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縣　拓充 ｱｶﾞﾀ ﾀｸﾐﾂ 教科教育学
アート・コミュニケーションを促進
する教育・支援プログラムの開発
とその効果の検討

千葉大学
教育学・准教授・神野
真吾

明地　洋典 ｱｹﾁ ﾋﾛﾉﾘ 特別支援教育
自閉症の発症メカニズムの解明
と言語学習支援システムの構築

東京電機大学
理工学・教授・小林
春美

明松　祐司 ｱｹﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 応用経済学
公共政策・プロジェクトの評価手
法および分析に関する研究：遠隔
医療の経済効果の分析

大阪大学
経済学・教授・福重
元嗣

浅田　晃佑 ｱｻﾀﾞ ｺｳｽｹ 教育心理学
コミュニケーションの発達と障害
のメカニズムの解明

同志社大学
心理学・教授・小西
行郎

朝田　佳尚 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 社会学
コミュニティの監視化と自生的な
規範の生成に関する社会学的研
究

京都大学
高等教育研究開発推
進センター・教授・吉
田　純

浅野　倫子 ｱｻﾉ ﾐﾁｺ 実験心理学
迅速な読みを可能にする非言語
的視覚処理の研究

慶應義塾大学
環境情報（学）・教授・
今井　むつみ

石塚　誠之 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ 特別支援教育
認知課題による算数困難児の早
期発見スクリーニング法の開発に
関する研究

北海道教育大学
教育学・准教授・大久
保　賢一

井出　草平 ｲﾃﾞ ｿｳﾍｲ 社会学
ひきこもり現象の量的調査研究と
原因理解-現代日本における逸
脱論の新展開を目指して

大阪大学
保健センター・教授・
井上　洋一

伊藤　克彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 基礎法学
実践的推論と法的個別主義の研
究

京都大学 法学・教授・亀本　洋

伊藤　朋子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 教育心理学
確率推論様式の認知発達-認知
発達的観点に基づくバイアス出現
メカニズムの解明-

早稲田大学
教育・総合科学・教
授・椎名　乾平

伊藤（小原）
優貴

ｲﾄｳ（ｵﾊﾗ） ﾕ
ｳｷ

教育社会学
インドの教育制度における『影の
制度』に関する研究-無認可学校
の機能と役割の検討

早稲田大学
国際学・教授・黒田
一雄

狗巻　修司 ｲﾇﾏｷ ｼﾕｳｼﾞ 特別支援教育
自閉症幼児の『他者の意図』理解
の発達プロセスと障害特性に関
する研究

神戸大学
発達科学・教授・木下
孝司

今井　就稔 ｲﾏｲ ﾅﾙﾐ 経済史
日中戦争期中国資本家の研究-
経済構造の変容と対日関係の模
索-

（財）東洋文庫 研究員・久保　亨

岩坂　将充 ｲﾜｻｶ ﾏｻﾐﾁ 政治学
トルコにおける法の支配と軍：
クーデタ時の憲法裁判所と正統
性の役割を中心に

東京外国語大学
総合国際学・教授・新
井　政美
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上杉　奈々 ｳｴｽｷﾞ ﾅﾅ 新領域法学
医療安全に向けた医療事故判例
における結果回避可能性の分
析：医療と法の協働への挑戦

明治大学
法務（学）・教授・鈴木
利廣

植田　剛史 ｳｴﾀﾞ ﾀｹﾌﾐ 社会学
都市計画家の専門性の構造的基
盤と再帰的生成：専門主義と民主
主義の二項対立をこえて

慶應義塾大学
総合政策（学）・教授・
大江　守之

上野　彩 ｳｴﾉ ｱﾔ 認知科学
エピソード記憶の「再活性化の仮
説」に関する検討-認知神経科学
的アプローチ-

東北大学
生命科学・教授・飯島
敏夫

魚野　翔太 ｳｵﾉ ｼﾖｳﾀ 実験心理学
広汎性発達障害における自動的
な共同注意機能障害の心理・神
経メカニズムの解明

京都大学
医学（系）・教授・十一
元三

牛島　光一 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 経済統計学
発展途上国における健康と教育
水準のミクロ計量分析

東京大学
経済学・准教授・澤田
康幸

梅田　道生 ｳﾒﾀﾞ ﾐﾁｵ 政治学
選挙制度改革による経済投票の
変化に関する比較研究

東京大学
法学政治学・教授・谷
口　将紀

遠藤（水落）
智美

ｴﾝﾄﾞｳ（ﾐｽﾞｵ
ﾁ） ﾄﾓﾐ

認知科学
母語音声獲得に伴う日本人乳児
の脳内音声処理機構の発達

独立行政法人理
化学研究所

チームリーダー・馬塚
れい子

大隅　尚広 ｵｵｽﾐ ﾀｶﾋﾛ
融合社会脳科
学

サイコパシーによって失われる道
徳観の脳神経メカニズムとその価
値の解明

慶應義塾大学
文学・准教授・梅田
聡

大薗　博記 ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 社会心理学
信頼関係の構築における言語お
よび非言語情報の役割

早稲田大学
政治経済学・准教授・
清水　和巳

大橋　裕太郎 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 教育工学
「コミュニティベースアプローチに
よるメディア教育」に関する日芬
比較研究

慶應義塾大学
環境情報（学）・教授・
加藤　文俊

小久見　祥恵 ｵｸﾞﾐ ﾖｼｴ 基礎法学
リベラルな法理論におけるジェン
ダー平等の可能性と限界

京都大学
法学・教授・服部　高
宏

尾玉　剛士 ｵﾀﾞﾏ ﾀｶｱｷ 政治学
ポスト新自由主義の福祉国家研
究--国家の役割の再検討

東京大学
人文社会（系）・教授・
武川　正吾

甲斐　久子 ｶｲ ﾋｻｺ 経済政策
途上国における貧困削減（所得
格差縮小）について

京都大学
農学（系）・教授・福井
清一

加藤　陽 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 国際法学
国連憲章第103条の法構造--国
際憲法論の観点から--

大阪大学
国際公共政策・教授・
真山　全
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河地（鈴木）
結花

ｶﾜﾁ（ｽｽﾞｷ）
ﾕｲｶ

認知科学
表面の質感知覚および感性評価
における触聴覚情報処理メカニズ
ムの解明

東北大学
医工学・教授・田中
真美

北　洋輔 ｷﾀ ﾖｳｽｹ
融合社会脳科
学

日常的空間における個体間同期
作用の解明と社会性連関モデル
の教育支援への展開

独立行政法人国
立精神・神経医
療研究センター

部長・稲垣　真澄

木下　江美 ｷﾉｼﾀ ｴﾐ 教育学
教師の生活誌による比較教育研
究の枠組み構築にむけて：東西ド
イツを事例に

一橋大学
社会学・教授・中田
康彦

久保　慶明 ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 政治学
日本の地方独自課税をめぐる政
治行政過程に関する実証研究

東京大学
法学政治学・教授・加
藤　淳子

熊川　剛久 ｸﾏｶﾜ ﾀｹﾋｻ 応用経済学
社会経済制度の設計・評価を下
支えする人間行動モデルの構築

大阪大学
社会経済研究所・教
授・西條　辰義

小林　勇人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 社会福祉学
ワークフェアの実態把握と政策評
価--就労支援・所得保障政策の
再構築に向けて

同志社大学
社会学・教授・埋橋
孝文

澤木　梨沙 ｻﾜｷ ﾘｻ 実験心理学
認知バイアスが妨害情報処理に
及ぼす効果の解明

独立行政法人産
業技術総合研究
所

研究員・熊田　孝恒

柴崎　全弘 ｼﾊﾞｻｷ ﾏｻﾋﾛ 実験心理学
ヒトの不安障害のメカニズム解明
に向けた動物モデルの構築

京都大学
霊長類研究所・教授・
正高　信男

柴田　理瑛 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾁｱｷ 認知科学
視覚的アウェアネスの持続と抑制
を変調する選択的注意の心理物
理・認知神経科学的解明

東北福祉大学
健康科学・教授・松江
克彦

島崎　裕子 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳｺ ジェンダー
人身売買被害者にみる「貧困の
女性化」-カンボジアとラオスの社
会環境比較分析-

立教大学
コミュニティ福祉学・教
授・湯澤　直美

白川　俊介 ｼﾗｶﾜ ｼﾕﾝｽｹ 政治学
ナショナリティを軸とする公正な多
文化共生の世界秩序に関する規
範理論的研究

青山学院大学
国際政治経済学・教
授・押村　高

進矢　正宏 ｼﾝﾔ ﾏｻﾋﾛ スポーツ科学
外部環境に関する事前知識に基
づく歩行中の姿勢制御

東京大学
総合文化・教授・中澤
公孝

菅原　祥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾖｳ 社会学
ポーランドにおける社会主義経験
とモダニティに関する文化社会学
的研究

京都大学
人間・環境学・教授・
高橋　由典

鈴木　真介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ
融合社会脳科
学

社会的意思決定の計算論的モデ
ル確立と脳神経メカニズムの解
明

北海道大学
文学・准教授・高橋
泰城
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鈴木　鉄忠 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾀﾀﾞ 社会学
イタリア・スロベニア・クロアチア
間国境地域の「国際協力と共生」
可能性の質的調査

中央大学
文学・教授・新原　道
信

昔農　英明 ｾｷﾉｳ ﾋﾃﾞｱｷ 社会学
ネオ・リベラリズム時代におけるリ
ベラルな国家の移民・難民政策：
ドイツの事例

一橋大学
社会学・教授・小井土
彰宏

曽根　秀一 ｿﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 経営学
企業の存続と衰退のメカニズム：
老舗建築企業の比較分析を通じ
て

和歌山大学
経済学・教授・吉村
典久

曽野部　崇 ｿﾉﾍﾞ ﾀｶｼ スポーツ科学
糖尿病時の呼吸・循環調節障害
に対する運動トレーニング効果

独立行政法人国
立循環器病研究
センター

部長・白井　幹康

高岸　治人 ﾀｶｷﾞｼ ﾊﾙﾄ 社会心理学
高次の心の理論の発達が利他行
動に与える影響：二次的信念の
理解と評判の表象

東京大学
医学（系）・准教授・金
生　由紀子

高瀬（武居）
幸子

ﾀｶｾ（ﾀｹｲ） ｻ
ﾁｺ

社会福祉学
高齢者の地域支援ネットワークに
関する実証的研究-ソーシャル
ワーク実践の観点から-

日本福祉大学
地域ケア研究推進セ
ンター・客員教授・冷
水　豊

高野　麻子 ﾀｶﾉ ｱｻｺ 社会学
移動する身体の管理-生体認証
技術の需要と受容をめぐって-

東京大学
情報学環・教授・吉見
俊哉

竹内　祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 経済史
20世紀前半期東アジアにおける
交通環境の整備と消費生活の変
容

名古屋大学
経済学・教授・中西
聡

谷口　利律 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾂ 教育社会学
旧仏領西アフリカにおける近代教
育の受容と葛藤-植民遺制と国民
教育樹立の課題

国立教育政策研
究所

総括研究官・斉藤　泰
雄

丹野　貴行 ﾀﾝﾉ ﾀｶﾕｷ 実験心理学
行動ダイナミクスを通したオペラ
ント条件づけの連合学習的理解

関西学院大学
文学・教授・中島　定
彦

寺尾　将彦 ﾃﾗｵ ﾏｻﾋｺ 認知科学
眼球運動による視覚情報の時空
間統合および分離の解明

東京大学
総合文化・准教授・村
上　郁也

戸江　哲理 ﾄｴ ﾃﾂﾘ 社会学
乳幼児をもつ親のコミュニケー
ションからのネットワーク構築プロ
セスの社会学的研究

奈良女子大学
文学・教授・栗岡　幹
英

苫野　一徳 ﾄﾏﾉ ｲﾂﾄｸ 教育学
教育における「個の尊重」の意味
解明-エマソンの教育および政治
思想の接続を軸として

関西学院大学
教育学・教授・宮本
健市郎

長澤（橋本）
由紀

ﾅｶﾞｻﾜ（ﾊｼﾓ
ﾄ） ﾕｷ

応用経済学
外国人及び非正規労働者が労働
市場・企業経営に与える影響に
関する研究

東京大学
社会科学研究所・教
授・大湾　秀雄
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中島　啓 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ 国際法学
国際裁判における証拠法理論の
生成と展開

東京大学
法学政治学・教授・岩
澤　雄司

仲田　康一 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁ 教育学
学校ガバナンスの民主性問題と
教育委員会・理論構築とマルチサ
イトケーススタディ

筑波大学
人間総合科学・准教
授・水本　徳明

新倉　貴仁 ﾆｲｸﾗ ﾀｶﾋﾄ 社会学
近代日本におけるナショナリズム
の観察と記述の問題：構築主義
の批判的検討を通して

東京大学
総合文化・教授・内田
隆三

野内　類 ﾉｳﾁ ﾙｲ 実験心理学
加齢と感情が記憶に及ぼす相互
作用の脳内機序の解明

東北大学
加齢医学研究所・教
授・川島　隆太

長谷川　知子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ
環境影響評価・
環境政策

農林畜産業に由来する温室効果
ガス排出量とその削減ポテンシャ
ルの将来推計

独立行政法人国
立環境研究所

主任研究員・花岡　達
也

林　寛平 ﾊﾔｼ ｶﾝﾍﾟｲ 教育学
スウェーデンの脱集権化改革に
おける学校開発活動の展開

聖心女子大学
文学・教授・澤野　由
紀子

原田　和弘 ﾊﾗﾀﾞ　 ｶｽﾞﾋﾛ 応用健康科学
高齢者に対する筋力トレーニング
の普及を目指したコミュニケー
ション・モデルの構築

早稲田大学
スポーツ科学・教授・
荒尾　孝

東島　仁 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｼﾞﾝ
科学社会学・科
学技術史

日本社会と自閉症にまつわる諸
科学の関係：　産出された知見は
社会に何をもたらすのか

大阪大学
文学・准教授・中村
征樹

兵頭　昌 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾏｻｼ 経済統計学
高次元小標本データにおける判
別手法の提案

東京大学
経済学・教授・久保川
達也

平位　匡 ﾋﾗｲ ﾀﾀﾞｼ 経済政策
人間開発と幸福：人間開発の広
範な概念把握へ向けた幸福の客
観的考察

東京大学
東洋文化研究所・教
授・池本　幸生

平林　ルミ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙﾐ 特別支援教育
情報渋滞の観点からの読み書き
困難の分析と支援-デジタルペン
を用いた時系列解析-

東京学芸大学
教育学・教授・藤野
博

廣瀬　智士 ﾋﾛｾ ｻﾄｼ
融合脳計測科
学

ヒト到達把握運動計画の脳内過
程の抽出

株式会社国際電
気通信基礎技術
研究所

所長・今水　寛

福島　美和 ﾌｸｼﾏ ﾐﾜ 特別支援教育
学習困難児の脳内機序に基づく
支援教材の開発とそれを用いた
支援システムの構築

東京大学
先端科学技術研究セ
ンター・教授・中邑　賢
龍

藤野　真挙 ﾌｼﾞﾉ ﾅｵﾀｶ 教育学
近代日本の徳育論に関する構造
的研究

京都大学
教育学・教授・辻本
雅史
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保原　浩明 ﾎﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 応用健康科学
大腿切断者における階段上昇動
作の解析と歩行訓練への応用

国立身体障害者
リハビリテーショ
ンセンター研究
所

部長・緒方　徹

堀田　結孝 ﾎﾘﾀ ﾕﾀｶ 社会心理学
人間社会の相互協力を支える利
他的罰の心理・適応基盤の検討

上智大学
総合人間科学・准教
授・竹澤　正哲

牧迫　飛雄馬 ﾏｷｻﾞｺ ﾋﾕｳﾏ 応用健康科学
高齢者の認知機能低下予防に有
効な介入プログラム開発と効果
検証

独立行政法人国
立長寿医療研究
センター

所長・鈴木　隆雄

松本　文子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｺ 地域研究
アートプロジェクトが地域社会に
付与する社会的価値の評価枠組
みの構築

立命館大学
文学・教授・矢野　桂
司

松本（島守）
幸代

ﾏﾂﾓﾄ（ｼﾏﾓﾘ）
ｻﾁﾖ

教育心理学
言語学の知見に基づいた日本語
の言語障害の研究

学習院大学
文学・教授・高見　健
一

溝川　藍 ﾐｿﾞｶﾜ ｱｲ 教育心理学
対人コミュニケーションにおける
情動的心の理解に関する発達心
理学的研究

東京大学
教育学・准教授・遠藤
利彦

三船　恒裕 ﾐﾌﾈ ﾉﾌﾞﾋﾛ 社会心理学
集団内協力と集団間攻撃：間接
互恵性モデルと共進化モデルが
予測する人間の利他性

神戸大学
人文学・准教授・大坪
庸介

村上　裕一 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 政治学
技術基準の策定・運用において
協働する官民の規制体制の構造
に関する理論的実証的研究

東京大学
法学政治学・教授・森
田　朗

村松　研二郎
ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼﾞﾛ
ｳ

社会学
福祉の媒介空間としての農業の
再定義と利用のプロセスに関する
日欧比較社会学的分析

埼玉大学
教養（学）・教授・三浦
敦

室田　信一 ﾑﾛﾀ ｼﾝｲﾁ 社会福祉学
「福祉の民間化」時代における
「地域福祉型」福祉国家の形成-
国際比較を通して

大阪大学
人間科学・准教授・山
井（斉藤）　弥生

森　一代 ﾓﾘ ｶｽﾞﾖ 地域研究
互助実践の外延的拡大とその位
相-ラオス北西部と奈良県中山間
地域における比較研究

人間文化研究機
構

国立民族学博物館・
准教授・陳　天璽

森田　次朗 ﾓﾘﾀ ｼﾞﾛｳ 社会学
現代日本社会におけるオルタナ
ティブ教育に関する比較社会学
的研究

京都大学
教育学・教授・岩井
八郎

山下　詠子 ﾔﾏｼﾀ ｳﾀｺ
環境影響評価・
環境政策

入会林野の現代的変容とその要
因-所有形態と入会集団に着目し
て

東京農工大学
農学（系）・教授・土屋
俊幸

山田　裕史 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 国際関係論
カンボジアにおける一党支配体
制とグッド・ガバナンス

東京大学
総合文化・教授・佐藤
安信
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山本　一生 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｾｲ 教育学
植民地学校ネットワーク-中華民
国期山東省青島を中心に-

早稲田大学
教育・総合科学・教
授・小林　敦子

山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 地域研究
アフリカ農村の内発的発展に向
けた湿地の利用と管理に関する
研究

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究・教授・太田　至

山本　健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 政治学
議会政党の人材養成システムに
関する比較研究

東京大学
先端科学技術研究セ
ンター・教授・御厨　貴

山本　耕資 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 政治学
有権者の政策選好と代議制民主
主義：投票行動の計量モデル推
定とシミュレーション

中央大学
総合政策（学）・教授・
Reed　Steven R．

山本　崇記 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 社会学
差別問題に関する社会調査と政
策的介入の歴史社会学研究-部
落問題・同和行政を事例に

京都大学
文学・教授・伊藤　公
雄

湯川　拓 ﾕｶﾜ ﾀｸ 国際関係論
ASEANにおける規範の変容とそ
の国内的要因

東京大学
東洋文化研究所・教
授・田中　明彦

横山　慶子 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ スポーツ科学
スポーツを通して集団ダイナミク
スを解明する

北海道大学
工学（系）・教授・郷原
一寿

吉江　路子 ﾖｼｴ ﾐﾁｺ 身体教育学
社会的評価ストレス下における運
動パフォーマンスとその神経基盤

順天堂大学
医学（系）・教授・北澤
茂

吉村　晋平 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 臨床心理学
パニック障害における恐怖の制
御困難に関する心理-生理学的
検討

東京大学
医学（系）・教授・笠井
清登

米山　忠寛 ﾖﾈﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 政治学
昭和期日本の立憲政治と戦時体
制

東京大学
社会科学研究所・准
教授・五百旗頭　薫

蓬田　幸人 ﾖﾓｷﾞﾀ ﾕｷﾋﾄ
融合社会脳科
学

社会的な規範/価値観の共有に
よる社会形成に関与する脳神経
基盤のfMRIによる解明

玉川大学
脳科学研究所・准教
授・松元　健二

李　洪章 ﾘ ﾎﾝｼﾞﾔﾝ 社会学
コリアン・ディアスポラの生活戦略
とアイデンティティに関する国際
社会学的研究

上智大学
外国語学・教授・蘭
信三

渡部　麻衣子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｺ
科学社会学・科
学技術史

科学知・科学技術の生産過程に
社会的マイノリティーが参加する
ための方法の検討

東京大学
情報学環・教授・佐倉
統


