
2017年度科研費採択課題一覧（継続課題含む）

所属 職 氏名 採択総額 研究課題名

1 文学部 教授 平岩　健 3,400,000
自然言語における名詞の分解－名詞の最小構成単位と類別システムと
その普遍性の解明－

2 文学部 准教授 貞廣　真紀 2,100,000 19世紀環大西洋交流と「アメリカン・ルネサンス」リバイバル

3 文学部 准教授 杉田　由仁 2,400,000
タスクに基づくライティングテストにおける自動評価採点システムの実用
化開発

4 文学部 講師 和田　ちはる 1,900,000 ハンス・アイスラーの「音楽における愚かさ」の内容と意義の解明

5 文学部 研究員 平澤　剛 3,400,000
日本前衛映画の発掘、修復、保存、再制作と一体化した学術的方法論の
構築

6 文学部 研究員 平澤　剛 11,000,000
1960～70年代日本前衛映画に関する横断的研究 　※国際共同研究加
速基金（国際共同研究強化）

7 経済学部 教授 大村　真樹子 3,500,000 経済発展に伴う食の変容と健康への影響

8 経済学部 教授 神田　良 3,400,000 長期存続企業の革新を通した持続的競争力構築に関する国際比較研究

9 経済学部 教授 佐々木　百合 3,400,000 日本の経常収支の変動要因分析

10 経済学部 教授 鈴木　岳 3,300,000 一般均衡モデルの理論的研究

11 経済学部 教授 中野　聡子 3,100,000
イギリス限界革命期のミクロ経済学の形成：市場の制度設計の視点の萌
芽とその消失

12 経済学部 教授 室　和伸 1,100,000 財市場競争がマクロ経済に及ぼす影響

13 経済学部 准教授 大竹　光寿 3,300,000
ブランドマネジメントの慣性に関する実証研究：ブランドのあるべき姿の再
構築

14 経済学部 准教授 北浦　貴士 2,800,000 戦前期日本の資本市場と企業統治

15 経済学部 准教授 齋藤　隆志 2,700,000
人事制度・施策の改革と労働意欲・生産性－インサイダー・エコノメトリク
スによる分析

16 経済学部 准教授 中村　友哉 1,200,000 公共情報が内生的に生じる状況における情報の社会的価値の分析

17 経済学部 講師 山内　勇 3,400,000
特許制度と実用新案制度のイノベーション促進効果：制度間の補完・代
替関係

18 社会学部 教授 石原　俊 3,300,000
南方離島民の戦時・戦後経験の比較歴史社会学的研究： 強制疎開と動
員、帰還と離散

19 社会学部 教授 石原　英樹 3,400,000 21世紀市民社会における性的マイノリティーへの寛容性の計量分析

20 社会学部 教授 岡本　多喜子 12,300,000 養老院・養老施設の経営・運営と処遇（ケア）の質に関する研究

21 社会学部 教授 加藤　秀一 3,600,000
生命科学・生物学とジェンダー理論との言説的相互作用に関する概念分
析的検討

22 社会学部 教授 北川　清一 7,000,000
児童養護施設のグループを活用するソーシャルワークと建築計画学のク
ロスオーバー研究

23 社会学部 教授 坂口　緑 2,300,000 デンマークにおける生涯学習実践の構造に関する質的研究

24 社会学部 教授 柘植　あづみ 2,500,000
生殖医療技術の規制に関するジェンダー分析―通文化的･通時的研究を
中心に

25 社会学部 教授 藤川　賢 7,600,000
地域環境汚染問題の解決過程に関する総合的研究‐福島原発事故問題
を基軸に‐

26 社会学部 准教授 金　成垣 3,600,000 後発福祉国家の家族政策に関する国際比較研究

27 社会学部 准教授 半澤　誠司 3,100,000
地方コンテンツ産業の勃興に動員される地域資源：非集積地によるイノ
ベーション活性化

28 社会学部 准教授 元森　絵里子 2,000,000
子どもを鍵とする社会像の問い直し：年少者像の再編期の歴史社会学と
現代的変容の記述
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29 社会学部 講師 安井　大輔 2,900,000 文化遺産としての「和食」をめぐる概念と実践の研究

30 社会学部 研究員 阿部　貴美子 2,100,000
農村への助産師定着要因の探究：安全で女性の求める出産をめざして‐
カンボジアの場合

31 社会学部 研究員 有薗　真代 2,500,000 病者の相互扶助と「下から」の社会保障構築：国際比較に向けて

32 社会学部 研究員 菅野　摂子 2,000,000 男性の生殖論に向けて－出生前検査における男性の経験に関する調査

33 社会学部 研究員 嶽本　新奈 2,700,000 「からゆきさん」にみる移動・性・権力の諸相

34 社会学部 研究員 田中　慶子 2,000,000 世代間アンビバレンス視角による成人子親子関係の親密性の把握

35 社会学部 研究員 保田　幸子 1,100,000 社会保障の規範理論ー十分性説の妥当性についての研究

36 社会学部 研究員 吉田　優貴 1,600,000 いつも躍っている子供たち　※研究成果公開促進費【学術図書】

37 法学部 教授 池本　大輔 3,100,000
グローバル化とイギリス政治の変容～ブリグジットの淵源としてのサッ
チャー政権期

38 法学部 准教授 井頭　麻子 3,500,000 イオン性金属錯体の構造制御と機能性開発

39 法学部 准教授 太田　和俊 2,000,000 グラフ理論を用いた箙ゲージ理論の解析と新しい時空像の探求

40 法学部 准教授 葛谷　彩 3,400,000 「国際関係論」からの解放―「IR」から「歴史」への回帰

41 法学部 講師 酒井　一博 2,500,000 M理論における可積分構造の解明

42 国際学部 教授 Ｇｉｌｌ　ＴｈｏｍａｓＰ． 3,700,000 福島第一原発事故被災者の聞き取り調査

43 国際学部 教授 中田　瑞穂 5,700,000 第二次大戦後ヨーロッパの「新秩序」構想の政治史的分析

44 国際学部 教授 張　艶 3,400,000
中国株価のマクロ経済・金融政策との関係及び国際株式市場との連関
に関する実証研究

45 国際学部 准教授 李　嬋娟 2,700,000 非認知能力が労働市場の成果に与える影響のメカニズムの解明

46 心理学部 教授 金沢　吉展 3,500,000 心理療法の終結に関する横断的・縦断的研究

47 心理学部 教授 金城　光 3,400,000
生涯発達からみる高齢者の記憶の自己効力感と認知機能の関係および
介在要因の解明

48 心理学部 教授 藤崎　眞知代 3,500,000
子ども時代の自己決定体験が生涯の関係形成に及ぼす影響－３世代に
わたる縦断研究から

49 心理学部 教授 宮本　聡介 3,100,000 社会的文脈における説明バイアスとその抑制

50 心理学部 准教授 垣花　真一郎 2,800,000
幼児の音韻技能を促進する歌遊びを用いたかな特殊表記の習得支援法
の開発

51 心理学部 准教授 鞍馬　裕美 2,000,000 米国における教員能力試験に関する研究

52 心理学部 准教授 佐藤　公 1,900,000
自国史との相互接続に基づいた対外認識育成をはかる歴史教育論の日
独比較研究

53 心理学部 准教授 辻　宏子 2,200,000 児童生徒の図形の概念形成に関する枠組みの見直しとカリキュラム開発

54 心理学部 准教授 森本　浩志 2,800,000 認知症高齢者の家族介護者の役割間葛藤に関する研究

55 教養教育センター 教授 大森　洋子 3,000,000 『スペイン語学習のめやす』に基づく教授法・教室活動に関わる研究

56 教養教育センター 教授 渡辺　祐子 2,800,000 近代中国における「宗教的寛容」とキリスト教

57 教養教育センター 講師 野副　朋子 3,500,000
ムギネ酸類・ニコチアナミン分泌を介した鉄移行と鉄恒常性維持の分子メ
カニズムの解明
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58 教養教育センター 講師 野副　朋子 10,800,000
ムギネ酸類・ニコチアナミン分泌を介した鉄移行と鉄恒常性維持の分子メ
カニズムの解明　　※国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）

59 教養教育センター 助教 田中　祐介 3,000,000
活字化された日記資料群の総合と分析に基づく近代日本の「日記文化」
の実態解明

60 教養教育センター 助手 安部　淳 3,700,000
精子の授受を介した雌雄の配偶戦略の共進化：昆虫類を用いた精子経
済理論の検証と発展

61 国際平和研究所 研究員 井上　孝代 3,300,000
トラウマ/PTSDリカバリー専門家養成・支援のための国際連携プログラム
開発と評価

※ その他、本学教員が他の機関から研究員を受け入れ、指導などを行う特別研究員制度があり、
　 その研究員に対して科研費（特別研究員奨励費3件）が交付されています。

※ 延長課題13件（2017年度配分なし）は採択課題一覧に含みません。

明治学院大学
総務部研究支援課
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