第50回（2021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 】
該当なし
【 一般助成 】
番号

所在地

名

称

慶應義塾大学経済学部
1 東京都

2 愛知県

3 東京都

4 京都府

5 大阪府

6 東京都

7 長崎県

8 福岡県

9 京都府

教授
赤林 英夫 （あかばやし ひでお）
名城大学大学院都市情報学研究科
教授
稲葉 千晴 （いなば ちはる）
昭和女子大学人間文化学部
非常勤講師
遠藤 由紀子 （えんどう ゆきこ）
立命館大学衣笠総合研究機構
専門研究員
大橋 弘明 （おおはし ひろあき）
大阪市立大学大学院文学研究科
准教授
奥野 久美子 （おくの くみこ）
早稲田大学文学学術院
准教授
柿沼 陽平 （かきぬま ようへい）
長崎ウエスレヤン大学現代社会学部
教授
加藤 久雄 （かとう ひさお）
九州大学大学院経済学研究院
助教
菊池 美幸 （きくち みゆき）
京都薬科大学一般教育分野
講師
岸野 亮示 （きしの りょうじ）
天城町教育委員会社会教育課

使

途

額

新型コロナ危機は子どもの学習・学
力・教員の働き方をどう変えたか：ICT
と地域の役割に注目した実証研究

2,600,000円

杉原千畝「命のヴィザ」の再評価：リ
トアニアのユダヤ難民と米ユダヤ機関
の支援

1,700,000円

会津藩家老山川家の明治期以降の足跡
に関する研究

1,600,000円

メルボルン都市圏における郊外開発に
伴う空間変容と持続可能な都市圏形成
のための政策・計画に関する研究

1,650,000円

講談資料コレクションの調査研究とデ
ジタル整備－講談師・初代悟道軒圓玉
日記の翻刻校注を出発点として－

3,000,000円

中国古代家計経済の数量史的研究

2,200,000円

五島列島における潜伏キリシタン墓の
新研究方法の確立

950,000円

炭鉱からみた日本の近代化－健康をめ
ぐる企業と行政の役割－

1,500,000円

空海の遺志を継ぐ学僧たち：江戸時代
の「根本説一切有部律」研究

1,850,000円

ウンブキ水中鍾乳洞遺跡における先史
学芸員
遺物散布プロセスの考古学調査
具志堅 亮 （ぐしけん りょう）
防衛大学校人文社会科学群人間文化学科
日中戦争期における日本海軍の戦争指
神奈川県
11
講師
導・作戦指導に関する研究
小磯 隆広 （こいそ たかひろ）
桃山学院大学法学部
長与専斎と内務省の衛生行政－大日本
12 大阪府
教授
私立衛生会の活動を手がかりとして
小島 和貴 （こじま かずたか）
琉球大学国際地域創造学部
先史東アジア交流史と琉球・台湾の文
13 沖縄県
教授
化的距離の再検証
後藤 雅彦 （ごとう まさひこ）
10

金

鹿児島県

1

2,550,000円

1,300,000円

1,300,000円

3,300,000円

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

京都大学大学院高等研究院
ヒト脳オルガノイド研究に伴う倫理的
課題の研究
特定助教
澤井 努 （さわい つとむ）
北陸先端科学技術大学院大学先端科学技
感染症収束後の移動前提社会の変容と
術研究科
石川県
新たな移動スタイルの研究
教授
敷田 麻実 （しきだ あさみ）
群馬大学社会情報学部
デジタル教科書が児童の学習効果・学
群馬県
習態度に与える影響の調査
教授
柴田 博仁 （しばた ひろひと）
和光大学現代人間学部
自殺予防のためのオンライン危機介入
の効果の検討－メール相談事例を対象
東京都
准教授
に－
末木 新 （すえき はじめ）
早稲田大学国際学術院
メコン河流域内「越境移民」の空間的
相関と域内セーフティネット構想の研
東京都
教授
究：地理情報システム(GIS)の活用
大門 毅 （だいもん たけし）
千葉大学大学院園芸学研究科
都市の発展に伴う旧芝離宮恩賜庭園の
千葉県
准教授
視点場の変化に関する研究
竹内 智子 （たけうち ともこ）
慶應義塾大学総合政策学部
毛沢東時代の中国における革命と「親
神奈川県
密圏」－民間史料と口述史が語る恋
准教授
愛、婚姻と子育て
鄭 浩瀾 （てい こうらん）
東京大学東京カレッジ
日本語連想ネットワークと言語学習ア
プリケーション－日本語版スモール・
東京都
ポストドクトラル・フェロー
ワールド・オブ・ワードSWOW-JP－
Telegina Maria （てれぎな まりあ）
西南学院大学法学部
ヘイトスピーチの対抗利益としての尊
福岡県
教授
厳概念の考察
奈須 祐治 （なす ゆうじ）
大阪大学大学院文学研究科
東北アジア非漢族諸王室儀礼における
大阪府
准教授
礼的〈逸脱〉の基礎的研究
伴瀬 明美 （ばんせ あけみ）
奈良女子大学研究院人文科学系
弥生・古墳時代の動物飼養と人畜共通
奈良県
教授
感染症の研究
宮路 淳子 （みやじ あつこ）
学習院大学法学部
政治的分極化がアジアにおける民主主
東京都
准教授
義の後退に与える影響
三輪 洋文 （みわ ひろふみ）
愛媛大学アジア古代産業考古学研究セン
ター
弥生時代の日韓交流最前線・対馬にお
愛媛県
教授
ける生活拠点の基礎的研究
村上 恭通 （むらかみ やすゆき）

14 京都府

1,500,000円

15

2,650,000円

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2

1,200,000円

1,900,000円

2,600,000円

1,150,000円

4,750,000円

1,300,000円

550,000円

3,700,000円

1,800,000円

2,050,000円

3,550,000円

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

京都大学大学院経済学研究科
27 京都府

28 東京都

29

神奈川県

教授
山田 憲 （やまだ けん）
早稲田大学文学学術院
教授
和田 琢磨 （わだ たくま）
慶應義塾大学環境情報学部
教授
渡辺

靖
合

市場支配力と賃金格差

3,250,000円

織田本を中心とした西源院本系『太平
記』本文の研究－南北朝・室町時代初
期の『太平記』像の究明のために－

1,450,000円

米国のオルトライトのグローバル展開
に関する民族誌的考察

1,100,000円

（わたなべ やすし）
計

29

3

件

60,000,000円

