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1 東京都

東京大学大学院教育学研究科

教授
茅根　創　（かやね はじめ）

地球温暖化に挑む海洋教育 8,500,000円
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2 京都府

京都大学大学院経済学研究科

准教授
Ivings　Steven（あいびんす すてぃｰぶん）

19世紀日本の世界経済への編入：条約
港における外国人貿易商関連史料によ
る検証

950,000円

3 広島県

福山大学人間文化学部

教授
青木　美保　（あおき みほ）

「福山義倉」の文化的ネットワークと
その継承－菅茶山・井伏鱒二を軸に

1,250,000円

4 東京都

障害学会

会長
石川　准　（いしかわ じゅん）

障害学の新展開－「障害」のパラダイ
ムシフトに向けて

1,350,000円

5 東京都

早稲田大学教育・総合科学学術院

教授
石濱　裕美子　（いしはま ゆみこ）

ブッダガヤ復興運動がロシアの仏教徒
に与えた影響について

850,000円

6 京都府

京都工芸繊維大学デザイン・建築学系

准教授
井戸　美里　（いど みさと）

近代デザインの草創期における図案の
役割と流通に関する研究－「古代紋
様」から「アール・ヌーヴォー」まで

1,250,000円

7 石川県

金沢大学人間社会研究域附属古代文明・
文化資源学研究センター
特任准教授
上杉　彰紀　（うえすぎ あきのり）

大型墳墓群の空間構成原理に関する研
究：バハレーンの世界遺産ディルムン
墳墓群の広域測量調査をもとに

3,100,000円

8 東京都

東京都健康長寿医療センター研究所

研究グループ長
岡村　毅　（おかむら つよし）

読経の継続による精神的・身体的健康
への効果：頭頚部の生理学的測定から

3,200,000円

9 大阪府

大阪大学大学院文学研究科

准教授
門脇　むつみ　（かどわき むつみ）

徳川将軍家の画事と狩野派周辺の描き
手

1,000,000円

10 東京都

東京大学総合研究博物館

助教
金崎　由布子　（かねざき ゆうこ）

アンデス文明形成史におけるフロン
ティアの役割：ワヌコ州モンソン川流
域の考古学調査をもとに

3,800,000円

11 東京都

国立社会保障・人口問題研究所人口動向
研究部
室長
釜野　さおり　（かまの さおり）

ジェンダー統計の精緻化に適合する性
別・性自認・性的指向の調査方法の開
発と実践的検証に関する研究

4,200,000円

12 石川県

金沢大学人間社会研究域

准教授
河合　晃一　（かわい こういち）

保健所の持続可能な感染対応に関する
研究 －行政学・法学・心理学による学
際的アプローチを通じて

1,200,000円

13 東京都

早稲田大学教育・総合科学学術院

教授
黒田　祥子　（くろだ さちこ）

生物学的な性差、多様な働き方と生産
性向上に関する経済分析

2,750,000円
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14 京都府

佛教大学社会学部

教授
香西　豊子　（こうざい とよこ）

近代日本における伝染病への制度的弾
性（レジリエンス）に関する実証研究

1,800,000円

15 東京都

東京大学大学院農学生命科学研究科

准教授
小嶋　大造　（こじま だいぞう）

都市・農村間の所得格差と農村地域の
所得形成

2,400,000円

16 福島県

福島大学行政政策学類

准教授
阪本　尚文　（さかもと なおふみ）

高橋幸八郎の思想と実践－比較経済史
学エゴ・ドキュメントアーカイブの構
築と活用

1,600,000円

17 新潟県

新潟大学人文社会科学系

教授
白石　典之　（しらいし のりゆき）

チンギス・カン霊廟の構造の解明を目
指した考古学的研究

2,850,000円

18 愛知県

愛知学院大学文学部

非常勤講師
進藤　浩司　（しんどう ひろし）

近世における寺社および宗教者の医療
と売薬－思想・信仰との関わりを中心
に－

600,000円

19 東京都

早稲田大学文学学術院

教授
田畑　幸嗣　（たばた ゆきつぐ）

古代カンボジアにおける建築生産体制
の基礎研究：瓦生産を中心に

1,700,000円

20 東京都

東洋大学国際教育センター

専任講師
陳　秀茵　（ちん しゅういん）

日越漢語対照データベースの開発と応
用研究

1,400,000円

21 東京都

早稲田大学社会科学部

教授
土門　晃二　（どもん こうじ）

東南アジアにおける中進国の罠と知的
財産権に関する法・経済学分析

2,000,000円

22 埼玉県

埼玉大学大学院人文社会科学研究科

准教授
中村　大介　（なかむら だいすけ）

青銅器時代から匈奴時代のモンゴル高
原におけるモニュメント立地と移動
ルートの相関性に関する研究

3,200,000円

23 東京都

国士舘大学文学部

教授
仁藤　智子　（にとう さとこ）

西山本（承空本）紙背文書の基礎的研
究－中世における西山往生院・承空を
取り巻く人的ネットワークの解明

650,000円

24 京都府

京都大学東南アジア地域研究研究所

教授
原　正一郎　（はら しょういちろう）

空間表現理解ＡＩによる高機能歴史研
究文献検索システム

3,200,000円

25 和歌山県

和歌山大学システム工学部

准教授
原　祐二　（はら ゆうじ）

都市化による切土盛土造成と付随する
建設発生土流動の定量化と環境影響評
価

1,550,000円

26 静岡県

静岡文化芸術大学デザイン学部

准教授
松田　達　（まつだ たつ）

レオナルド・ダ・ヴィンチ理想都市模
型に関する学際的研究

3,800,000円

27 新潟県

新潟県立大学国際地域学研究科

専任講師
ミラー　枝里香　（みらｰ えりか）

英国と日本が中東秩序形成に与えた影
響: 1973－1982年

700,000円
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28 東京都

早稲田大学文学学術院

教授
山本　浩司　（やまもと ひろし）

第２第３世代による証言文学の可能性
－ドイツ語圏の新しいグラーグ小説を
手がかりとして

2,000,000円

29 岐阜県

岐阜大学高等研究院

特任助教
横山　剛　（よこやま たけし）

インド仏教における空と実在論の関係
を問い直す：チャンドラキールティの
思想を中心に

1,600,000円

30 京都府

京都大学大学院文学研究科

教授
吉川　真司　（よしかわ しんじ）

教王護国寺文書の高度学術資源化のた
めの調査・研究

2,950,000円

31 大阪府

大阪大学大学院人間科学研究科

准教授
綿村　英一郎（わたむら えいいちろう）

ハンザイショウネン－新時代の差別と
その刑事罰に関する社会心理学的研究

2,600,000円

70,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　31　 件
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