
第４４回（平成２７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 兵庫県

神戸大学大学院国際文化学研究科

講師
青島　陽子　（あおしま　ようこ）

ヨーロッパ東部諸民族の文化的・
歴史的交流に関する社会史的分析

700,000円

2 東京都

明治学院大学社会学部付属研究所

研究員
有薗　真代　（ありぞの　まさよ）

再編される共助と公助のダイナミズム
－東南アジアにおける病者・障害者
  コミュニティの内発的発展のために

1,700,000円

3 東京都

青山学院大学文学部

教授
飯島　渉　（いいじま　わたる）

フィリピン・レイテ島における日本住
血吸虫症対策の経験の「歴史化」
－台風による被災資料の修復と保全

2,000,000円

4 愛知県

名古屋大学大学院文学研究科

教授
池内　敏　（いけうち　さとし）

１７世紀、ある鳥取藩商人の事業展開
における正史と野史

1,200,000円

5 東京都

東京大学社会科学研究所

教授
石田　浩　（いしだ　ひろし）

パネル調査を用いた若年者の格差の
連鎖・蓄積に関する研究

1,000,000円

6 大阪府

関西大学東西学術研究所

非常勤研究員
岩尾　一史　（いわお　かずし）

ロシア所蔵古チベット語文書の総合的
研究

800,000円

7 京都府 岩熊　幸男　（いわくま　ゆきお） AlcuinusのDialectica：校訂・研究 1,500,000円

8 東京都

上智大学外国語学部

教授
岩崎　えり奈　（いわさき　えりな）

チュニジア南部タタウィーン地域に
おける家族生活の変化－1996年から
現在の追跡世帯調査

1,500,000円

9 石川県

金沢大学国際文化資源学研究センター

客員研究員
大羽　恵美　（おおば　えみ）

『大日経』における儀礼と美術の研究 800,000円

10 東京都

東京大学大学院総合文化研究科

准教授
鹿毛　利枝子　（かげ　りえこ）

日本の労働市場における差別意識の規
定要因をめぐる研究－女性・外国人も
含めた多文化共生と融和を目指して－

2,500,000円

11 東京都

明星大学人文学部

教授
勝又　基　（かつまた　もとい）

UCバークレー校旧三井文庫蔵写本群の
研究－世界貢献できる解題目録の作成
をめざして

1,600,000円

12 京都府

龍谷大学経済学部

講師
神谷　祐介　（かみや　ゆうすけ）

ラオス農村部における小児下痢症感染
リスクの低減に向けた環境衛生教育の
あり方－実験・行動経済学的考察－

1,700,000円

13 徳島県

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・
アンド・サイエンス研究部
教授
岸江　信介　（きしえ　しんすけ）

『奄美語』の収録と保存を目的とした
データベース構築に関する研究

1,300,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）
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14 東京都

明治大学研究知財戦略機構

研究員
金　任仲　（きむ　いむちゅん）

中世文学における仏教説話の受容に
関する日韓比較研究

900,000円

15 大阪府

関西大学文学部

教授
黒田　一充　（くろだ　かずみつ）

ガラス乾板に記録された住吉大社の
歴史景観的復元

1,600,000円

16 高知県

公益財団法人土佐山内記念財団土佐山
内家宝物資料館
学芸員
古賀　康士　（こが　やすし）

近世・近代日本における在来捕鯨業の
比較史的研究

550,000円

17 東京都

近衞音楽研究所

理事長
近衞　一　（このえ　はじめ）

近衞音楽研究所所蔵資料の修復と演奏
用楽譜の製作

1,000,000円

18 北海道

北海道大学大学院法学研究科

教授
児矢野　マリ　（こやの　まり）

日本の漁業法・政策に関する学際的
研究－国際漁業法制度との「適正な」
連関と持続可能性の確保に向けて

2,000,000円

19 福井県

福井市立郷土歴史博物館

学芸員
佐々木　佳美　（ささき　よしみ）

江戸時代後期武家女性の服飾品の
使用実態と大名家文書の記録に関する
相互的研究

700,000円

20 愛知県

名古屋大学大学院国際開発研究科

教授
島田　弦　（しまだ　ゆづる）

転換期アジアの「法の支配」再考：法
と社会の相互作用から見る比較法研究

3,000,000円

21 神奈川県

横浜市歴史博物館前近代歴史資料課

学芸員
高橋　健　（たかはし　けん）

神奈川県横浜市　称名寺貝塚の考古学
的研究

1,500,000円

22 北海道

北海道大学スラブ・ユーラシア研究
センター
助教
高橋　沙奈美　（たかはし　さなみ）

聖人がつなぐ祖国
－20世紀後半の国際関係から考える
　ロシア教会の聖人列聖と崇敬

1,000,000円

23 京都府

京都大学人文科学研究所

教授
田中　雅一　（たなか　まさかず）

アジア・太平洋地域を中心とする軍事
環境問題の比較研究

1,600,000円

24 長野県

信州大学学術研究院教育学系

助教
田中　真由美　（たなか　まゆみ）

技術立国日本におけるものづくり英語
コミュニケーション教育モデル

1,500,000円

25 東京都

成蹊大学

名誉教授
富田　武　（とみた　たけし）

シベリア抑留70年記念の総合的研究 2,000,000円

26 大阪府

大阪府教育委員会事務局文化財保護課

副主査
中西　裕見子　（なかにし　ゆみこ）

沖縄海域の沈没船遺跡の調査と保存活
用を通じた水中文化遺産の国際研究体
制の開拓と確立のための基礎研究

2,000,000円

27 京都府

京都大学大学院文学研究科

教授
永原　陽子　（ながはら　ようこ）

アフリカの歴史史料をめぐる「紙」の
グローバルヒストリー－日本との関係
を中心に

2,000,000円
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28 東京都

NPO法人南アジア文化遺産センター

理事・事務局長
野口　淳　（のぐち　あつし）

人類のアジアへの移住・拡散に関する
考古学的研究

2,850,000円

29 東京都

東京大学大学院人文社会系研究科

助教
藤崎　衛　（ふじさき　まもる）

宣教団派遣に見る中世ヨーロッパの
アジア認識と対モンゴル交渉に関する
研究

1,100,000円

30 静岡県

静岡文化芸術大学文化政策学部

准教授
舩戸　修一　（ふなと　しゅういち）

番組制作者と情報提供者の〈関係性〉
から見る「地域メディア史」：ＮＨＫ
の「農事番組」を事例として

2,500,000円

31 愛知県

名古屋大学総合保健体育科学センター

准教授
古橋　忠晃　（ふるはし　ただあき）

ゴミ屋敷問題に関する多角的研究 900,000円

32 東京都

東京工業大学大学院
イノベーションマネジメント研究科
助教
宮本　明子　（みやもと　あきこ）

日本映画一次資料を対象とする映画
成立過程研究

700,000円

33 東京都

東京大学大学院人文社会系研究科

教務補佐員
柳沢　史明（やなぎさわ　ふみあき）

フランス人宣教師から見たアフリカ彫
刻：リヨン美術館所蔵アーカイブを中
心に

800,000円

34 北海道

北海道大学大学院法学研究科

教授
山崎　幹根　（やまざき　みきね）

現代イギリス統治構造における不均一
な権限移譲と国家統合のゆくえ

1,300,000円

35 京都府

京都市立芸術大学美術学部

特任研究員
山本　緑　（やまもと　みどり）

インドの花鳥画
－インペイ・コレクションの研究

1,000,000円

36 神奈川県

東洋英和女学院大学人間科学部

教授
渡辺　和子　（わたなべ　かずこ）

アッシリアの誓約文書と契約宗教
としての一神教

1,200,000円

52,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　36　 件
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