉｓ  ｄｅ  Ｔｏｕｒｓ

1,400,000

17HP6002 早稲田大学 台湾研究所
非常勤次席研
究員

遠藤  正敬
Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ  Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｃｉｔｉｚｅｎｓ
ｈｉｐ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ

遠藤  正敬 欧
２１７×
１３７ｍ
ｍ版

300
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ
Ｐｌｙ  Ｌｔｄ

3,800,000

17HP6003 早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 石濱  裕美子
Ｔｈｅ  Ｒｅｓｕｒｇｅｎｃｅ  ｏｆ  “Ｂｕｄｄｈｉｓｔ  Ｇｏｖｅ
ｒｎｍｅｎｔ”：  Ｔｉｂｅｔａｎ－Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ  Ｒｅｌａｔｉｏ
ｎｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｍｏｄｅｒｎ  Ｗｏｒｌｄ

石濱  裕美子 欧 Ｂ５変 178 ㈱ユニオンサービス 1,100,000

17HP6004 京都大学 東南アジア研究所 教授 清水  展

Ｇｒａｓｓｒｏｏｔ  Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ：  Ｒｅｆｏｒｅｓｔａｔｉｏ
ｎ  ａｎｄ  ｃｕｌｔｕｒａｌ－Ｒｅｖｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎ  ｉｎ  ａｎ
ＵＮＥＳＣＯＷｏｒｌｄ  Ｈｅｒｉｔａｇｅ  Ｖｉｌｌａｇｅ  ｉｎ  Ｉｆ
ｕｇａｏ．

清水展 欧 Ｂ５変 484
（社）京都大学学術出版
会

7,700,000

計１３６件
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17HP5130 早稲田大学 法学学術院 助教 天田  悠 治療行為と刑法 天田  悠 和 Ａ５ 600 ㈱成文堂 1,700,000

17HP5131 早稲田大学 法学学術院 助手 鄒  庭雲 派遣労働契約法の試み 鄒  庭雲 和 Ａ５ 400 ㈱日本評論社 1,200,000

17HP5132 中京大学 法学部 准教授
小坂田（松本）
裕子

先住民族と国際法 小坂田  裕子 和 Ａ５ 296 ㈱信山社 1,000,000

17HP5133 大阪市立大学 大学院法学研究科 教授 阿部  昌樹 自治制度の抜本的改革 阿部  昌樹 和 Ａ５ 320 ㈱法律文化社 1,300,000

17HP5134 首都大学東京 社会科学研究科 准教授 種村  佑介 国際不法行為法の研究 種村  佑介 和 Ａ５ 362 ㈱成文堂 1,400,000

17HP5135 同志社大学 司法研究科 教授 占部  裕典 政策税制の展開と限界 占部  裕典 和 Ａ５ 496 （有）滋学社出版 1,600,000

17HP5136 金沢大学 法学系 教授 櫻井  利夫 ドイツ封建社会の城塞支配権 櫻井  利夫 和
Ａ５変

型
352 信山社出版㈱ 1,100,000

17HP5137 東北大学 大学院法学研究科 教授 北島  周作 行政上の主体と行政法 北島  周作 和 Ａ５ 320 ㈱弘文堂 1,100,000

17HP5138 東京大学 高齢社会総合研究機構 客員研究員 畑中  綾子
医療事故の原因究明と責任追及をめぐる医
療と司法の対立

畑中  綾子 和 Ａ５ 200 晃洋書房 900,000

17HP5139 立命館大学 法学部 教授 渡辺  千原
訴訟と専門知―科学技術時代における裁判
の役割とその変容

渡辺  千原 和 Ａ５ 256 ㈱日本評論社 900,000

17HP5140 立命館大学 法学部 教授 平野  哲郎
医師民事責任の構造―実体法と訴訟法の
交錯

平野  哲郎 和 Ａ５ 420 ㈱日本評論社 1,500,000

17HP5141 今井  真士 権威主義体制と政治制度 今井  真士 和 Ａ５ 352 株式会社  勁草書房 1,100,000

17HP5142 早稲田大学 社会科学総合学術院 助教 早川  有紀
環境リスク規制の比較政治学―日本とＥＵ
における化学物質政策―

早川  有紀 和 Ａ５ 248 ㈱ミネルヴァ書房 800,000

17HP5143 池宮城  陽子 沖縄米軍基地と日米安保 池宮城  陽子 和 Ａ５ 336
一般財団法人  東京大
学出版会

1,600,000

17HP5144 成蹊大学 法学部  政治学科 教授 今井  貴子 政権交代の政治力学 今井  貴子 和 Ａ５ 280
一般財団法人  東京大
学出版会

1,200,000

17HP5145 関西学院大学 国際学部 教授 井口  治夫
誤解された大統領―フーヴァーと総合安全
保障構想―

井口  治夫 和 Ａ５ 384
（一財）名古屋大学出版
会

1,800,000

17HP5146 北海道大学
大学院メディア・コミュニ
ケーション研究院

准教授 鍋島  孝子 激動のアフリカ農民 鍋島  孝子 和 Ａ５ 272 ㈱明石書店 1,100,000

17HP5147 神戸大学 法学研究科 特別研究員 金恩貞 日韓国交正常化交渉の政治史 金  恩貞 和 Ａ５ 384 ㈱千倉書房 1,500,000
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17HP5148 同志社女子大学 現代社会学部 助教 尾玉  剛士 医療保険改革の日仏比較 尾玉  剛士 和 Ａ５ 488 ㈱明石書店 2,000,000

17HP5149 東京大学
大学院法学政冶学研究
科

教授 中山  洋平 戦後フランス中央集権国家の変容 中山  洋平 和 Ａ５ 328
一般財団法人  東京大
学出版会

1,500,000

17HP5150 立命館大学 衣笠総合研究機構
特別研究員
（ＰＤ）

佐藤  麻理絵
現代中東の難民とその生存基盤―難民ホス
ト国ヨルダンの都市・イスラーム・ＮＧＯ―

佐藤  麻理絵 和 Ａ５ 216 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

17HP5151 国立教育政策研究所 教育政策・評価研究部 部長 渡辺  恵子
国立大学職員の人事システム―管理職へ
の昇進と能力開発

渡辺  恵子 和 Ａ５ 384 ㈱東信堂 1,400,000

17HP5152 広島大学 現代インド研究センター 特任助教 油井  美春 現代インドにおける暴動予防の政策研究 油井  美春 和 Ａ５ 336 ㈱昭和堂 1,300,000

17HP5153 高島  正憲 経済成長の日本史 高島  正憲 和 Ａ５ 304
（一財）名古屋大学出版
会

1,200,000

17HP5154 大東文化大学 経済学部 教授 篠永  宣孝 中国興業銀行の崩壊と再建 篠永  宣孝 和 Ａ５ 800 （有）春風社 2,500,000

17HP5155
日本貿易振興機構アジ
ア経済研究所

開発研究センター 研究員 寳劔  久俊 産業化する中国農業 寳劔  久俊 和 Ａ５ 336
一般財団法人名古屋大
学出版会

1,400,000

17HP5156 北海道大学 大学院経済学研究科 准教授 韓  載香 パチンコ産業史 韓  載香 和 Ａ５ 336
（一財）名古屋大学出版
会

1,500,000

17HP5157 神戸大学 大学院経営学研究科 教授 森  直哉
配当政策のパズル―投資家の消費選好と
利害対立

森  直哉 和 Ａ５ 256 株式会社  中央経済社 1,000,000

17HP5158 明治大学 商学部 教授 若林  幸男 学歴と格差の経営史 若林  幸男 和 Ａ５ 302 ㈱日本経済評論社 1,500,000

17HP5159 東海大学 政治経済学部 講師 門川  和男 日本の産業立地と地域構造 門川  和男 和 Ａ５ 480 多賀出版㈱ 1,500,000

17HP5160 横浜市立大学 都市社会文化研究科 客員教授 金子  文夫 韓国経済発展の始動 金子  文夫 和 Ａ５ 368 ㈱日本経済評論社 1,600,000

17HP5161 桃山学院大学 社会学部 教授 上田  修
日本鉄鋼業の経営・生産管理方式の形成と
再編

上田  修 和 菊判 1090 株式会社御茶の水書房 4,200,000

17HP5162 別府大学 国際経営学部 准教授 中道  眞 グローバル市場を志向する国際中小企業 中道  眞 和 Ａ５ 210 ㈱晃洋書房 1,000,000

17HP5163 首都大学東京 社会科学研究科 准教授 浅野  敬志 会計情報の変容に関する実証分析 浅野  敬志 和 Ａ５ 288 ㈱中央経済社 1,200,000

17HP5164 北海道大学 大学院経済学研究科 准教授 櫻田  譲 租税関連事象と資本市場 櫻田  譲 和 Ａ５ 298
一般社団法人  北海道
大学出版会

1,000,000

17HP5165 信州大学 学術研究院社会科学系 准教授 岩田  一哲 職場のストレスとそのマネジメント 岩田  一哲 和 Ａ５ 160 ㈱創成社 800,000

17HP5166 日本女子大学 人間社会学部 学術研究員 駒崎  道
ＧＨＱ「児童福祉総合政策構想」と児童福祉
法

駒崎  道 和 Ａ５ 312 ㈱明石書店 1,400,000
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17HP5167 早稲田大学 人間科学学術院 助手 本多  真隆 家族情緒の歴史社会学 本多  真隆 和 Ａ５ 240 ㈱  晃洋書房 1,100,000

17HP5168 慶應義塾大学 経済学部 教授 津谷  典子
少子高齢時代の女性と家族―パネルデータ
から見たジェンダーと親子関係―

津谷  典子 和 Ａ５ 256
慶應義塾大学出版会株
式会社

1,600,000

17HP5169
（一般社団法人  生活経
済政策研究所）

研究員 金  美珍 韓国「周辺部」労働者の利害代表 金  美珍 和 Ａ５ 260 ㈱晃洋書房 1,300,000

17HP5170 近畿大学 総合社会学部 准教授 菱山  宏輔
地域セキュリティの社会学―バリ島の近隣
住民組織と多元的共同性

菱山  宏輔 和 菊 242
株式会社  御茶の水書
房

1,200,000

17HP5171 金  善美
隅田川・向島のエスノグラフィー―「下町らし
さ」のパラドックスを生きる―

金  善美 和 Ａ５ 250 ㈱晃洋書房 1,300,000

17HP5172
特定非営利活動法人社
会理論・動態研究所

本部 研究員 吉田  舞 先住民の労働社会学 吉田  舞 和 Ａ５ 288 ㈱風響社 1,300,000

17HP5173 寺前  典子
リズム（身体感覚）からの逃走―音楽の現象
学的・歴史社会学的研究

寺前  典子 和 Ａ５ 190 ㈱晃洋書房 900,000

17HP5174 大阪府立大学
人間社会システム科学
研究科

客員研究員 関  めぐみ 「女子マネ」のエスノグラフィー 関  めぐみ 和 Ａ５ 240 ㈱晃洋書房 1,200,000

17HP5175 山本  馨 地域福祉実践の社会理論 山本  馨 和 Ａ５ 304 株式会社新曜社 1,000,000

17HP5176 関西学院大学 社会学研究科 研究科研究員 金  太宇 中国ごみ問題の環境社会学 金  太宇 和 四六 256 ㈱昭和堂 1,000,000

17HP5177 大阪市立大学 大学院経済学研究科 特別研究員 松原  仁美 排除と包摂のフランス 松原  仁美 和 Ａ５ 240 ㈱晃洋書房 1,100,000

17HP5178 大阪市立大学 都市研究プラザ 特任助教 鄭  栄鎭
在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ
―「民族」の想像／創造

鄭  栄鎭 和 Ａ５ 220 ㈱法律文化社 800,000

17HP5179 首都大学東京 人文科学研究科 教授 丹野  清人 「外国人の人権」の社会学 丹野  清人 和 四六 224 （同）吉田書店 900,000

17HP5180 大阪大学 人間科学研究科 教授
山井  （斉藤）  弥
生

市場化のなかの北欧諸国と日本の介護
山井  （斉藤）  弥
生

和 Ａ５ 448 大阪大学出版会 2,500,000

17HP5181 京都大学 文学研究科
日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

中森  弘樹 失踪の社会学 中森  弘樹 和 Ａ５ 320 慶應義塾大学出版会㈱ 1,700,000

17HP5182 京都大学 アジア研究教育ユニット 研究員
小杉  （笹島）亮
子

東大闘争の語り―社会運動の予示と戦略 小杉  亮子 和 Ａ５ 432 ㈱新曜社 1,500,000

17HP5183 名古屋大学 大学院環境学研究科 博士研究員 中根  多惠 多国籍ユニオニズムの動員構造と戦略分析 中根  多惠 和 Ａ５ 216 ㈱東信堂 800,000

17HP5184 学習院大学 国際社会科学部 教授 末廣  昭
東アジアの社会大変動―人口センサスが語
る世界―

末廣  昭 和 Ａ５ 416
（一財）名古屋大学出版
会

2,100,000

17HP5185 東京大学 大学院総合文化研究科 特任助教 李  美淑 「日韓連帯運動」の時代 李  美淑 和 Ａ５ 384 （一財）東京大学出版会 2,400,000
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17HP5186 中央大学 経済学部 教授 宮本  悟 フランス家族手当の史的研究 宮本  悟 和 Ａ５ 282 御茶の水書房 1,400,000

17HP5187 熊本学園大学 社会福祉学部 教授 堀  正嗣
独立子どもアドボカシーサービスの構築に向
けて

堀  正嗣 和 Ａ５ 232 ㈱解放出版社 900,000

17HP5188 法政大学 社会学部 教授 堀川  三郎 町並み保存運動の論理と帰結 堀川  三郎 和 Ａ５ 448
一般財団法人  東京大
学出版会

2,400,000

17HP5189 高知県立大学 地域教育研究センター 講師 野辺  陽子 養子縁組の社会学 野辺  陽子 和 Ａ５ 384 ㈱新曜社 700,000

17HP5190 立教大学 現代心理学部 准教授
山田（谷川）  哲
子

成人知的障がい者の「将来の生活場所の選
択」に関する研究

山田  哲子 和 Ａ５ 272 ㈱風間書房 1,300,000

17HP5191 立教大学
大学教育開発・支援セン
ター

学術調査員 小野田  亮介
意見文産出におけるマイサイドバイアスの生
起メカニズム

小野田  亮介 和 Ａ５ 328 ㈱風間書房 1,500,000

17HP5192 三重大学 教育学部 准教授 富田  昌平
幼児期における空想世界に対する認識の発
達

富田  昌平 和 Ａ５ 344 ㈱風間書房 1,500,000

17HP5193 宮城学院女子大学 発達科学研究所 客員研究員 友野  聡子
互恵性の心理を通して抑止する社会的迷惑
行為

友野  聡子 和 Ａ５ 128 ㈱ナカニシヤ出版 700,000

17HP5194 大阪体育大学 体育学部 准教授 手塚  洋介
感情制御の精神生理学：快不快の認知的評
価

手塚  洋介 和 Ａ５ 112
株式会社ナカニシヤ出
版

700,000

17HP5195 福島県立医科大学 医学部 助手 日高  友郎
コミュニケーション支援のフィールドワーク：
神経難病者への文化心理学的アプローチ

日高  友郎 和 Ａ５ 184 ㈱ナカニシヤ出版 1,000,000

17HP5196 常葉大学短期大学部 保育科 講師 金子  泰之 中学生の学校適応と生徒指導に関する研究 金子  泰之 和 Ａ５ 216 ㈱ナカニシヤ出版 1,100,000

17HP5197 千賀  則史
子ども虐待  家族再統合に向けた心理的支
援

千賀  則史 和 Ａ５版 224 ㈱明石書店 1,100,000

17HP5198 お茶の水女子大学 基幹研究院 講師 武藤  世良 尊敬関連感情の心理学 武藤  世良 和 Ａ５ 440 ㈱ナカニシヤ出版 1,900,000

17HP5199 名古屋大学 大学院環境学研究科 教授 唐沢  穣 責任と法意識の人間科学 唐沢  穣 和 Ａ５ 320 ㈱勁草書房 1,000,000

17HP5200 明治大学 文学部 教授 伊藤  直樹
学生相談活動の発展に寄与する要因につい
ての研究

伊藤  直樹 和 Ａ５ 240 ㈱風間書房 1,000,000

17HP5201 信州大学 学生相談センター
助教（特定雇
用）

篠田  直子
大学生のＡＤＨＤ特性と進路決定に関する実
証的研究

篠田  直子 和 Ａ５ 184 ㈱風間書房 1,100,000

17HP5202 東京大学 大学院教育学研究科 学術研究員
野中（松村）  舞
子

児童・思春期の強迫スペクトラム障害に関す
る臨床心理学的研究

野中  舞子 和 Ａ５ 256 ㈱  風間書房 1,300,000

17HP5203 駒沢女子大学 人文学部 教授 須藤  明 刑事裁判における人間行動科学の寄与 須藤  明 和 Ａ５ 240 株式会社  日本評論社 700,000

17HP5204 立命館大学 文学部 非常勤講師
竹澤（破田野）
智美

写真のなかの距離の知覚 竹澤  智美 和 Ａ５ 320 ㈱風間書房 1,400,000
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17HP5205 鹿児島大学 法文教育学域法文学系 講師 榊原  良太 感情のコントロールと心の健康 榊原  良太 和 Ａ５ 190 ㈱晃洋書房 900,000

17HP5206 ＮＴＴ東日本関東病院 精神神経科 臨床心理士 中村  聡美
うつ病休職者の集団認知行動療法に関する
混合型研究

中村  聡美 和 Ａ５ 304 株式会社風間書房 1,400,000

17HP5207 大東文化大学 文学部 講師 中村  麻由子 〈まなざし〉の教育学 中村  麻由子 和 Ａ５ 260 ㈱溪水社 900,000

17HP5208 帝塚山学院大学 人間科学部 教授 久保  富三夫 教員自主研修法制の展開と改革への展望 久保  富三夫 和 Ａ５ 432 ㈱風間書房 2,000,000

17HP5209 武蔵丘短期大学 その他部局等 講師 鈴木  宏
カントの批判哲学の教育哲学的意義に関す
る研究

鈴木  宏 和 Ａ５ 288 ㈱風間書房 1,400,000

17HP5210 宮城学院女子大学 教育学部 助教 境  愛一郎 保育環境における「境の場所」 境  愛一郎 和 Ａ５ 272
株式会社ナカニシヤ出
版

1,200,000

17HP5211 中部大学 現代教育学部 教授 湯浅  恭正 インクルーシブ授業の国際比較研究 湯浅  恭正 和 Ａ５ 400 福村出版㈱ 1,700,000

17HP5212 谷川  夏実 保育者の危機と専門的成長 谷川  夏実 和 Ａ５ 200 ㈱学文社 800,000

17HP5213 洗足こども短期大学 幼児教育保育科 非常勤講師 高橋  節子 幼児教育のための空間デザイン 高橋  節子 和 Ａ５ 280 ㈱風間書房 1,600,000

17HP5214 名古屋市立大学 大学院人間文化研究科 准教授 曽我  幸代
社会変容をめざすＥＳＤ―ケアを通した自己
変容をもとに

曽我  幸代 和 Ａ５ 248 ㈱学文社 900,000

17HP5215 布川  あゆみ
現代ドイツにおける学力問題と学校制度改
革

布川  あゆみ 和 Ａ５ 400 株式会社晃洋書房 1,900,000

17HP5216 滋賀短期大学 幼児教育保育学科 講師 李  霞
グローバル人材育成と国際バカロレア―ア
ジア諸国のＩＢ導入実態

李霞  渡辺雅幸
中島悠介  関口
洋平  門松愛  全

和 Ａ５ 208 ㈱東信堂 900,000

17HP5217 宇都宮大学 教育学部 准教授 上原  秀一 現代フランスの教育改革 上原  秀一 和 Ａ５ 360 ㈱明石書店 1,500,000

17HP5218 福山市立大学 教育学部 教授 中村  満紀男 日本障害児教育史【戦前編】 中村  満紀男 和 Ａ５ 1424 株式会社  明石書店 600,000

17HP5219 筑波大学 人間系 助教 菊地  かおり
イングランドのシティズンシップ教育政策の
展開

菊地  かおり 和 Ａ５ 240 ㈱東信堂 900,000

17HP5220 神戸大学
大学院人間発達環境学
研究科

研究員 村田  観弥 障害支援と関係の教育学 村田  観弥 和 Ａ５ 250 ㈱生活書院 700,000

17HP5221 山口大学 教育学部 講師 熊井  将太
学級の教授学説史―近代における学級教
授の成立と展開―

熊井  将太 和 Ａ５ 416 ㈱渓水社 1,400,000

17HP5222 太子幼稚園 副園長 湯淺  阿貴子
幼児期における道徳的規範意識の形成に
関する研究

湯淺  阿貴子 和 Ａ５ 344 株式会社  風間書房 1,600,000

17HP5223 愛媛大学 教育学部 講師 杉田  浩崇 子どもの〈内面〉とは何か 杉田  浩崇 和 四六 350 （有）春風社 1,500,000
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17HP5224 東京大学 海洋アライアンス 特任講師 鈴木  悠太
教師の「専門家共同体」の形成と展開―アメ
リカ学校改革研究の系譜―

鈴木  悠太 和 Ａ５ 352 ㈱勁草書房 1,500,000

17HP5225 東京大学 大学院教育学研究科 特別研究員 芦田  明美
Ｔｈｅ  ａｃｔｕａｌ  ｅｆｆｅｃｔ  ｏｎ  ｅｎｒｏｌｌｍｅｎｔ  ｏｆ
”Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ  ｆｏｒ  Ａｌｌ”：  Ａｎａｌｙｓｉｓ  ｕｓｉｎｇ
ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ  ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ  ｄａｔａ

芦田  明美 欧
Ｂ５変

判
204

株式会社ユニオンサー
ビス

1,500,000

17HP5226 鹿児島大学
農水産獣医学域水産学
系

助教 佐々木  貴文 近代日本の水産教育 佐々木  貴文 和 Ａ５判 370
一般社団法人北海道大
学出版会

1,100,000

17HP5227 九州国際大学 経済学部 特任准教授 楊  川 女性教員のキャリア形成 楊  川 和 Ａ５ 220 ㈱晃洋書房 1,100,000

17HP5228 奈良教育大学 教育学部 特任准教授 佐川  早季子
他者との相互作用を通した幼児の造形表現
プロセスの検討

佐川  早季子 和 Ａ５ 256 ㈱風間書房 1,300,000

17HP5229 北海道教育大学 教育学部 教授 柚木  朋也
アブダクションと理科教材開発についての研
究

柚木  朋也 和 Ａ５ 272 株式会社  風間書房 1,400,000

17HP5230 和光大学 現代人間学部 准教授 大橋  さつき
発達障がい児を育む「創造的身体表現遊
び」の実証的研究

大橋さつき 和 Ａ５判 192 多賀出版株式会社 700,000

17HP5231 高知大学 名誉教授 渡辺  春美
「関係概念」に基づく古典教育の研究―古典
教育活性化の基礎論として―

渡辺  春美 和 Ａ５ 480 ㈱溪水社 1,400,000

17HP5232 西南学院大学 人間科学部 准教授 川上  具美 思考する歴史教育への挑戦 川上  具美 和 Ａ５ 284
一般財団法人  九州大
学出版会

1,600,000

17HP5233 東京女子体育大学 体育学部 教授 掛水  通子 日本における女子体育教師史研究 掛水  通子 和 Ａ４ 420 ㈱大空社出版 1,600,000

17HP5234 日本体育大学 児童スポーツ教育学部 教授 奥泉  香
国語科教育に求められるヴィジュアル・リテ
ラシーの探究

奥泉  香 和 Ａ５ 370 株式会社渓水社 1,300,000

17HP5235 広島大学 大学院教育学研究科 准教授 池田  吏志
重度・重複障害児のＱＯＬを高める造形活動
の指導理論に関する研究

池田  吏志 和 Ａ５ 500 ㈱ジアース教育新社 1,200,000

17HP5236 広島大学 教育学研究科
日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

阪上  弘彬 ドイツ地理教育改革とＥＳＤの展開 阪上  弘彬 和 Ａ５ 144 ㈱古今書院 700,000

17HP5237 宮本  英征
世界史単元開発研究の研究方法論の探究
－市民的資質育成の論理－

宮本  英征 和 Ａ５ 440 ㈱晃洋書房 2,000,000

17HP5238 広島国際大学 心理科学部 教授 岡田  大爾
空間認識能力の育成をめざす天文分野の
学習指導

岡田  大爾 和 Ａ５ 176 ㈱風間書房 1,000,000

17HP6005 立命館大学 産業社会学部 准教授 丸山  里美
Ｌｉｖｉｎｇ  ｏｎ  ｔｈｅ  Ｓｔｒｅｅｔｓ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ：  Ｈｏ
ｍｅｌｅｓｓ  Ｗｏｍｅｎ  Ｂｒｅａｋ  Ｔｈｅｉｒ  Ｓｉｌｅｎｃｅ

丸山  里美 欧
Ｂ５判
変型

270 Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ 3,200,000

17HP6006 大妻女子大学 人間生活文化研究所 講師
下田（齋藤）  敦
子

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ  ｏｆ  ａ  Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ  ｆｏｒ
Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ  ｔｈｅ  Ｏｒａｌ  Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ  ｏｆ
Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ  Ｃｌｏｔｈｅｓ－Ｍａｋｉｎｇ  Ｔｅｃｈｎｉｑ
ｕｅｓ  ｉｎ  ａ  Ｐｒｅｌｉｔｅｒａｔｅ  Ｓｏｃｉｅｔｙ

下田  敦子 欧 Ａ５ 238 勝美印刷㈱ 1,000,000

計１１１件



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）

17HP5239 東京農工大学 工学部 名誉教授 高木  隆司
Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  ｔｏ  ｔｈｅ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  ｏｆ  Ｆｏｒ
ｍｓ  ：  Ｉｎｑｕｉｒｙ  ｏｆ  Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ  Ｉｄｅａｓ  ｔｈｒ
ｏｕｇｈ  Ｓｔｕｄｉｅｓ  ｏｆ  Ｆｏｒｍｓ

高木  隆司 欧 菊 400 （有）テラパブ 2,000,000

17HP5240 立命館大学 理工学部 特任教授 城戸  義明
光・電子・イオンビームによる表面ナノ構造
解析

城戸  義明 和 Ｂ５ 500 ㈱三恵社 200,000

17HP5241 日本大学 文理学部 教授 山川  修治 気候変動の事典 山川  修治 和 Ａ５ 464 ㈱朝倉出版 1,800,000

17HP5242 中部大学 工学部 教授 小西  哲郎 地形現象のモデリング 小西  哲郎 和 Ａ５ 296
（一財）名古屋大学出版
会

1,700,000

17HP5243 熊本大学
先進マグネシウム国際
研究センター

センター長 河村  能人
実用段階に入った日本発の新合金  ＬＰＳＯ
型マグネシウムの材料科学

河村  能人 和 Ｂ６変 230
株式会社日経ＢＰコンサ
ルティング

600,000

17HP5244 日本大学 理工学部 教授 轟  朝幸
災害と空港  救援救助活動を支える空港運
用

轟  朝幸 和 Ａ５判 214 ㈱成山堂書店 1,100,000

17HP5245 神戸芸術工科大学 芸術工学部 教授 花田  佳明 老建築稼の歩んだ道  松村正恒著作集 花田  佳明 和 Ａ５ 320 ㈱鹿島出版会 1,900,000

17HP5246 大同大学 工学部 名誉教授 五島  利兵衛 ゴシック建築リブヴールトのルーツ 五島  利兵衛 和 Ａ５ 272 ㈱中央公論美術出版 1,000,000

17HP5247 岡山大学 グローバル・パートナズ
専任講師（特
任）

陳  雲蓮 近代上海の都市形成史 陳  雲蓮 和 Ａ５ 320 ㈱  風響社 1,500,000

17HP5248 東京大学 大学院工学系研究科 教授 藤井  恵介 中国建築の特質 田中  淡 和 Ａ５ 310 ㈱中央公論美術出版 1,100,000

17HP5249 京都建築専門学校 副校長 桐浴  邦夫 茶の湯空間の近代 桐浴  邦夫 和 Ａ５ 256 思文閣出版 900,000

17HP5250 横浜市立大学 都市社会文化研究科 教授 鈴木  伸治
都市の遺産とまちづくり  アジア大都市の歴
史保全

鈴木  伸治 和 Ｂ５ 192 （有）春風社 1,100,000

17HP5251 九州大学
大学院人間環境学研究
院

准教授 黒瀬  武史 米国のブラウンフィールド再生 黒瀬  武史 和 Ｂ５ 410 （一財）九州大学出版会 2,800,000

計１３件



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）

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

夏目  長門 その他 Ａ４ 130 ㈱ネオ・メディク 3,600,000

17HP5252 筑波大学 生命環境系 教授 志賀  和人
森林菅理の公共的制御と制度変化：スイス・
日本の公有林管理と地域

志賀  和人 和 Ａ５ 390 ㈱日本林業調査会 1,200,000

17HP5253
一般社団法人コンセンサ
ス・コーディネーターズ

上席研究員 谷口  恭子
森林資源管理の社会的合意形成―沖縄や
んばるの森の保全と再生―

谷口  恭子 和 Ａ５ 304 ㈱東信堂 1,000,000

17HP5254 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 准教授 大仲  克俊 一般企業の農業参入の展開過程と現段階 大仲  克俊 和 四六 240
（一社）農山漁村文化協
会

800,000

17HP5255 関西医療大学
保健看護学部保健看護
学科

教授 中納  美智保
キャリア初期看護師の職業的アイデンティ
ティの形成プロセス

中納  美智保 和 Ａ５ 184 ㈱風間書房 1,000,000

17HP5256 千葉大学 大学院看護学研究科 特任准教授 山下  裕紀 看護におけるｃｏｍｍｕｎｉｏｎの構造化 山下  裕紀 和 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,200,000

17HP6007 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目  長門
Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ  ｆｏｒ  ｃａｒｅ  ｏｆ  ｃｌｅｆｔ  ｌｉｐ
ａｎｄ　ｐａｌａｔｅ  ｉｎ  Ｒｕｓｓｉａｎ

夏目  長門 その他 Ａ４ 130 ㈱ネオ・メディク 2,400,000

17HP6008 岡山大学 大学院保健学研究科 准教授 近藤  真紀子
Ｌｉｆｅ  ｒｅｖｉｅｗ  ｏｆ  ａｇｉｎｇ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｈａｎｓ
ｅｎ’ｓ  ｄｉｓｅａｓｅ  ｓｕｒｖｉｖｏｒｓ

近藤  真紀子 欧 Ｂ５ 560
Ｈｏｒｉｚｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ
Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ

6,900,000

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）

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  Ｄｙｎ
ａｍｉｃｓ  ｏｆ  Ｈｕｍａｎ  ａｎｄ  Ｎｏｎ－ｈｕｍａｎ
Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｓ

床呂  郁哉 欧 Ｂ５変 416
（一社）京都大学学術出
版会

2,200,000

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

1,800,000

17HP5257 日本女子大学 人間社会学部 学術研究員 武  千晴 児童自立支援施設の歴史と実践 武  千晴 和 Ａ５ 960 ㈱勁草書房 4,100,000

17HP5258 （宮内庁）
（書陵部陵墓課陵墓調査
室）

（研究員） 土屋  隆史 古墳時代の日朝交流と金工品 土屋  隆史 和 Ｂ５ 256 ㈱雄山閣 1,400,000

17HP5259
ふじのくに地球環境史
ミュージアム

学芸課 主任研究員 日下  宗一郎 古人骨を測る 日下  宗一郎 和 Ａ５ 240
一般社団法人京都大学
学術出版会

1,200,000

17HP5260 龍谷大学 文学部 教授 北野  信彦 桃山文化期漆工の研究 北野  信彦 和 Ｂ５ 400 ㈱雄山閣 1,600,000

17HP5261 北海道教育大学 学務部入試課
アドミッション
オフィサー

シュルーター  智
子

宗教科にみる「他者」表象
シュルーター  智
子

和 Ａ５ 320 株式会社  晃洋書房 1,700,000

計８件



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）

17HP5262 関西大学 環境都市工学部 教授 藤田  勝也 裏松固禅「宮室図」詳解 藤田  勝也 和 Ｂ４ 320 ㈱中央公論美術出版 1,000,000

17HP5263 大阪大学 大学院文学研究科 教授 浜渦  辰二 北欧ケアの思想的基盤を掘り起こす 浜渦  辰二 和 Ａ５ 328 大阪大学出版会 1,400,000

17HP5264 京都大学
物質―細胞統合システ
ム拠点

特定研究員 城  綾実 多人数会話におけるジェスチャーの同期 城  綾実 和 Ａ５ 192 ㈱ひつじ書房 1,000,000

17HP5265 名城大学 都市情報学部 教授 杉浦  真一郎 介護行財政の地理学 杉浦真一郎 和 Ａ５判 256 株式会社  明石書店 1,500,000

17HP5266 大阪経済法科大学 国際学部 准教授 梶村  美紀 「ビルマ系日本人」誕生とそのエスニシティ 梶村  美紀 和 Ａ５ 288 ㈱風響社 1,300,000

17HP5267 立命館大学 経営学部 教授
原発史研究会
代表  金森  絵里

日本における原子力発電のあゆみとフクシ
マ

金森  絵里 和 Ａ５ 230 ㈱晃洋書房 1,300,000

17HP5268 横浜市立大学 都市社会文化研究科 教授 柿崎  一郎 タイ鉄道と日本軍 柿崎  一郎 和 Ａ５ 480
（社）京都大学学術出版
会

2,700,000

17HP5269 九州大学 大学院芸術工学研究院 助教 長津  結一郎 舞台の上の障害者 長津  結一郎 和 Ａ５ 258 （一財）九州大学出版会 1,600,000

17HP5270 岩手大学 農学部 教授 広田  純一 震災復興から俯瞰する農村計画学の未来 広田  純一 和 Ｂ５ 363 農林統計出版㈱ 1,400,000

17HP6009 大阪経済法科大学 公私立大学の部局等 研究員 洪  玧伸
“Ｃｏｍｆｏｒｔ  Ｓｔａｔｉｏｎｓ”ａｓ  Ｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄ
ｂｙ  Ｏｋｉｎａｗａｎｓ  ｄｕｒｉｎｇ  Ｗｏｒｌｄ  ＷａｒⅡ

洪  玧伸 欧
１５５×
２３５ｍ
ｍ

500 ＢＲＩＬＬ 5,100,000

17HP6010 立命館大学 衣笠総合研究機構 専門研究員 岡野  英之
Ｐｏｌｉｔｉｃｓ  ｏｆ  Ｈｕｍａｎ  Ｎｅｔｗｏｒｋ  ｉｎ  Ａｆｒｉｃ
ａｎ  Ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ：  Ｋａｍａｊｏｒ／ｔｈｅ  ＣＤＦ  ｉｎ
Ｓｉｅｒｒａ  Ｌｅｏｎｅ

岡野  英之 欧
６×９  ｉ
ｎｃｈｅｓ

575 Ｌａｎｇａａ  ＲＰＣＩＧ 3,600,000

17HP6011 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
Ｏｔｈｅｒｓ：  Ｔｈｅ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｈｕｍａｎ  Ｓ
ｏｃｉａｌｉｔｙ

河合  香吏 欧 Ｂ５変 544
一般社団法人  京都大
学学術出版会

10,200,000

計１９件



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）

267001 日本印度学仏教学会 理事長  木村　清孝 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  神作　研一 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

ショゾウキカントノレンケイニヨルニホンコテンセ
キデジタルガゾウデータベース

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

17HP7001 津田  徹英 ＳＡＴ大正新脩大藏經圖像データベース
ＳＡＴ  ＴａｉｓｈｏｚｏＩｍａｇｅ
ＤＢ

仏教美術史および隣接諸領域（仏教史、文化史、国
文学、日本史、東洋史など）

4,500,000

17HP7002
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

17HP7003
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

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 3,900,000

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

17HP7004 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

2,100,000

17HP7005 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、映画史、  社会史、経済史、政治史、産
業史、農業史、労働史、教育史、生活文化史、科学
史、女性史

2,600,000

計１０件

計４件



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）

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　木村　真
明

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）

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 3,400,000

17HP7006 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

1,600,000

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
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構高度解析センター 体高分子解析
チーム

国立研究開発法人農
業・食品産業技術総合
研究機構　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

17HP7007 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

1,700,000

17HP7008
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 2,400,000

計６件

計３件

計３件



（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）

17HP8001
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 1,700,000

17HP8002 日本語係り受けコーパス作成グループ 代表者  森  信介 日本語係り受けコーパス ＪＤＣ 言語学／自然言語処理分野 1,300,000

17HP8003
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

5,200,000

17HP8004
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

17HP8005 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 日本史の分野 5,500,000

17HP8006 高田  祐一 全国遺跡報告総覧 ＣＤＡＳＲＪ 考古学 4,000,000

17HP8007
東京大学大学院人文社会系研究科水島研
究室

代表  水島  司 アジア歴史地図データベース ＨＭＡ 史学 4,300,000

17HP8008 沖縄伝承話データベース作成委員会 委員長  比嘉  久 沖縄伝承話データベース ＯＯＴＤＢ 民俗学及び口承文芸学の分野 6,600,000

計８件



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）

17HP8009 持続的平和研究センター
センター長  佐藤  安
信

難民情報データベース ＡｓｙｌｕｍＤａｔａｂａｓｅ
国際法学の難民法分野、法学分野の人権論、法制
度論

4,700,000

17HP8010
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

17HP8011 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

17HP8012
横濱正金銀行資料目録データベース作成プ
ロジェクト

プロジェクトリーダー
小島  浩之

横濱正金銀行資料データベース ＲＹＳＢＤＢ
経済学、経済史、銀行史、金融史、日本近代史、アジ
ア近代史、軍事史、国際関係史など

7,100,000

17HP8013 岡本  悦司 地域創生データウェアハウス 地域創生ＤＷＨ
市町村を単位とする，人口，経済，医療，農業，商
業，財政

1,800,000

17HP8014
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年の大学紛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

6,600,000

17HP8015 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 3,500,000

17HP8016
教育研究所・教育センター刊行論文データ
ベース作成委員会

委員長  吉岡  亮衛
教育研究所・教育センター刊行論文データベー
ス

ＣＥＮＴＥＲ
全国の都道府県立・区市町村立の公立教育研究所・
教育センター並びに私立の教育研究所が刊行する紀
要等

2,000,000

17HP8017
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
近代日本教科書書誌データベース（明治初年～
昭和２０年）

ＪＴＢＤＭ 近代教科書に関係が深いもの 6,000,000

17HP8018 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

4,100,000

計１０件



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）

17HP8019 村田  健史
ひまわり衛星フルスケール・フルバンド・フル時
間スケール静止画像・動画像および数値データ
ベース

Ｈｉｍａｗａｒｉ  Ｗｅｂ 気象学および防災情報学 1,300,000

17HP8020 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  気候学  防災科学のうち雪
氷災害に関係が深いもの

1,700,000

17HP8021 ＭａｓｓＢａｎｋデータベース構築委員会 委員長  荒川  隆一 マススペクトルデータベースＭａｓｓＢａｎｋ ＭａｓｓＢａｎｋ
化学（薬学、生化学、環境化学、天然物化学、農学、
質量分析学における化学関連分野）

1,200,000

17HP8022
ニューロインフォマティクス日本ノードＳｉｍＰＦ
委員会

委員長  池野  英利 シミュレーションプラットフォーム Ｓｉｍ－ＰＦ 計算論的神経科学、神経科学、神経行動学 900,000

17HP8023 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 600,000

17HP8024 土木技術映像委員会 委員長  大野  春雄 土木学会震災アーカイブ映像データベース ＪＳＣＥ  ＡＥｑＡＶＤＢ 土木工学，国土防災工学，都市建設工学の分野 7,800,000

17HP8025 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・史料データ
ベース

ＪＳＣＥ  ＡＤＤＢ 土木工学，国土防災工学，都市建設工学の分野 5,800,000

計７件



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）

17HP8026 メタボロームデータベース構築委員会 代表  金谷  重彦
ＫＮＡｐＳＡｃＫ  Ｃｏｒｅ：生物種―代謝物関係デー
タベース

ＫＮＡｐＳＡｃＫ  Ｃｏｒｅ  Ｄ
Ｂ

メタボロミクス、天然物化学に関わる医薬学・生薬・食
品・栄養学・エコロジーなどの分野

1,400,000

17HP8027 ＩＤＥＡＬ開発チーム 太田  元規 天然変性タンパク質データベース：ＩＤＥＡＬ ＩＤＥＡＬ タンパク質科学  分子生物学  生命情報学 3,500,000

17HP8028 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

1,400,000

17HP8029 イネアノテーションプロジェクト 代表  川原  善浩 イネアノテーションプロジェクトデータベース ＲＡＰ－ＤＢ
生物学、農学、バイオインフォマティクス、ゲノム情報
科学、トランスクリプトーム

2,800,000

17HP8030
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

17HP8031
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

17HP8032 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 7,000,000

17HP8033 昆虫学データベース作成グループ 代表  廣渡  俊哉 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

7,800,000

17HP8034 ＫＡＧＩＡＮＡプロジェクト
代表責任者  尾形  善
之

相関ネットワーク解析データベース Ａ－ＣｏｒＮ  ＤＢ 生命科学のうち遺伝子に関係が深い分野 600,000

17HP8035
北海道大学研究林データベース作成グルー
プ

代表  内海  俊介 北海道大学動物相・植物相データベース ＦＦＤＨＵ 生物多様性科学及び森林圏科学 2,000,000

17HP8036
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 2,000,000

17HP8037 ＢｒａｉｎＴｘプラットフォーム委員会 委員長  古市  貞一 脳トランスクリプトームデータベース ＢｒａｉｎＴｘ
分子神経科学  ニューロインフォマティクス（神経情報
科学）

3,200,000

17HP8038
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

5,000,000

17HP8039
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） 5,000,000

計１４件



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）

17HP8040
「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）

4,900,000

17HP8041
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

ＭＥＭＴＥ
商業教育、教育史、大学史、日本近現代史、アーカイ
ブズ学

2,900,000

17HP8042
ホッブズ・水田コレクションデータベース作成
委員会

委員長  長尾  伸一
名古屋大学附属図書館所蔵  ホッブズ・水田コレ
クションデータベース

ＮＬＨＭ 思想史、経済学説・経済思想 8,500,000

17HP8043 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、社会学 9,200,000

17HP8044 日本放送脚本データベース作成プロジェクト
プロジェクト長  藤田
真文

日本の放送番組の脚本データベース ＢＳＤＪ
日本文学、社会学、社会史、メディア史  生活文化
史、経済史  産業史、戦後日本史

9,400,000

計５件


