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氏名

225001 人文科学系 「天台山記」の研究 埼玉大学 教育学部 教授 薄井  俊二 薄井  俊二 和 Ａ５ 448 中国書店 1,900,000

225002 人文科学系 道敎と中國撰述佛典 東京成徳大学 人文学部 教授 増尾  伸一郎 増尾  伸一郎 和 Ａ５ 640 ㈱汲古書院 2,500,000

225003 人文科学系 徳川将軍権力と狩野派絵画 松島  仁 松島  仁 和 Ａ５ 416 ㈱ブリュッケ 1,200,000

225004 人文科学系 原始仏教に於ける涅槃（ｎｉｂｂａｎａ）の研究 日本大学 文理学部 講師 服部  敏雄  （弘瑞） 服部  敏雄  （弘瑞） 和 Ａ５ 688 ㈱山喜房佛書林 1,500,000

225005 人文科学系 清末功利思想と日本 京都産業大学 文化学部 教授 小林  武 小林  武 和 Ａ５ 416
研文出版（有・山本書
店出版部）

900,000

225006 人文科学系 ドイツ・ロマン主義美学 山口大学 人文学部 講師 田中  均 田中  均 和 菊 274 ㈱御茶の水書房 1,100,000

225007 人文科学系 京狩野の研究 京都教育大学 名誉教授 脇坂  淳 脇坂  淳 和 Ｂ５ 416 ㈱中央公論美術出版 1,700,000

225008 人文科学系 パース「プラグマティズム」の研究 同志社大学 文学部 准教授 新  茂之 新  茂之 和 Ａ５ 300 ㈱晃洋書房 1,300,000

225009 人文科学系 ゲルク派における時間論の研究 広島大学 大学院文学研究科 特別研究員 根本  裕史 根本  裕史 和 Ｂ５ 400 ㈱平楽寺書店 500,000

225010 人文科学系 レヴィナス  犠牲の身体 北九州市立大学 基盤教育センター 准教授 伊原木  大祐 伊原木  大祐 和 Ａ５ 270 株式会社  創文社 1,800,000

225011 人文科学系 熊野観心十界曼荼羅 兵庫県立歴史博物館 館長補佐 小栗栖  健治 小栗栖  健治 和 Ａ４ 352 有限会社岩田書院 2,400,000

225012 人文科学系 キリシタン文学における日欧文化の比較研究 日本大学 商学部 専任講師 折井  善果 折井  善果 和 Ａ５ 300 教文館 400,000

225013 人文科学系 パルテノン・フリーズ  観察と考察 東京学芸大学 名誉教授 水田  徹 水田  徹 和 Ｂ４ 416 ㈱中央公論美術出版 2,800,000
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225014 人文科学系 天野社舞楽曼荼羅供 東京学芸大学 教育学部 准教授 遠藤  徹 遠藤  徹 和 Ａ５ 344 （有）岩田書院 1,800,000

225015 人文科学系 パルメニデスにおける真理の探究 金沢大学 人間科学系 教授 三浦  要 三浦  要 和 Ａ５ 288
一般社団法人  京都
大学学術出版会

1,400,000

225016 人文科学系 ミーマーンサー研究序説 九州大学 人文科学研究院 准教授 片岡  啓 片岡  啓 和 Ｂ５ 360 （財）九州大学出版会 1,900,000

225017 人文科学系 金蔵論  本文と研究 埼玉工業大学 人間社会学部 准教授 宮井  里佳
宮井  里佳  本井  牧
子

和 Ａ５ 695 ㈱臨川書店 2,500,000

225018 人文科学系 工部美術学校の研究 京都造形芸術大学 芸術学部 准教授 河上  眞理 河上眞理 和 Ｂ５ 574 ㈱中央公論美術出版 2,100,000

225019 人文科学系 中世禅宗における公案禅の研究 駒沢女子大学 人文学部 教授 安藤  嘉則 安藤  嘉則 和 Ａ５ 582 国書刊行会 1,200,000

225020 人文科学系 ディドロ  多様性の政治学 宮城教育大学 教育学部 准教授 井柳  美紀 井柳  美紀 和 Ａ５ 290 ㈱創文社 1,900,000

225021 人文科学系 ディエゴ・リベラの生涯と壁画 神奈川大学 経営学部 教授 加藤  薫 加藤  薫 和 Ａ５ 960 ㈱岩波書店 1,900,000

225022 人文科学系 古代世界におけるモーセ五書の伝承 東京女子大学 現代教養学部 教授 守屋  彰夫 守屋  彰夫 和 菊版 560
一般社団法人  京都
大学学術出版会

2,700,000

225023 人文科学系 仏画の尊容表現 東北大学 大学院文学研究科 教授 泉  武夫 泉  武夫 和 Ｂ５ 454 ㈱中央公論美術出版 1,800,000

225024 人文科学系 戴季陶と近代日本 東京大学 教養学部 非常勤講師 張  玉萍 張  玉萍 和 Ａ５ 352 （財）法政大学出版局 1,400,000

225025 人文科学系 神仏と儀礼の中世 佛教大学 通信教育部 非常勤講師 舩田  淳一 舩田  淳一 和 Ａ５ 456 ㈱法蔵館 1,400,000

225026 人文科学系 日本仏教版画史論考 昭和女子大学
大学院  生活機構研
究科

教授 内田  啓一 内田  啓一 和 Ａ５ 340 株式会社  法蔵館 1,400,000
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225027 人文科学系 風土記の文字世界 上智大学 文学部 教授 瀬間  正之 瀬間  正之 和 Ａ５ 256 （有）笠間書院 900,000

225028 人文科学系 在外日本重要絵巻集成 聖徳大学 人文学部 教授 辻  英子 辻  英子 和 Ａ５ 966 株式会社  笠間書院 3,100,000

225029 人文科学系 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 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

鳥越  文蔵 和 Ａ５ 1,200 玉川大学出版部 3,800,000

225030 人文科学系 平家物語長門本・延慶本対照本文 武蔵大学 人文学部 教授 小川  栄一 和 Ｂ５ 1,408 勉誠出版㈱ 5,400,000

225031 人文科学系 校訂  京大本  太平記 法政大学 文学部 教授 小秋元  段 小秋元  段 和 Ａ５ 1,568 勉誠出版㈱ 6,000,000

225032 人文科学系 切合能の研究 法政大学 文学部 講師 伊海  孝充 伊海  孝充 和 Ａ５ 408 ㈱檜書店 1,600,000

225033 人文科学系 中世鷹書の文化伝承 立命館大学 衣笠総合研究機構 客員研究員 二本松  泰子 二本松  泰子 和 Ａ５ 400 株式会社三弥井書店 1,500,000

225034 人文科学系 松花堂昭乗と瀧本流の展開 都留文科大学 文学部 非常勤講師 山口  恭子 山口  恭子 和 Ａ５ 448 ㈱思文閣出版 1,700,000

225035 人文科学系 歴史物語の創造 神戸大学 人文学研究科 教授 福長  進 福長  進 和 Ａ５ 480 （有）笠間書院 1,500,000

225036 人文科学系 明恵―和歌と仏教の相克
十文字学園女子大学
短期大学部

文学部 准教授 平野（中村）  多恵 平野  多恵 和 Ａ５ 528 （有）笠間書院 1,400,000

225037 人文科学系 「小説家」登場―尾崎紅葉の明治二〇年代― 北九州市立大学 文学部 准教授 馬場  美佳 馬場  美佳 和 Ａ５ 296 （有）笠間書院 1,000,000

225038 人文科学系
「子供が良くなる講談社の絵本」の研究  ―解説と細目デー
タベース―

愛知江南短期大学 現代幼児学科 教綬 阿部  紀子 阿部  紀子 和 Ｂ５ 280 ㈱風間書房 1,800,000

225039 人文科学系 江戸時代初期出版年表 国文学研究資料館 名誉教授 岡  雅彦 岡  雅彦 和 Ｂ５ 672 勉誠出版㈱ 2,800,000
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225040 人文科学系 舌耕・書本・出版と近世小説 関西大学 文学部 教授 山本  卓 山本  卓 和 Ａ５ 380 清文堂出版㈱ 1,200,000

225041 人文科学系 太平記世界の形象 関西学院大学 文学部 准教授 北村  昌幸 北村  昌幸 和 Ａ５ 436 ㈱塙書房 1,900,000

225042 人文科学系 軍記物語の機構 東北大学 大学院文学研究科 准教授 佐倉  由泰 佐倉  由泰 和 Ａ５ 544 ㈱汲古書院 1,700,000

225043 人文科学系 蘇軾詩研究 早稲田大学
教育・総合科学学術
院

教授 内山  精也 内山  精也 和 Ａ５ 592
研文出版（有・山本書
店出版部）

1,300,000

225044 人文科学系 １９３０年代中国人日本留学生文学・芸術活動史 埼玉大学 教養学部 教授 小谷  一郎 小谷  一郎 和 Ａ５判 288 ㈱汲古書院 900,000

225045 人文科学系 中国近代詩における文学と国家 早稲田大学 商学部 非常勤講師 鄧  捷 鄧  捷 和 菊 258 ㈱御茶の水書房 1,100,000

225046 人文科学系 マイスター・エックハルト  生涯と著作 慶應義塾大学 文学部 教授 香田  芳樹 香田  芳樹 和 Ａ５ 450 ㈱創文社 2,500,000

225047 人文科学系 文学・労働・アメリカ 中央大学 経済学部 教授 福士  久夫 福士  久夫 和 四六 300 ㈱南雲堂フェニックス 600,000

225048 人文科学系 Ｒｏｂｅｒｔ  Ｍｕｓｉｌｓ  Ｇｅｎｉｕｓ  Ｌｏｃｉ 中央大学 理工学部 教授 早坂  七緒 早坂  七緒 欧 Ａ５変形 352
Ｗｉｌｈｅｌｍ  Ｆｉｎｋ  Ｖｅｒｌ
ａｇ

800,000

225049 人文科学系 李商隠詩文論 横浜市立大学 国際総合科学部 准教授 加固  理一郎 加固  理一郎 和 Ａ５ 448
研文出版（有・山本書
店出版部）

1,000,000

225050 人文科学系 「四大奇書」の研究 京都府立大学 文学部 教授 小松  謙 小松  謙 和 Ａ５ 352 ㈱汲古書院 1,100,000

225051 人文科学系 ディドロの唯物論 玉川大学 教育学部 非常勤講師 大橋  完太郎 大橋  完太郎 和 Ａ５ 464
（財）  法政大学出版
局

1,700,000

225052 人文科学系 白居易恋情文学論 愛媛大学 法文学部 准教授 諸田  龍美 諸田  龍美 和 Ａ５ 448 ㈱勉誠出版 1,600,000
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225053 人文科学系 移動する女性たちの文学 お茶の水女子大学
ジェンダー研究セン
ター

研究協力員 山出  裕子 山出  裕子 和 Ａ５ 338
株式会社  御茶の水
書房

1,300,000

225054 人文科学系 浙江省舟山の人形芝居 新潟大学
人文社会・教育科学
系

教授 馬場（橋谷）  英子 馬場（橋谷）  英子 和 Ａ５ 648 ㈱風響社 2,000,000

225055 人文科学系 彼此往来の詩学――馮至と中国現代詩学 駒澤大学 総合教育研究部 教授 佐藤  普美子 佐藤  普美子 和 Ａ５ 432 ㈱汲古書院 1,400,000

225056 人文科学系 文学作品が生れるとき―生成のフランス文学 京都大学 文学研究科 教授 田口  紀子 田口  紀子 和 菊判 432
一般社団法人京都大
学学術出版会

1,900,000

225057 人文科学系 ビルマ古典歌謡におけるジャンル形成 大阪大学
世界言語研究セン
ター

講師 井上  さゆり 井上  さゆり 和 Ａ５ 352 大阪大学出版会 1,400,000

225058 人文科学系 近代碑学の書論史的研究 筑波大学
大学院人間総合科学
研究科

准教授 菅野  智明 菅野  智明 和 Ａ５ 784
研文出版（有・山本書
店出版部）

1,600,000

225059 人文科学系 ギャスケルで読むヴィクトリア朝前半の社会と文化 名古屋大学 国際言語文化研究科 教授 松岡  光治 松岡  光治 和 Ａ５ 670 ㈱渓水社 2,500,000

225060 人文科学系 ピンダロス祝勝歌研究 東京大学
大学院人文社会系研
究科

助教 小池  登 小池  登 和 菊 190 ㈱知泉書館 900,000

225061 人文科学系 中国南方話劇運動研究（１８８９－１９４９） 福岡大学 人文学部 准教授 間  ふさ子 間  ふさ子 和 Ａ５ 304
財団法人九州大学出
版会

1,500,000

225062 人文科学系 リズムと抒情の詩学 呉  世宗 呉  世宗 和 Ａ５ 368 株式会社  生活書院 1,100,000

225063 人文科学系 バントゥ諸語分岐史の研究 帝京平成大学 健康メディカル学部 教授 湯川  恭敏 湯川  恭敏 和 Ｂ５ 304 ㈱ひつじ書房 1,200,000

225064 人文科学系 琉球官話課本の研究 大東文化大学 外国語学部 教授 瀬戸口  律子 瀬戸口  律子 和 Ａ５ 328 （有）榕樹書林 1,400,000

225065 人文科学系 「移動する子どもたち」のことばの教育学 早稲田大学 日本語教育研究科 教授 川上  郁雄 川上  郁雄 和 Ａ５ 288 株式会社ココ出版 1,000,000
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225066 人文科学系 日・英語の対比表現と否定のメカニズム 東洋大学 経営学部 准教授 有光  奈美 有光  奈美 和 Ａ５ 224 ㈱開拓社 700,000

225067 人文科学系 現代日本語における進行中の変化の研究 国立国語研究所 時空間変異研究系 助教 新野  直哉 新野  直哉 和 Ａ５ 272 ㈱ひつじ書房 1,400,000

225068 人文科学系 日本語の語頭閉鎖音の研究 愛知学院大学 文学部 講師 高田  三枝子 高田  三枝子 和 Ａ５ 256 ㈱くろしお出版 900,000

225069 人文科学系
四国方言―とりたて  言いよどみ  言いはなち  言いすてて
言いおさめる―

高知大学
教育研究部人文社会
科学系

教授 上野  智子 上野  智子 和 Ａ５ 340 株式会社  リーブル 800,000

225070 人文科学系 竹富方言辞典 沖縄県立芸術大学 附属研究所 教授 波照間  永吉 波照間  永吉 和 Ｂ５ 1,500 南山舎㈱ 4,600,000

225071 人文科学系 専修寺蔵『選擇本願念佛集』延書  影印・翻刻と総索引 広島大学 大学院教育学研究科 教授 佐々木  勇 佐々木  勇 和 Ｂ５ 264 （有）笠間書院 1,100,000

225072 人文科学系 沖縄語音韻の歴史的研究 広島大学 留学生センター 教授 多和田  眞一郎 多和田  眞一郎 和 Ｂ５ 1,022 ㈱溪水社 3,100,000

225073 人文科学系
Ｄｅ  ｌａ  ｒｈｅｔｏｒｉｑｕｅ  ｃｏｎｔｒａｓｔｉｖｅ  ａ  ｌａ  ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｑｕｅ  ｔｅｘ
ｔｕｅｌｌｅ  ：ｌ  ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ  ｔｅｘｔｕｅｌｌｅ  ｄｕ  ｆｒａｎｃａｉｓ  ｅｔ  ｄｕｉ
ａｐｏｎａｉｓ

大阪府立大学 人間社会学部 准教授 高垣  由美 高垣  由美 欧 Ａ５ 380
大阪公立大学共同出
版会

1,600,000

225074 人文科学系 院政時代文章様式史論考 新潟大学 人文学部 教授 舩城  俊太郎 舩城  俊太郎 和 Ａ５ 544 勉誠出版㈱ 1,900,000

225075 人文科学系 語形成から見た日本語文法史 九州大学大学院 人文科学研究院 准教授 青木  博史 青木  博史 和 Ａ５ 416 ㈱ひつじ書房 1,500,000

225076 人文科学系 コーパス分析に基づく認知言語学的構文研究 （独）国際交流基金 日本語試験センター 研究員 李  在鎬 李在鎬 和 Ａ５ 272 ㈱ひつじ書房 1,400,000

225077 人文科学系 チュルク語南西グループの構造と記述 岡山大学 社会文化科学研究科 准教授 栗林  裕 栗林  裕 和 Ａ５ 368 ㈱くろしお出版 900,000

225078 人文科学系 皇極經世解起數訣「聲音韻譜」校異記 大阪市立大学 大学院文学研究科 准教授 大岩本  幸次 大岩本  幸次 その他 Ａ４ 175 ㈱臨川書店 1,200,000
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225079 人文科学系 漢文訓読と近代日本語の形成 名古屋大学 文学研究科 教授 齋藤  文俊 齋藤  文俊 和 Ａ５ 320 勉誠出版㈱ 1,200,000

225080 人文科学系 言語接触と言語変異 東北大学
東北アジア研究セン
ター

教育研究支援者 包  聯群 包  聯群 和 Ａ５ 420 ㈱現代図書 1,900,000

225081 人文科学系 中古語過去・完了表現の研究 東京大学大学院 人文社会系研究科 准教授 井島  正博 井島  正博 和 Ａ５ 544 ㈱  ひつじ書房 1,800,000

225082 人文科学系 日本近世の自立と連帯 東洋大学 文学部 教授 白川部  達夫 白川部  達夫 和 Ａ５ 296 （財）東京大学出版会 2,000,000

225083 人文科学系
御前会議と対外政略―「支那事変」処理から「大東亜戦争」
終結まで―

中央大学 文学部 教授 佐藤  元英 佐藤  元英 和 Ａ５ 640 株式会社原書房 1,300,000

225084 人文科学系 Ｉｎ  Ｐｕｒｓｕｉｔ  ｏｆ  Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ  Ｂｅａｕｔｙ 清泉女子大学 文学部 教授 中見  真理 中見  真理 欧 菊変形 352
財団法人  東京大学
出版会

2,900,000

225085 人文科学系 近世京焼の研究 大手前大学 総合文化学部 教授 岡  佳子 和 Ａ５ 368 思文閣出版 1,400,000

225086 人文科学系 鎌倉期官人陰陽師の研究 日本大学 経済学部 特別研究員（ＰＤ） 赤澤  春彦 赤澤  春彦 和 Ａ５ 352 ㈱吉川弘文館 1,700,000

225087 人文科学系 戦国期三好政権の研究 関西大学 特別研究員（ＰＤ） 天野  忠幸 天野  忠幸 和 Ａ５ 368 清文堂出版㈱ 1,100,000

225088 人文科学系 近代日本のハンセン病問題と地域社会 大阪大学 総合学術博物館 助教 廣川  和花 廣川  和花 和 Ａ５ 224 大阪大学出版会 1,200,000

225089 人文科学系 商人と宣教師  南蛮貿易の世界 東京大学 史料編纂所 助教 岡  美穂子 岡  美穂子 和 Ａ５ 392
（財）  東京大学出版
会

2,500,000

225090 人文科学系 中世日朝関係と大内氏 東京大学 史料編纂所 助教 須田  牧子 須田  牧子 和 Ａ５ 272
（財）  東京大学出版
会

1,900,000

225091 人文科学系 桂太郎発書翰集 昭和女子大学
大学院生活機構研究
科

准教授 千葉  功 千葉  功 和 Ａ５ 512
財団法人東京大学出
版会

3,000,000
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225092 人文科学系 日本古代典籍史料の研究 宮内庁
書陵部編修課皇室制
度調査室

主任研究官 鹿内  浩胤 鹿内  浩胤 和 Ａ５ 336 ㈱思文閣出版 1,300,000

225093 人文科学系 中国古代貨幣経済史研究 早稲田大学 文学学術院
日本学術院特別研究
員ＰＤ

柿沼  陽平 柿沼  陽平 和 Ａ５ 544 ㈱汲古書院 2,000,000

225094 人文科学系 中国伝統社会のエリートたち 立教大学 アジア地域研究所 嘱託研究員 倉橋  圭子 倉橋  圭子 和 Ａ５ 256 ㈱風響社 1,100,000

225095 人文科学系 近代上海と公衆衛生 青山学院大学 文学部 特別研究員（ＰＤ） 福士  由紀 福士  由紀 和 Ａ５ 418 ㈱御茶の水書房 1,700,000

225096 人文科学系 ヨーロッパ中世社会における統合と調整 青山学院大学 文学部 教授 渡辺  節夫 渡辺  節夫 和 菊 300 ㈱  創文社 1,900,000

225097 人文科学系 日本中世土師器の研究 大手前大学 史学研究所 研究員 中井  淳史 中井  淳史 和 Ｂ５ 416
株式会社  中央公論
美術出版

1,500,000

225098 人文科学系 科学アカデミーと「有用な科学」 玉川大学 脳科学研究所
グローバルＣＯＥ研究
員

隠岐  さや香 隠岐  さや香 和 Ａ５ 560
（財）名古屋大学出版
会

3,000,000

225099 人文科学系 戦時期朝鮮の転向者たち 同志社大学
言語文化教育研究セ
ンター

専任講師 洪  宗郁 洪  宗郁 和 Ａ５ 240 有限会社  有志舎 1,100,000

225100 人文科学系 中国の捐納制度と社会 大阪経済法科大学 教養部 教授 伍  躍 伍  躍 和 Ａ５ 448
一般社団法人京都大
学学術出版会

2,200,000

225101 人文科学系 ユーラシアの交通・交易と唐帝国 大阪大学 大学院文学研究科 教授 荒川  正晴 荒川  正晴 和 Ａ５ 656
（財）名古屋大学出版
会

3,700,000

225102 人文科学系 中世大越国家の成立と変容 大阪大学 文学研究科 教授 桃木  至朗 桃木  至朗 和 Ｂ５ 464 大阪大学出版会 2,400,000

225103 人文科学系 友愛と秘密のヨーロッパ社会文化史 東京大学
大学院人文社会系研
究科

教授 深澤  克己 深澤  克己 和 Ａ５ 336 （財）東京大学出版会 2,300,000

225104 人文科学系 中世イスラーム国家の財政と寄進 東京大学
大学院人文社会系研
究科

特任研究員 五十嵐  大介 五十嵐  大介 和 Ａ５ 380 ㈱刀水書房 1,000,000
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225105 人文科学系 ボグド・ハーン政権の研究 東京大学
大学院人文社会系研
究科

特別研究員（ＰＤ） 橘  誠 橘  誠 和 Ａ５ 544 ㈱風間書房 1,700,000

225106 人文科学系 中国共産党・国民党の対内モンゴル政策（１９４５～４９年） 東京大学
大学院総合文化研究
科

日本学術振興会外国
人特別研究員

ボルジギン・フスレ（呼
斯勒）

ボルジギン・フスレ（呼
斯勒）

和 Ａ５ 400 ㈱風響社 1,400,000

225107 人文科学系 高句麗壁画古墳と東アジア 佛教大学 文学部人文学科 教授 門田  誠一 門田  誠一 和 Ａ５ 464 ㈱思文閣出版 1,700,000

225108 人文科学系 ラピタ人の考古学
独立行政法人国立文
化財機構  奈良文化
財研究所

企画調整部 研究員 石村  智 石村  智 和 Ａ５判 280 ㈱渓水社 800,000

225109 人文科学系 中近世移行期における東国村落の開発と社会 大東文化大学 経済学部 准教授 田中  達也 田中  達也 和 Ａ５ 368 ㈱古今書院 2,100,000

225110 人文科学系 陰陽道の歴史民俗学的研究 国立歴史民俗博物館 研究部 准教授 小池  淳一 小池  淳一 和 Ａ５ 448 ㈱角川学芸出版 1,200,000

225111 人文科学系 近世日本における鉱物資源開発の展開
東京都立産業技術高
等専門学校

ものづくり工学科 准教授 原田  洋一郎 原田  洋一郎 和 Ａ５ 304 株式会社古今書院 1,900,000

225112 人文科学系 「アイヌ風俗画」の研究―近世北海道におけるアイヌと美術 北海道立近代美術館 学芸部 学芸第一課長 新明  英仁 新明  英仁 和 Ａ４変形 204 中西出版株式会社 2,600,000

225113 人文科学系 「華人性」の民族誌 名古屋工業大学 工学（系） 特別研究員（ＰＤ） 津田  浩司 津田  浩司 和 Ａ５ 390 世界思想社 1,300,000

225114 人文科学系
イスラームと慈善活動―イランにおける入浴介助ボランティ
アの語りから―

東邦大学 医学部 助教 細谷  幸子 細谷  幸子 和 Ａ５ 198 ㈱ナカニシヤ出版 1,000,000

225115 人文科学系 Ｗｏｍｅｎ，Ｃｉｔｉｚｅｎｓｈｉｐ  ａｎｄ  Ｍｉｇｒａｔｉｏｎ 摂南大学 外国語学部 講師 吉田  道代 吉田  道代 欧 Ａ５ 280 ㈱明石書店 1,400,000

225116 人文科学系 姉というハビトゥス 千葉大学 文学部 准教授 小谷  真吾 小谷  真吾 和 Ａ５ 216 （財）東京大学出版会 1,600,000

225117 人文科学系 都市を生きぬくための狡知 京都大学 文学研究科
日本学術振興会特別
研究員

小川  さやか 小川  さやか 和 Ａ５ 384 世界思想社 1,300,000
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225118 人文科学系
Ｈｕｍａｎ  ａｎｄ  Ｎａｔｕｒａｌ  Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ  Ｉｍｐａｃｔ  ｆｏｒ  ｔｈ
ｅ  Ｍｅｋｏｎｇ  Ｒｉｖｅｒ

三重大学 生物資源学部 教授 春山  成子 春山  成子 欧 菊 448 有限会社  テラパブ 2,100,000

225119 人文科学系 生ける神の創造力 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 石森  大知 石森  大知 和 Ａ５ 420 世界思想社 1,400,000

225120 人文科学系 ポストコロニアルを生きる 大阪大学
グローバルコラボレー
ションセンター

特任助教 常田  夕美子 常田  夕美子 和 四六判 250 世界思想社 800,000

225121 人文科学系 トランスナショナル・フィリピン人の民族誌 立命館大学 衣笠総合研究機構
ポストドクトラルフェ
ロー

永田  貴聖 永田  貴聖 和 Ａ５ 192 ㈱  ナカニシヤ出版 800,000

225122 人文科学系 現代台湾を生きる原住民 横浜国立大学 教育人間科学部 特別研究員ＰＤ 石垣  直 石垣  直 和 Ａ５ 416 ㈱風響社 1,500,000

225123 人文科学系 山の民の地域システム 東北大学
大学院環境科学研究
科

准教授 上田  元 上田  元 和 Ａ５ 290 東北大学出版会 1,000,000

225124 人文科学系 歴史語りの人類学 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語
文化研究所

共同研究員 山口（黒﨑）  裕子 山口  裕子 和 Ａ５ 380 世界思想社 1,200,000

226001 人文科学系 Ｔｈｅ  Ｏｒｉｇｉｎｓ  ｏｆ  Ｗａｒ  ｉｎ  Ｍｏｚａｍｂｉｑｕｅ 東京外国語大学 総合国際学研究院 准教授
舩田クラーセン  さや
か

舩田クラーセン  さや
か

欧 菊 608 ㈱御茶の水書房 2,600,000

216001 社会科学系
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｍｔ  Ｒｅｓｅａｅｃｈｏｎ  Ｍｅｄｉａ  Ｌｉｔｅｒａｃｙ  Ｅｄｕｃａ
ｔｉｏｎ  ｆｒｏｍ  Ｅａｒｌｙ  Ｃｈｉｌｄｈｏｏｄ  ｔｈｒｏｕｇｈ  Ｌａｔｔｅｒ  Ｃｈｉｌｄｈ
ｏｏｄ

昭和女子大学  短期
大学部

子ども教育学科 准教授 駒谷  真美 駒谷  真美 欧 Ａ５ 376 株式会社  風間書房 1,700,000

225125 社会科学系 大正・昭和戦前期の民事訴訟統計 近畿大学 法学部 准教授 林  真貴子 林  真貴子 和 Ｂ５版 400 慈学社 1,800,000

225126 社会科学系 服忌令詳解・監察省秘録 名古屋学芸大学 短期大学部 名誉教授 林  由紀子 林  由紀子 和 Ａ５ 540 株式会社  創文社 3,900,000

225127 社会科学系 大量破壊兵器と国際法 京都大学 法学研究科 助教 阿部  達也 阿部  達也 和 Ａ５ 496 株式会社東信堂 1,400,000

225128 社会科学系 子ども法の基本構造 筑波大学
大学院人文社会科学
研究科

准教授 横田  光平 横田  光平 和 Ａ５ 830 信山社出版㈱ 2,000,000
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225129 社会科学系 法整備支援とは何か 名古屋大学 大学院法学研究科 教授 鮎京  正訓 鮎京  正訓 和 Ａ５ 368
（財）名古屋大学出版
会

2,300,000

225130 社会科学系 利用者のための民事訴訟構造論 名古屋大学 大学院法学研究科 教授 菅原  郁夫 菅原  郁夫 和 Ａ５ 368 ㈱日本評論社 1,400,000

225131 社会科学系 国際開発協力の政治過程 早稲田大学 政治経済学術院 助教 小川  裕子 小川  裕子 和 Ａ５ 290 （有）木鐸社 600,000

225132 社会科学系 近代日本の政治構想とオランダ 明治大学 政治経済学部 専任講師 大久保  健晴 大久保  健晴 和 Ａ５ 356 （財）東京大学出版会 2,400,000

225133 社会科学系 日中国交正常化の政治史 神戸大学 大学院法学研究科 専任講師 井上  正也 井上  正也 和 Ａ５ 688
（財）名古屋大学出版
会

3,400,000

225134 社会科学系 トマス・モアの思想と行動 鹿児島大学 教育学部 教授 鈴木  宜則 鈴木  宜則 和 Ａ５ 300 ㈱風行社 500,000

225135 社会科学系 冷戦後日本の防衛政策 北海道大学
大学院公共政策学連
携研究部

研究員 柴田  晃芳 柴田  晃芳 和 Ａ５ 322
一般社団法人北海道
大学出版会

1,500,000

225136 社会科学系 スハルト体制のインドネシア 亜細亜大学 国際関係学部 専任講師 増原  綾子 増原  綾子 和 Ａ５ 328
財団法人  東京大学
出版会

2,300,000

225137 社会科学系 アジア・バロメーター  東アジアと東南アジアの価値観 新潟県立大学 学長 猪口  孝 猪口  孝 和 Ｂ５ 328 ㈱明石書店 1,900,000

225138 社会科学系 歴史としての日韓国交正常化 立教大学 法学部 教授 李  鍾元 李  鍾元 和 Ａ５ 832 （財）法政大学出版局 3,200,000

225139 社会科学系 ソーシャル・キャピタルと活動する市民 関西大学 法学部 准教授 坂本  治也 坂本  治也 和 Ａ５ 264 ㈱有斐閣 700,000

225140 社会科学系 領域統治の統合と分裂 東京大学
大学院総合文化研究
科

助教 阪本  拓人 阪本  拓人 和 Ａ５ 256 （有）書籍工房早山 1,600,000

225141 社会科学系 政党間移動と政党システム 東京大学
先端科学技術研究セ
ンター

特任研究員 山本  健太郎 山本  健太郎 和 Ａ５ 260 （有）  木鐸社 700,000
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225142 社会科学系 インド民主主義の発展と現実 専修大学 法学部 教授 広瀬  崇子 広瀬  崇子 和 Ａ５ 272 株式会社  明石書店 1,700,000

225143 社会科学系 現代ロシアの貧困研究 早稲田大学 政治経済学術院 助教 武田  友加 武田  友加 和 Ａ５ 248
財団法人東京大学出
版会

1,800,000

225144 社会科学系 戦時経済総動員体制の研究 首都大学東京 社会科学研究科 教授 山崎  志郎 山崎  志郎 和 Ａ５ 800 ㈱日本経済評論社 3,300,000

225145 社会科学系 大恐慌下の中国 一橋大学 大学院経済学研究科 教授 城山  智子 城山  智子 和 Ａ５ 368
（財）名古屋大学出版
会

2,300,000

225146 社会科学系 ピグーの倫理思想と厚生経済学 高知大学
教育研究部人文社会
科学系

准教授 山崎  聡 山崎  聡 和 Ａ５ 304 昭和堂 1,000,000

225147 社会科学系
プロテスタント亡命難民の経済史―近世イングランド経済と
外国人移民

亜細亜大学 経済学部 教授 須永  隆 須永  隆 和 Ａ５ 384 ㈱昭和堂 1,300,000

225148 社会科学系 社会環境と技術の地域経済学 長岡大学 経済経営学部 教授 太田  惠子 太田  惠子 和 Ａ５ 256 多賀出版㈱ 1,100,000

225149 社会科学系 「就社」社会の誕生―ホワイトカラーからブルーカラーへ― 東北学院大学 経営学部 教授 菅山  真次 菅山  真次 和 Ａ５ 496
（財）名古屋大学出版
会

2,900,000

225150 社会科学系 現代イスラーム金融論 京都大学 東南アジア研究所 学振特別研究員 長岡  慎介 長岡  慎介 和 Ａ５ 272
（財）名古屋大学出版
会

1,900,000

225151 社会科学系
労働時間の政治経済学―フランスにおけるワークシェアリ
ングの試み―

岡山大学
大学院社会文化科学
研究科

教授 清水  耕一 清水  耕一 和 Ａ５ 416
（財）名古屋大学出版
会

2,600,000

225152 社会科学系 地方からの産業革命 東京大学 社会科学研究所 准教授 中村  尚史 中村  尚史 和 Ａ５ 352
（財）名古屋大学出版
会

2,300,000

225153 社会科学系 オーケストラ指揮者の多元的知性研究 毎日新聞社 北海道支社 広告部長 宇田川  耕一 宇田川  耕一 和 Ａ５判 224
株式会社  大学教育
出版

900,000

225154 社会科学系 小売構造変化 東洋大学 経営学部 准教授 峰尾  美也子 峰尾  美也子 和 Ａ５ 268 ㈱千倉書房 1,300,000
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225155 社会科学系 プラットフォーム戦略 県立広島大学 経営情報学部 教授 小見  志郎 小見  志郎 和 Ａ５ 224 ㈱白桃書房 700,000

225156 社会科学系 三井家大元方の勘定百六十余年 神奈川大学 経済学部 教授 西川  登 西川  登 和 Ａ５ 224 ㈱白桃書房 1,000,000

225157 社会科学系 地域マーケティング論：地域経営の新地平 岡山大学
大学院社会文化科学
研究科

准教授 矢吹  雄平 矢吹  雄平 和 Ａ５ 264 ㈱有斐閣 900,000

225158 社会科学系 沖縄〈復帰〉の構造 日本女子大学 人間社会学部 学術研究員 高橋  順子 高橋  順子 和 Ａ５ 320 ㈱昭和堂 1,100,000

225159 社会科学系 国際移動時代の国際結婚 名城大学 法学部 非常勤講師 賽漢卓娜 賽漢卓娜 和 Ａ５ 216 明石書店 1,300,000

225160 社会科学系 「ボランティア」の誕生と終焉 法政大学 社会学部 専任講師 仁平  典宏 仁平  典宏 和 Ａ５ 512
（財）名古屋大学出版
会

2,700,000

225161 社会科学系
パートナーシップと家族形成―世代とジェンダーに関する国
際比較研究―

青山学院大学 社会情報学部 教授 福田  亘孝 福田  亘孝 和 Ａ５ 268
農林統計出版株式会
社

1,100,000

225162 社会科学系 在日韓国・朝鮮人の親密圏 立教大学 社会学部 兼任講師 橋本  みゆき 橋本  みゆき 和 ４６ 288 ㈱社会評論社 700,000

225163 社会科学系 大正期における新中間層主婦の時間意織の形成 茨城大学 教育学部 准教授 佐藤  裕紀子 佐藤  裕紀子 和 Ａ５ 288 ㈱風間書房 1,200,000

225164 社会科学系 要保護的法主体像の理論構築 東北福祉大学 総合マネジメント学部 准教授 菅原  好秀 菅原  好秀 和 Ａ５ 320 ㈱南窓社 1,300,000

225165 社会科学系 現代中国の家政サービス お茶の水女子大学
ジェンダー研究セン
ター

研究機関研究員 大橋  史恵 大橋  史恵 和 Ａ５ 312 明石書店 1,600,000

225166 社会科学系 現代インドの環境思想と環境運動 京都大学 東南アジア研究所 研究員 石坂  晋哉 石坂  晋哉 和 Ａ５ 276 ㈱昭和堂 1,000,000

225167 社会科学系 近代日本における女同士の親密な関係 京都大学大学院 文学研究科 助教 赤枝  香奈子 赤枝  香奈子 和 Ａ５ 240 ㈱角川学芸出版 800,000
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225168 社会科学系 医師と回転器 大阪大学 人間科学研究科 准教授 山中  浩司 山中  浩司 和 Ａ５ 320 ㈱昭和堂 1,200,000

225169 社会科学系 農村―都市移動と家族変動の歴史社会学 立命館大学 特別研究員（ＰＤ） 奥井  亜紗子 奥井  亜紗子 和 Ａ５ 440 ㈱晃洋書房 1,700,000

225170 社会科学系 バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発 関東学院大学 人間環境学部 教授 鈴木  弥生 鈴木  弥生 和 Ａ５ 240 ㈱明石書店 1,200,000

225171 社会科学系 小学生に対する抑うつ低減プログラムの開発 早稲田大学 人間科学学術院
日本学術振興会特別
研究員（ＰＤ）

小関  俊祐 小関  俊祐 和 Ａ５ 176 ㈱風間書房 800,000

225172 社会科学系 自己制御における意識と非意識の役割 東洋大学 社会学部
日本学術振興会特別
研究員ＰＤ

及川  昌典 及川  昌典 和 Ａ５ 176 ㈱風間書房 800,000

225173 社会科学系 国際結婚の家族心理学―日米夫婦の場合― 東京都市大学 環境情報学部 准教授
東京都市大学  環境
情報学部  准教授  矢
吹理恵

矢吹  理恵 和 Ａ５ 240 ㈱風間書房 1,100,000

225174 社会科学系 私はなぜ私なのか―自我体験の発達心理学― 東海学園大学 人文学部 講師 天谷  祐子 天谷  祐子 和 Ａ５ 184 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

225175 社会科学系 幼児の音韻的短期記憶に関する研究
ノートルダム清心女子
大学

人間生活学部 講師 湯澤  美紀 湯澤  美紀 和 Ａ５ 144 ㈱風間書房 700,000

225176 社会科学系
生涯発達における死の意味づけと宗教―ナラティヴ死生学
に向けて

国立精神・神経セン
ター  精神保健研究所

精神保健計画部 協力研究員

国立精神・神経セン
ター  精神保健研究所
精神保健計画部  川
島  大輔

川島  大輔 和 Ａ５ 200 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

225177 社会科学系 ブラジル人生徒と日本人教員の異文化間コミュニケーション 静岡県立大学 国際関係学部 教授 西田  ひろ子
西田  ひろ子（著作権
者は１人）

和 Ａ５ 208 ㈱風間書房 800,000

225178 社会科学系 意図的抑止による忘却機構 樟蔭東女子短期大学 生活学科 講師 堀田  千絵 堀田  千絵 和 Ａ５ 184 ㈱風間書房 800,000

225179 社会科学系 脊髄損傷者の語りと心理臨床的援助 安田女子大学 文学部  心理学科 講師 小嶋  由香 小嶋  由香 和 Ａ５ 120 ㈱ナカニシヤ出版 700,000

225180 社会科学系
強迫症状にいたる心理的メカニズム―多母集団同時分析
による日中青年の比較を通して

東京大学 教育学研究科 研究員 李  暁茹 李  暁茹 和 Ａ５ 208
株式会社  ミネルヴァ
書房

900,000
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225181 社会科学系 議論能力の熟達化プロセスに基づいた指導法の提案 福岡工業大学 工学部 助教 中野  美香 中野  美香 和 Ａ５ 198 ㈱ナカニシヤ出版 1,000,000

225182 社会科学系 気分と認知―制限時間による情報処理過程の検討― 東海学院大学 人間関係学部 助教 野田  理世 野田  理世 和 Ａ５ 128 ㈱ナカニシヤ出版 800,000

225183 社会科学系 人間とは何か―チンパンジー研究から見えてきたもの― 京都大学 霊長類研究所 教授 松沢  哲郎 松沢  哲郎 和 Ｂ５ 288 ㈱岩波書店 900,000

225184 社会科学系 生活分析カウセリング法の開発に関する研究 東京福祉大学 心理学部 教授 松原  達哉 松原  達哉 和 Ａ５ 264 ㈱風間書房 1,100,000

225185 社会科学系 演劇俳優の熟達化に関する認知心理学的研究 九州国際大学 法学部 准教授 安藤（河合）  花恵 安藤  花恵 和 Ａ５ 208 ㈱風間書房 1,000,000

225186 社会科学系 大学生における自我漏洩感の心理学的研究 大阪大学
大学院人間科学研究
科

講師 佐々木  淳 佐々木  淳 和 Ａ５ 144 ㈱風間書房 700,000

225187 社会科学系 価値割引の心理学 大阪市立大学 大学院文学研究科 准教授 佐伯  大輔 佐伯  大輔 和 Ａ５ 360 ㈱昭和堂 1,500,000

225188 社会科学系 宗教性の発達心理学 東京大学
大学院総合文化研究
科

助教 松島  公望 松島  公望 和 Ａ５ 224 ㈱ナカニシヤ出版 1,100,000

225189 社会科学系
Ａｎ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ  ｏｆ  ＣｌｉｎｉｃａｌＰｓｙｃｈｏｌｏ
ｇｙ  ｉｎ  Ｐｒａｃｔｉｃｅ

東京大学 大学院教育学研究科 教授 下山  晴彦
下山  晴彦（著作権者
は１人）

欧 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,000,000

225190 社会科学系
ディブリーフィング・ワークの研究―看護学生の臨地実習に
おけるディブリーフィング・ワークの心理教育的意義―

神戸山手大学 現代社会学部 准教授 中島  暢美 中島  暢美 和 四六 144 ㈱行路社 500,000

225191 社会科学系 社会―文化的環境における子どもの語彙穫得 島根大学 法文学部 教授 村瀬  俊樹 村瀬  俊樹 和 Ａ５ 216
株式会社ナカニシヤ
出版

1,100,000

225192 社会科学系 思考抑制の３要素モデル 帝京大学 文学部 専任講師 及川  晴 及川  晴 和 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,000,000

225193 社会科学系 現代中国における教員評価政策に関する研究 株式会社アイライン 総合営業部 中国事業責任者 劉  占富 劉  占富 和 Ａ５ 570 有限会社時潮社 1,600,000

15 / 22 ページ



（単位：円）

氏名
発行所 配分予定額

平成２２年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）採択課題一覧
＜ 学術図書 ＞

分野
申請
番号

刊行物名
申請者

所属・職名
著者・編者 欧・和 判型 ページ数

225194 社会科学系 明治国家と地域教育―府県管理中学校の研究― 大東文化大学 文学部 教授 荒井  明夫 荒井  明夫 和 Ａ５ 448 ㈱吉川弘文館 1,800,000

225195 社会科学系 ジョン・デューイの経験主義哲学における思考論 早稲田大学
教育・総合科学学術
院

教授 藤井  千春 藤井  千春 和 Ａ５ 432 株式会社  風間書房 1,800,000

225196 社会科学系
近代日本における読書と社会教育―図書館を中心とした教
育活動の成立と展開―

慶應義塾大学 文学部 助教 山梨  あや 山梨  あや 和 Ａ５ 368 （財）法政大学出版局 1,500,000

225197 社会科学系 イタリア学習社会の歴史像 法政大学 キャリアデザイン学部 教授 佐藤  一子 佐藤  一子 和 Ａ５ 416
財団法人  東京大学
出版会

2,800,000

225198 社会科学系 中国系ニューカマー高校生の異文化適応 法政大学 外国人特別研究員 趙  衛国 趙  衛国 和 Ａ５ 330 ㈱御茶の水書房 1,400,000

225199 社会科学系 Ｊ．Ｈ．カンペ教育思想の研究 広島大学 大学院教育学研究科 准教授 山内  規嗣 山内  規嗣 和 Ａ５ 304 ㈱ミネルヴァ書房 1,200,000

225200 社会科学系 アメリカ合衆国技術教育教員養成実践史論 東京学芸大学 教育学部 教授 田中  喜美 田中  喜美 和 Ａ５ 304 ㈱学文社 1,000,000

225201 社会科学系 社会教育における人権教育の研究
福岡県立大学・大学
院

人間社会学部 教授 森山  沾一 森山  沾一 和 Ａ５ 288 ㈱明石書店 1,400,000

225202 社会科学系 近代日本地方教育行政制度の形成過程 お茶の水女子大学
人間発達教育研究セ
ンター

特任アソシエイトフェ
ロー

河田  敦子 河田  敦子 和 Ａ５ 368 ㈱風間書房 1,500,000

225203 社会科学系 現代米国の教員団体と教育労働法制改革 中央学院大学 商学部 専任講師 高橋  哲 高橋  哲 和 Ａ５ 288 ㈱風間書房 1,200,000

225204 社会科学系 現代アメリカにおける学力形成論の展開
神戸松蔭女子学院大
学

人間科学部 講師 石井  英真 石井  英真 和 Ａ５ 352 ㈱東信堂 1,200,000

225205 社会科学系
演劇教育の理論と実践の研究―自由ヴァルドルフ学校の
演劇教育―

京都教育大学 非常勤講師 広瀬  綾子 広瀬  綾子 和 Ａ５ 320 ㈱東信堂 1,000,000

225206 社会科学系 教育学におけるニーチェ受容史に関する研究 九州産業大学 国際文化学部 准教授 松原  岳行 松原  岳行 和 Ａ５ 304 ㈱風間書房 1,400,000

16 / 22 ページ



（単位：円）

氏名
発行所 配分予定額

平成２２年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）採択課題一覧
＜ 学術図書 ＞

分野
申請
番号

刊行物名
申請者

所属・職名
著者・編者 欧・和 判型 ページ数

225207 社会科学系 「教育」する共同体 筑波大学
大学院人文社会科学
研究科

助教 河野  明日香 河野  明日香 和 Ａ５ 214 （財）九州大学出版会 1,700,000

225208 社会科学系 近代日本の大学教授職 武蔵野大学 現代社会学部 教授 岩田  弘三 岩田  弘三 和 Ａ５ 304 玉川大学出版部 1,400,000

225209 社会科学系 「国語」教育の思想 日本女子大学
人間社会学部  教育
学科

助教 渡辺  哲男 渡辺  哲男 和 Ａ５ 352 ㈱勁草書房 1,300,000

225210 社会科学系 話しことば教育の実践に関する研究 聖徳大学 児童学部 准教授 有働  玲子 有働  玲子 和 Ａ５ 672 ㈱風間書房 2,800,000

225211 社会科学系
健康教育教科「保健科」成立の政策形成―均質的健康空
間の確立―

埼玉大学 教育学部 准教授 七木田  文彦 七木田  文彦 和 Ａ５ 312 ㈱学術出版会 800,000

225212 社会科学系 技術科教育における技能の形成と支援 埼玉大学 教育学部 教授 山本  利一 山本  利一 和 Ａ５ 212 開隆堂出版株式会社 800,000

225213 社会科学系 現代アメリカ初等歴史学習論研究 鹿児島大学 教育学部 講師 田口  紘子 田口  紘子 和 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,000,000

225214 社会科学系 子どもの規範意識の育成と道徳教育 広島市教育委員会
学校教育部  指導第
二課

指導主事 森川  敦子 森川  敦子 和 Ａ５ 170 株式会社  溪水社 700,000

225215 社会科学系 現代アメリカ初等法関連教育授業構成論研究
広島文化学園短期大
学

コミュニティ生活学科 准教授 二階堂  年惠 二階堂  年惠 和 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,100,000

225216 社会科学系 教育文法的観点による日本人英語学習者への冠詞指導 山口大学 教育学部 教授 高橋  俊章 高橋  俊章 和 Ａ５ 186 株式会社渓水社 900,000

225217 社会科学系 算数教育における数学的理解の過程モデルの研究 広島大学 大学院教育学研究科 教授 小山  正孝 小山  正孝 和 Ａ５ 576 ㈱聖文新社 900,000

225218 社会科学系 多文化教育とハワイの異文化理解学習 東京学芸大学 教育学部 准教授 川﨑  誠司 川﨑  誠司 和 Ａ５ 232 ㈱明石書店 1,300,000

225219 社会科学系 食文化の継承意識に影饗する家族関係 お茶の水女子大学
大学院人間文化創成
科学研究科

研究院研究員 塩谷  幸子 塩谷  幸子 和 Ａ５ 256 株式会社  風間書房 1,300,000

17 / 22 ページ



（単位：円）

氏名
発行所 配分予定額

平成２２年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）採択課題一覧
＜ 学術図書 ＞

分野
申請
番号

刊行物名
申請者

所属・職名
著者・編者 欧・和 判型 ページ数

225220 社会科学系 話す・聞く能力育成に関する国語科学習指導の研究 福岡教育大学大学院 教育学研究科 准教授 若木  常佳 若木  常佳 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,500,000

225221 社会科学系 現代アメリカ社会科の展開と構造 兵庫教育大学
連合学校教育学研究
科

研究員 田中  伸 田中  伸 和 Ａ５ 320 ㈱風間書房 1,400,000

225222 社会科学系
教育の共同性を拓く教育的対話に関する臨床教育学的研
究

寝屋川市立第五小学
校

生徒指導部 生徒指導主事 安井  勝 安井  勝 和 Ａ５ 144 ㈱風間書房 600,000

225223 社会科学系 文芸・「国語」読本  教養実践の軌跡 広島経済大学 経済学部 准教授 武藤  清吾 武藤  清吾 和 Ａ５ 660 ㈱渓水社 1,900,000

225224 社会科学系
開かれた科学的社会認識形成をめざす歴史教育内容編成
論の研究

岡山大学 大学院教育学研究科 准教授 山田  秀和 山田  秀和 和 Ａ５ 288 ㈱風間書房 1,200,000

225225 社会科学系 不登校への行動論的包括支援アプローチの構築 宮崎大学 大学院教育学研究科 教授 小野  昌彦 小野  昌彦 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,500,000

226002 社会科学系
Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｅｃｏｎｏｍｉｃ  Ｔｈｏｕｇｈｔ  ａｎｄ  Ｇｅｒｍａｎ  Ｎａｔｉｏ
ｎａｌ  Ｓｏｃｉａｌｉｓｍ  ｂｅｆｏｒｅ  ａｎｄ  ｄｕｒｉｎｇ  ＷｏｒｌｄＷａｒ  Ⅱ

首都大学東京 都市教養学部 名誉教授 柳澤  治 柳澤  治 欧 Ａ５ 216 ㈱日本経済評論社 3,100,000

226003 社会科学系
Ｏｒｄｉｎａｒｙ  Ｃｉｔｉｚｅｎｓ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ：Ａ  Ｇｅｎｅａｌｏｇｙ  ｏｆ  Ｓｅｉｋ
ａｔｓｕｓｈａ

東京家政学院大学 学長 天野  正子 天野  正子 欧
２１５×１
３８ｍｍ

250
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓ
ｓ

2,700,000

226004 社会科学系 Ｔｈｅ  Ｏｒｉｇｉｎｓ  ｏｆ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｉｓｍ 天野  郁夫 天野  郁夫 欧
２１５×１
３８ｍｍ

270
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓ
ｓ

2,900,000

216002 理工系 Ｖｏｌｃａｎｉｃ  Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅｓ  ａｎｄ  Ｔｒｅｍｏｒ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ 京都大学 防災研究所 准教授 井口  正人 井口  正人 欧 Ｂ５ 256
有限責任中間法人京
都大学学術出版会

1,600,000

216003 理工系
フランク・ロイド・ライトの建築遺産  Ｆｒａｎｋ  Ｌｌｏｙｄ  Ｗｒｉｇｈｔ´
ｓ  Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌ  Ｈｅｒｉｔａｇｅ

香川大学 工学部 教授 岡野  眞 岡野  眞 欧 Ａ５ 180
ふくろう出版  友野印
刷㈱

1,000,000

225226 理工系
太陽活動と地球環境への影響  Ｓｏｌａｒ  Ａｃｔｉｖｉｔｙ  ａｎｄ  Ｅｆｆｅ
ｃｔｓ  ｏｎ  ｔｈｅ  Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ  Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

京都大学 大学院理学研究科 教授 柴田  一成 柴田  一成 和 菊 408
一般社団法人京都大
学学術出版会

3,100,000

225227 理工系 普及に向けた電気自動車製作技術 大阪市立大学 大学院工学研究科 教授 南  繁行 南  繁行 和 Ａ５ 226 ㈱ユニオンサービス 900,000
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225228 理工系
建築指図の修補技法に関する研究  ―島原市本光寺蔵
深溝松平藩の指図を事例として―  （近世建築指図の総合
的研究  第３巻）

宮城学院女子大学 学芸学部 教授
宮城学院女子大学
教授  後藤  久太郎

後藤  久太郎 和 Ａ４ 446 ㈱中央公論美術出版 2,400,000

225229 理工系 棟持柱祖形論 信州大学 工学部 教授 土本  俊和 土本  俊和 和 Ａ４ 390 ㈱中央公論美術出版 2,000,000

225230 理工系 村野藤吾の建築―昭和・戦前 武蔵野美術大学 造形学部 名誉教授 長谷川  堯 長谷川  堯 和 Ａ５ 808 鹿島出版会 3,700,000

225231 理工系 建築家・松村正恒ともうひとつのモダニズム 神戸芸術工科大学 デザイン学部 教授 花田  佳明 花田  佳明 和 Ａ５ 636 ㈱鹿島出版会 2,700,000

225232 理工系 郊外の衰退と再生 立命館大学 政策科学部 准教授 吉田  友彦 吉田  友彦 和 Ａ５ 160 ㈱晃洋書房 900,000

226005 理工系
日本の空間システム～神社の参道空間～Ｔｈｅ  ｓｐａｔｉａｌ  ｓｙ
ｓｔｅｍ  ｉｎＪａｐａｎ－Ｔｈｅ  Ｓａｎｄｏ，ａｎ  ａｐｐｒｏａｃｈ  ｔｏ  Ｊｉｎｎｊ
ａ－

香川大学 工学部 教授 岡野  眞 岡野  眞 その他 Ａ５ 78 ㈱美巧社 400,000

226006 理工系 Ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ  Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ  Ｓｙｓｔｅｍｓ
独立行政法人  産業
技術総合研究所

知能システム研究部
門

主任研究員 黒河  治久 黒河  治久 欧 Ｂ５ 240 Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ 4,200,000

216004 生物系 Ｍａｎｕａｌ  ｆｏｒ  Ｏｒａｌ  Ｃａｒｅ 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目長門 夏目長門 欧 Ａ４ 250 ㈱ネオ・メディク 4,500,000

225233 生物系
Ｃｏｒａｌ  Ｒｅｅｆ  Ｓｔｒｅｓｓｅｓ：Ｈｏｗ  ｃａｎ  ｗｅ  ｍａｉｎｔａｉｎｔｈｅｉｒ
ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ  ｓｅｒｖｉｃｅｓ？

琉球大学 理学部 教授 土屋  誠 土屋  誠 欧 Ａ５ 240 東海大学出版会 2,400,000

225234 生物系 近代における地域漁業の形成と展開 長崎大学 水産学部 教授 片岡  千賀之 片岡  千賀之 和 Ａ５ 336 （財）九州大学出版会 1,700,000

225235 生物系 消費者直売型農業・農産物流通の国際比較 千葉大学 園芸学研究科 准教授 櫻井  清一 櫻井  清一 和 Ａ５ 224
農林統計出版株式会
社

1,100,000

225236 生物系 Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  ｆｏｒ  Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ  ａｎｄ  Ａｑｕａｔｉｃ  Ｂｉｏｌｏｇｙ 東京大学
大学院農学生命科学
研究科

教授 黒倉  寿 黒倉  寿 欧 菊判 448 （有）  テラパブ 1,500,000

225237 生物系 スンクスの生物学
藤田保健衛生大学短
期大学

名誉教授 磯村  源蔵 磯村  源蔵 和 Ｂ５ 500 ㈱学会出版センター 2,600,000
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225238 生物系
Ｈａｒａｐａｎ  ｔｕｍｂｕｈ  Ｋｅｎｂａｎｇ  Ｙａｎｇ  ｓｅｍｐｕｒｎａ  ｕｎｔｕ
ｋ  ａｎａｋ  ｐｅｎｄｅｒｉｔａ  ｃｅｌａｈ  ｂｉｂｉｒ  ｄａｎ  ｌａｎｇｉｔ２

愛知学院大学 歯学部 教授 夏目  長門 夏目  長門 その他 Ａ４ 160 ㈱ネオ・メディク 5,200,000

225239 生物系 加速度外乱に対する高齢者の立位姿勢保持能力 神戸大学
人間発達環境学研究
科

教授 岡田  修一 岡田  修一 和 Ａ５ 208 ㈱学文社 800,000

225240 生物系 死を看取り続ける看護師の悲嘆過程
香川県立保健医療大
学

保健医療学部 准教授 近藤  真紀子 近藤  真紀子 和 Ａ５ 248 ㈱風間書房 1,100,000

225241 生物系

Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ  ａｎａｌｙｓｅｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ  ｄｙｎａｍｉｃｓ
ｏｆ  Ｃｕｌｅｘ  ｔｒｉｔａｅｎｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ  ａｎｄ  Ａｎｏｐｈｅｌｅｓ  ｓｉｎｅｎ
ｓｉｓ，ａｎｄ  ｓｅｒｏｌｏｇｉｃａｌ  ｓｕｒｖｅｙ  ｏｆ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  ｅｎｃｅｐｈａ
ｌｉｔｉｓ  ｖｉｒｕｓ  ａｍｏｎｇ  ｓｗｉｎｅ  ｉｎ  Ｔｏｙａｍａ  Ｐｒｅｆｅｃｔｕ

富山県衛生研究所 ウイルス部 部長 滝澤  剛則
滝澤  剛則  小原  真
弓  山内  健生  渡辺
護

欧 Ａ４ 160 ㈱スカラファクトリー 1,400,000

225242 生物系 小さく生まれた赤ちゃんのこころの発達ケアと育児
聖隷クリストファー大
学

リハビリテーション学
部

教授 大城  昌平 大城  昌平 和 Ａ５ 152 ㈱大学教育出版 600,000

226007 生物系 国際介護保険用語辞典―介護保険の国際化― 県立広島大学 保健福祉学部 教授 住居  広士 住居  広士 その他 Ａ５ 336 ㈱大学教育出版 1,600,000

216005 社会科学系 生物系
Health Inequalities in Japan : An Empirical Study of the
Elderly

日本福祉大学 コミュニティ福祉学部 教授 近藤  克則 近藤  克則 欧 Ａ４ 208 ㈱三恵社 1,000,000

216006 理工系 生物系
Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ  Ｒｏｂｏｔｓ  －Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ  ａｎｄ  Ｐｒａｃｔｉｃｅ
－

京都大学 農学研究科 教授 近藤  直 近藤  直 欧 Ｂ５変型 240
有限責任中間法人
京都大学学術出版会

2,300,000

225243 人文科学系 社会科学系 現代イランの農村都市 （財）東洋文庫 研究部 研究員 鈴木  均 鈴木  均 和 Ａ５ 344 ㈱明石書店 1,700,000

225244 人文科学系 理工系 台湾ヤミの住まいの建築論 大阪産業大学 工学部 講師 足立  崇 足立  崇 和 Ａ５ 312 ㈱中央公論美術出版 1,000,000

225245 人文科学系 社会科学系 理工系 都市を生きる人々 埼玉大学 経済学部 専任講師 遠藤  環 遠藤  環 和 菊 356
一般社団法人  京都
大学学術出版会

2,000,000

225246 社会科学系 生物系 中年期がん患者の心理社会的支援の可能性 首都大学東京 健康福祉学部 准教授 福井  里美 福井  里美 和 Ａ５ 216 ㈱風間書房 1,100,000

225247 人文科学系 理工系 京都御所造営録  造内裏御指図御用記  二 宮内庁 書陵部編修課 編修調査官 詫間  直樹 詫間  直樹 和 Ｂ５ 396 ㈱中央公論美術出版 1,300,000
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225248 人文科学系 社会科学系 日本国憲法制定の系譜Ⅳ 世界人権研究所 所長 原  秀成 原  秀成 和 Ａ５ 1,088 ㈱日本評論社 2,900,000

225249 人文科学系 社会科学系 現代サウディアラビアのジェンダーと権力 神戸大学 国際協力研究科 特別研究員（ＰＤ） 辻上  奈美江 辻上  奈美江 和 Ａ５ 376 ㈱明石書店 1,900,000

225250 人文科学系 理工系 東アジア都城の比較研究 山口大学 人文学部 教授 橋本  義則 橋本  義則 和 Ｂ５ 324
一般社団法人  京都
大学学術出版会

2,700,000

225251 人文科学系 生物系 前頭葉性認知障害をもつ人の談話分析 姫路獨協大学 医療保健学部 准教授 濱村  真理 濱村  真理 和 Ａ５ 384 大阪大学出版会 1,700,000

225252 人文科学系 社会科学系 現代ビルマにおける宗教的実践とジェンダー 国立民族学博物館 外来研究員 飯國  有佳子 飯國  有佳子 和 Ａ５ 336 ㈱風響社 1,300,000

225253 人文科学系 生物系 アフリカ地域研究と農村開発 京都大学
大学院アジア・アフリ
カ地域研究研究科

准教授 伊谷  樹一 伊谷  樹一 和 Ａ５ 480
一般社団法人京都大
学学術出版会

2,300,000

225254 人文科学系 生物系 Ｒａｃｉａｌ  Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ  ｉｎ  Ａｓｉａ 京都大学 人文科学研究所 教授 竹沢  泰子 竹沢  泰子 欧 Ｂ５変 272
一般社団法人  京都
大学学術出版会

2,800,000

225255 人文科学系 社会科学系 理工系 ＢＡＮＧＳＡ  ＡＮＤ  ＵＭＭＡ 京都大学
地域研究統合情報セ
ンター

准教授賞 山本  博之 山本  博之 欧 Ｂ５変 240
一般社団法人京都大
学学術出版会

2,800,000

225256 人文科学系 社会科学系
越境を生きる雲南系ムスリム―北タイにおける共生とネット
ワーク

京都大学
地域研究統合情報セ
ンター

特別研究員（ＲＰＤ） 王（神田）  柳蘭 王（神田）  柳蘭 和 Ａ５ 400 ㈱昭和堂 1,300,000

225257 人文科学系 社会科学系
Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ  Ｎａｔｉｏｎ－Ｍａｋｅｒｓ：  Ｔｒａｎｓｎａｔｉｏｎａｌ  Ｆｌｏｗｓ  ａ
ｎｄ  Ｍｏｖｅｍｅｎｔｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｍａｋｉｎｇ  ｏｆ  Ｍｏｄｅｒｎ  Ｓｏｕｔｈ
ｅａｓｔ  Ａｓｉａ

京都大学 東南アジア研究所 准教授 ＨＡＵ  Ｃａｒｏｌｉｎｅ  Ｓｙ ＨＡＵ  Ｃａｒｏｌｉｎｅ  Ｓｙ 欧 Ｂ５変形 256
一般社団法人京都大
学学術出版会

3,400,000

225258 人文科学系 社会科学系 生物系 カンボジア村落世界の再生 京都大学 東南アジア研究所 助教 小林  知 小林  知 和 菊 456
一般社団法人京都大
学学術出版会

2,300,000

225259 人文科学系 社会科学系 生物系 東ドイツ農村の社会史 京都大学 農学研究科 准教授 足立  芳宏 足立  芳宏 和 Ａ５ 448
一般社団法人京都大
学学術出版会

2,000,000

225260 人文科学系 社会科学系 ベルギーの言語政策  方言と公用語 東京外国語大学
世界言語社会教育セ
ンター

グローバルＣＯＥ研究
員

石部  尚登 石部  尚登 和 Ａ５ 400 大阪大学出版会 1,700,000
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225261 人文科学系 社会科学系 フロイトという症例 名古屋大学 文学研究科 准教授 中村  靖子 中村  靖子 和 四六 352 ㈱松籟社 1,300,000

225262 社会科学系 理工系 生物系 シックハウス症候群を防ぐには 東北大学 大学院工学研究科 教授
シックハウス防止対策
研究会  委員長  吉野
博

吉野  博 和 Ａ５ 240 東北大学出版会 900,000

225263 人文科学系 理工系 関流和算書大成―関算四伝書―第三期 東京大学
大学院数理科学研究
科

教授
東アジア数学史研究
会  代表  岡本和夫

岡本和夫  川原秀城
佐藤賢一  渡辺純成

和 Ａ４ 1,792 勉誠出版㈱ 6,300,000

226008 人文科学系 社会科学系
Ｊａｐａｎ－Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ  Ｔｒａｄｅ  ａｎｄ  Ｔｈｅ  Ｄｕｔｃｈ  Ｅａｓｔ
Ｉｎｄｉａ  Ｃｏｍｐａｎｙ，１６００－１８００

花園大学 文学部 教授 鈴木  康子 鈴木  康子 欧 Ｂ５変 368
一般社団法人  京都
大学学術出版会

5,100,000

226009 人文科学系 社会科学系 Ｃａｐｉｔａｌ  Ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ  ｉｎ  Ｅａｓｔ  Ａｓｉａ 京都大学 人文科学研究所 教授 冨谷  至 冨谷  至 欧 Ｂ５変型 528
一般社団法人京都大
学学術出版会

6,800,000

２７８課題 472,300,000合計
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