
第４３回（平成２６年度）三菱財団人文科学助成先一覧

番号 所在地 名　　　　　称 使　　　　　途 金　 額

1 愛知県

名古屋大学大学院文学研究科

准教授
　　東　賢太朗　（ｱｽﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ）

宗教と政治の間－フィリピンにおける
リプロダクティブヘルス法の領域横断
的考察

850,000円

2 東京都

東京大学大学院人文社会系研究科

准教授
　　池田　嘉郎　（ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾛｳ）

「周縁」からみたパリ講和会議－第一
次世界大戦の地域的広がりを再考する
ために

2,500,000円

3 東京都

一橋大学経済研究所

教授
　　岩﨑　一郎　（ｲﾜｻｷ ｲﾁﾛｳ）

世界信用危機と新興市場：中東欧・旧
ソ連企業のサバイバル分析

1,350,000円

4 京都府

京都大学大学院教育学研究科

准教授
　　大山　泰宏　（ｵｵﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ）

能と心理療法の関連からみた日本文化
における｢癒し｣の深層に関する研究

1,200,000円

5 兵庫県

兵庫県立大学看護学部

准教授
　　岡田　彩子　（ｵｶﾀﾞ ｱﾔｺ）

ベトナムにおける看護実践と看護教育
の変遷に関する基礎的研究

2,100,000円

6 埼玉県
学校法人明星学園
理事長　兼　健康科学センター長
　　小沢　友紀雄　（ｵｻﾞﾜ ﾕｷｵ）

高校生における不適応生徒の調査及び
絵本を活用したピア・サポートの開発

600,000円

7 愛知県

名古屋大学博物館

助教
　　門脇　誠二　（ｶﾄﾞﾜｷ ｾｲｼﾞ）

世界最古の農業伝播プロセスの考古学
研究：南コーカサス新石器時代の穀物
管理技術と古代ヤギDNA

900,000円

8 東京都

国際基督教大学教養学部

教授
　　木部　尚志　（ｷﾍﾞ ﾀｶｼ）

アウグスブルク宗教和議と神聖ローマ
帝国－１７世紀前半期の帝国国法学者
の政治思想史的研究－

800,000円

9 愛知県

名古屋大学大学院文学研究科

教授
　　釘貫　亨　（ｸｷﾞﾇｷ ﾄｵﾙ）

古代日本語の派生的増殖過程に関する
歴史言語学的研究

1,300,000円

10 千葉県

聖徳大学文学部

准教授
　　桑原　規子　（ｸﾜﾊﾗ ﾉﾘｺ）

戦前戦後日本に滞在した欧米人と日本
美術のグローバル化

1,100,000円

11 大阪府

関西大学文学部

准教授
　　笹川　慶子　（ｻｻｶﾞﾜ ｹｲｺ）

日本映画資料の所在調査及びデータ
ベースの構築

2,100,000円

12 静岡県

日本大学総合科学研究所

教授
　　佐藤　マサ子　（ｻﾄｳ ﾏｻｺ）

田安宗武の日本古典研究 600,000円

13 東京都

早稲田大学社会科学総合学術院

教授
　　篠田　徹　（ｼﾉﾀﾞ ﾄｵﾙ）

日系アメリカ人の社会的包摂と戦後ア
メリカのリベラリズムの形成－ミネソ
タ州ミネアポリス市の事例研究

600,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）
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14 新潟県

新潟大学大学院現代社会文化研究科

助教
　　新城　道彦　（ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾋｺ）

宮内庁所蔵資料のデータ化による韓国
併合と天皇制の重層的研究

1,000,000円

15 奈良県

奈良女子大学研究院人文科学系

准教授
　　鈴木　康史　（ｽｽﾞｷ ｺｳｼ）

近代日本の冒険・探検史の再構築－集
合的経験としての｢冒険･探検｣と諸｢移
動｣実践の再生産

750,000円

16 岡山県

NPO法人地域文化研究所

代表理事
　　世良　利和　（ｾﾗ ﾄｼｶｽﾞ）

米軍統治時代の沖縄映画史－興行、制
作、受容の独自性をめぐって

1,200,000円

17 山口県

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

学芸員
　　高椋　浩史　（ﾀｶﾑｸ ﾋﾛﾌﾐ）

高精度三次元スキャナを用いた土井ヶ
浜遺跡出土品の三次元データベースの
構築

1,350,000円

18 東京都

国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所
部長
　　竹島　正　（ﾀｹｼﾏ ﾀﾀﾞｼ）

NCNP所蔵・国立精神療養所関連資料の
アーカイブズ整備－戦時精神医療体制
の基礎研究を中心に－

1,600,000円

19 東京都

東京大学

名誉教授
　　武田　幸男　（ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｵ）

広開土王碑墨本の類型編年研究 1,900,000円

20 東京都

学習院大学文学部

教授
　　千葉　功　（ﾁﾊﾞ ｲｻｵ）

「寺内正毅関係文書」の基礎的研究 1,100,000円

21 大阪府

森ノ宮医療学園専門学校
はりきゅうミュージアム
研究員
　　長野　仁　（ﾅｶﾞﾉ ﾋﾄｼ）

16世紀の鍼科・外科および五輪砕の文
献学的・図像学的研究

900,000円

22 鹿児島県     中山　清美　（ﾅｶﾔﾏ ｷﾖﾐ）
奄美群島における集落墓地と集落空間
に関する研究

2,200,000円

23 福岡県

九州大学大学院法学研究院

教授
　　西谷　祐子　（ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｺ）

地域経済統合と外国法へのアクセス 1,150,000円

24 山口県

NPO法人東南アジア埋蔵文化財保護基金

副理事長
　　西野　範子　（ﾆｼﾉ ﾉﾘｺ）

中部ベトナム・ビンチャウ沈船資料の
総合調査研究

3,500,000円

25 静岡県

静岡文化芸術大学文化政策学部

准教授
　　二本松　康宏　（ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ）

東アジアに伝わる鷹書のデータベース
化による放鷹文化の研究

600,000円

26 京都府

立命館大学文学部

教授
　　萩原　正樹　（ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｷ）

白川文字学による漢字教育が小学校児
童の漢字や他の領域の理解におよぼす
効果

2,000,000円

27 静岡県

静岡大学人文社会科学部

教授
　　橋本　誠一　（ﾊｼﾓﾄ ｾｲｲﾁ）

明治初年における裁判制度および判決
手続の総合的研究

400,000円
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28 熊本県

熊本学園大学水俣学研究センター

センター長
　　花田　昌宣　（ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ）

水俣学映像資料のアーカイブ化による
水俣病事件史研究の基盤形成

2,500,000円

29 北海道

帯広畜産大学地域環境科学部門

准教授
　　平田　昌弘　（ﾋﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ）

バルカン半島南部における近代社会激
動以前の牧畜生業の復元とアーカイブ
化

2,800,000円

30 北海道

北海道立総合研究機構林業試験場
森林環境部環境グループ
主査
　　真坂　一彦　（ﾏｻｶ ｶｽﾞﾋｺ）

太平洋戦争後の日本海北部沿岸におけ
る砂丘荒廃地の状況と周辺住民の生活
環境

750,000円

31 東京都

歴史文化交流フォーラム(NPO-IF)附属
世界史研究所
所長
　　南塚　信吾　（ﾐﾅﾐﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ）

アジア諸国における世界史教育の歴史
と現状の比較研究

2,500,000円

32 大阪府

関西大学文学部

教授
　　藪田　貫　（ﾔﾌﾞﾀ ﾕﾀｶ）

芝居町道頓堀の復元的研究－芝居小屋
と芝居茶屋を中心に－

2,100,000円

33 愛知県

NPOプライメイト・アゴラ
バイオメディカル研究所
上席研究員
　　和田　一雄　（ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ）

道東沿岸の秋サケ定置網をめぐるアザ
ラシ被害の社会・経済を地域住民・被
害漁家・自然保護NPOなどで考える

2,600,000円

34 東京都

東京大学大学院人文社会系研究科

助教
　　綿村　英一郎　（ﾜﾀﾑﾗ ｴｲｲﾁﾛｳ）

裁判員の死刑判断に関する実証的研究 1,100,000円

50,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　34　 件
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