第48回（2019年度）三菱財団人文科学研究助成先一覧
【 大型連携研究助成 】＜50周年記念特別助成＞
番号

所在地

名

称

公益財団法人東洋文庫研究部
1 東京都

研究員
飯島 渉 （いいじま わたる）
首都大学東京大学院人文科学研究科

2 東京都

使

途

金

額

20世紀後半の東アジアにおける風土病
の制圧過程の検証と疫学的資料の整
理・保存・公開

5,000,000円

基礎自治体からアプローチする外国人
労働者長期定住化時代における多文化
共生社会の実践知

6,000,000円

教授
丹野 清人 （たんの きよと）
国立成育医療研究センター分子内分泌
研究部
ヒトのこころの性の多様性とその修飾
3 東京都
部長
因子の解明
深見 真紀 （ふかみ まき）

9,000,000円

【 一般助成 】
番号

所在地

名

称

使

途

金

額

東京大学文学部
4 東京都

5 東京都

6 石川県

7 宮城県

8 静岡県

9 東京都

10 北海道

11 東京都

12 北海道

助教
青野 道彦 （あおの みちひこ）
東京大学大学院医学系研究科
教授
赤林 朗 （あかばやし あきら）
石川県立看護大学看護学部
特任教授
浅見 洋 （あさみ ひろし）
東北大学大学院国際文化研究科
准教授
池田 亮 （いけだ りょう）
静岡大学情報学部
助教
板口 典弘 （いたぐち よしひろ）
早稲田大学政治経済学術院
教授
稲継 裕昭 （いなつぐ ひろあき）
北海学園大学経済学部
講師
牛久 晴香 （うしく はるか）
東京大学社会科学研究所
准教授
加藤 晋 （かとう すすむ）
北海道大学大学院農学研究院
准教授
加藤 知道

上座部戒律文献の批判校訂版作成のた
めの基盤構築

600,000円

「医療の目標」の現代的変遷とそれに
関わる倫理的問題の研究

2,520,000円

西田幾多郎ノート類資料の翻刻と研究
資料化

1,440,000円

英米覇権による「開かれた国際海洋秩
序」の歴史的展開：「海洋の自由」の
概念を中心に

2,000,000円

ディープラーニング技術を用いた失語
症患者の音声認識システム開発

1,220,000円

中央政府における生産性測定に向けた
指標の構築に関する研究

1,200,000円

アフリカ農村の輸出向け手工業の内発
的な発展プロセスに関する研究

1,140,000円

社会思想と厚生経済学

2,100,000円

稲刈帳による近世のコメ収量復元およ
びその気候変動との関係の解明
（かとう ともみち）

1

900,000円

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

一橋大学経済学研究科
13 埼玉県

14 長崎県

15 東京都

16 京都府

名誉教授
加藤 博 （かとう ひろし）
長崎総合科学大学共通教育部門
准教授
木永 勝也 （きなが かつや）
一橋大学大学院社会学研究科
教授
小井土 彰宏 （こいど あきひろ）
京都大学大学院経済学研究科
准教授
高野 久紀

17 京都府 佐竹

真城

19

神奈川県

20 東京都

（さたけ しんじょう）

文庫長
斯波 義信 （しば よしのぶ）
神奈川大学外国語学部
准教授
鈴木 祐一 （すずき ゆういち）
日本大学通信教育部
教授
高綱

21 京都府 鄭

博文
祐宗

近代エジプトの遊

1,600,000円

戦後長崎における被爆者運動・平和運
動に関する資料調査を通した核・被ば
く学研究の基盤形成

1,740,000円

後発的移民国の社会統合政策の比較－
スペインと日本における多文化共生政
策の制度化と実践を焦点として

1,440,000円

経済発展と市場の発達：マダガスカル
の米市場における仲介業者の機能

3,000,000円

中世浄土教の研究－称名寺聖教の未翻
刻典籍を中心に－

570,000円

モリソン・コレクションの学際的・総
合的研究：近代東アジア史と「アジア
文庫」形成の資料的分析

2,100,000円

多文化共生社会のための移民の日本語
習得に関する縦断的研究：学際的アプ
ローチ

2,820,000円

修正主義的歴史観に抗する「グレー
ゾーン」研究：アジア・欧州の国際比
較と実証分析

1,500,000円

裁判資料を活用した占領期民衆社会史
研究－阪神地域と関門地域を中心に－

600,000円

中国に渡った日本の版木とそれによる
印本に関する総合的研究

1,500,000円

イスラームの多文化共生の知恵－周縁
イスラーム世界のスーフィズムに着目
して

3,000,000円

（こうの ひさき）

公益財団法人東洋文庫
18 東京都

砂漠に消えた革命
牧民蜂起

（たかつな ひろふみ）
（ちょん うぢょん）

東京大学大学院人文社会系研究科
22 東京都

教授
陳 捷 （ちん しょう）
京都大学大学院アジア・アフリカ地域
研究研究科
23 京都府
教授
東長 靖 （とうなが やすし）
慶應義塾大学大学院社会学研究科

近代日本の精神医療アーカイブズを用
日本学術振興会特別研究員PD
いた学際的研究
中村 江里 （なかむら えり）
国際教養大学アジア地域研究連携機構
縄文／弥生移行期の低湿地遺跡から復
25 秋田県
准教授
元する環境変動適応史
根岸 洋 （ねぎし よう）
滋賀県立琵琶湖博物館研究部
24

神奈川県

26 滋賀県

専門学芸員
橋本 道範

日本中世淡水魚消費の研究
（はしもと みちのり）

2

3,000,000円

2,100,000円

2,660,000円

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

東京大学未来ビジョン研究センター
27 東京都

28 東京都

29 東京都

専任講師
華井 和代 （はない かずよ）
上智大学国際言語情報研究所
客員研究員
藤本 雅子 （ふじもと まさこ）
東京大学未来ビジョン研究センター
教授
藤原

30 長野県 牧

帰一
義之

32 北海道

33 東京都

34 東京都

35 東京都

36 京都府

37 大阪府

38 東京都

（まき よしゆき）

教授
松尾 恒一 （まつお こういち）
小樽商科大学商学部
教授
松本 朋哉 （まつもと ともや）
中央大学文学部
准教授
宮間 純一 （みやま じゅんいち）
早稲田大学高等研究所
講師
八尾 史 （やお ふみ）
早稲田大学商学学術院
教授
矢後 和彦 （やご かずひこ）
京都府立大学文学部
教授
山崎 福之 （やまざき よしゆき）
大阪大学大学院文学研究科
教授
湯浅 邦弘 （ゆあさ くにひろ）
東京大学大学院総合文化研究科
学術研究員
吉見 崇 （よしみ たかし）
合

3,000,000円

南琉球宮古島方言の音声の音響・調音
特徴

600,000円

気候変動と水資源をめぐる国際政治の
ネクサス－安全保障とSDGsの視角から

3,000,000円

日本の戦前・戦中期における言論統制
と市民の知る自由に関する研究－公共
図書館での閲覧制限措置を中心に－

1,500,000円

日本列島の山村における環境・生業
と、信仰・民俗宗教の研究－中国・四
国地方の山村を中心に

630,000円

モバイルマネーを利用した教育支援
マッチングファンドに関する実証研
究：バングラデシュにおけるフィール
ド実験

2,500,000円

地方公共団体における公文書管理の現
状に関する調査・研究

2,500,000円

「根本説一切有部律」写本の研究

2,700,000円

（ふじわら きいち）

国立歴史民俗博物館研究部
31 千葉県

コンゴの紛争資源問題と性暴力に対す
る先進国の責任

開発と経済成長のプロソポグラフィ

900,000円

万葉集と懐風藻を中心とする、日本文
学における中国文学受容の総合的研究

600,000円

「天声人語」の名づけ親西村天囚の見
た近代日本

720,000円

戦後台湾の司法の独立をめぐる政治史
的研究－1950年代から60年代を中心と
して－

600,000円

計

38

3

件

80,000,000円

