
２０１５年度科学研究費助成事業交付内定者一覧（特別研究員奨励費）

課題番号 事業名 部局名 氏名 職名 研究課題名 直接経費 間接経費 合計金額 新規・継続 研究期間

25･3201 特別研究員奨励費 心理学研究科 上野　萌子 特別研究員（ＤＣ１） 斜面に対する対処行動の発現メカニズムの解明 600,000 - 600,000 継続 H25-H27

25･3351 特別研究員奨励費 文化情報学部 正田　悠 特別研究員（ＰＤ） 演奏のコミュニケーションを支える文化・行動基盤：音響情報と視覚情報の相互作用 1,200,000 360,000 1,560,000 継続 H25-H27

25･3419 特別研究員奨励費 社会学部 落合　絵美 特別研究員（ＰＤ） シンガポールにおける女性の所得階層と福祉供給の諸類型に関する研究 800,000 240,000 1,040,000 継続 H25-H28

25･4657 特別研究員奨励費 法学部 冨田　晃正 特別研究員（ＰＤ） 経済グローバル化による対外経済政策決定過程の変容：アメリカ社会集団分析を中心に 1,200,000 360,000 1,560,000 継続 H25-H27

25･40182 特別研究員奨励費 心理学部 及川　晴 特別研究員（ＲＰＤ） 自己制御における意識と無意識－自己制御の階層モデルの提案－ 1,100,000 330,000 1,430,000 継続 H26-H28

25･03726 特別研究員奨励費 社会学部 板垣　竜太（SHAPIRO,M.I.） 外国人特別研究員　　 １９１０年代における日本の朝鮮植民地統治とキリスト教教育 300,000 - 300,000 継続 H25-H27

26･258 特別研究員奨励費 生命医科学部 合原　一究 特別研究員（ＰＤ） コウモリによる能動的捕食行動の数理モデリング 1,100,000 330,000 1,430,000 継続 H26-H28

26･737 特別研究員奨励費 生命医科学研究科 山田　恭史 特別研究員（ＤＣ２） コウモリの生物ソナーによる空間スキャンに基づいた実環境下センシングシステムの検討 1,000,000 - 1,000,000 継続 H26-H27

26･868 特別研究員奨励費 グローバル・スタディーズ研究科 山田　優理 特別研究員（ＤＣ２） ジャズ史再考：第二次世界大戦後のアメリカ合衆国におけるファンの活動を中心に 900,000 - 900,000 継続 H26-H27

26･947 特別研究員奨励費 法学研究科 阿部　亮子 特別研究員（ＤＣ２） ベトナム戦争後のアメリカ海兵隊の戦略構想の変容と介入政策への影響 1,000,000 - 1,000,000 継続 H26-H27

26･1106 特別研究員奨励費 心理学研究科 蔡　逸卉 特別研究員（ＤＣ２） ｐｒｏａｃｔｉｖｅコーピングが大学から職場への移行に及ぼす影響 400,000 - 400,000 継続 H26-H27

26･1126 特別研究員奨励費 社会学研究科 矢内　真理子 特別研究員（ＤＣ２） 大規模災害とマスメディア報道－東日本大震災・福島原発事故を中心に－ 400,000 - 400,000 継続 H26-H27

26･1794 特別研究員奨励費 理工学研究科 山崎　晴彦 特別研究員（ＤＣ２） 新エネルギー利用技術を目的とした磁気ハイパーコンダクターの研究開発 1,000,000 - 1,000,000 継続 H26-H27

26･1872 特別研究員奨励費 心理学研究科 白井　真理子 特別研究員（ＤＣ１） 悲しみ感情の質的分類に関する多角的検討　その主観的側面，生理的側面，行動的側面 800,000 - 800,000 継続 H26-H28

26･1975 特別研究員奨励費 グローバル・スタディーズ研究科 安里　陽子 特別研究員（ＤＣ２） 移動をめぐる国家化と脱国家化の相克ーコンタクト・ゾーンにおける脱領域的文化の形成 800,000 - 800,000 継続 H26-H27

26･1990 特別研究員奨励費 社会学研究科 田中　弘美 特別研究員（ＤＣ２） 「男性稼ぎ手モデル」の超克ーイギリス家族政策にみる「代替モデル」の構想と移行過程 1,000,000 - 1,000,000 継続 H26-H27

26･2017 特別研究員奨励費 社会学研究科 任　貞美 特別研究員（ＤＣ２） ＩＣＦ（国際生活機能分類）を用いた高齢者虐待定義の再構築及び生活援助モデル開発 900,000 - 900,000 継続 H26-H27

26･2063 特別研究員奨励費 文化情報学研究科 陳　艶艶 特別研究員（ＤＣ２） 手続的環境権の形成における一般市民の役割に関する実証的研究 1,000,000 - 1,000,000 継続 H26-H27

26･2067 特別研究員奨励費 政策学部 織田　暁子 特別研究員（ＰＤ） 男女間経済格差の地域間比較 600,000 180,000 780,000 継続 H26-H28

26･2073 特別研究員奨励費 生命医科学研究科 古山　貴文 特別研究員（ＤＣ１） 音声のみで発声個体を識別するための脳内機構：ヒトおよびニホンザルを用いた研究 1,000,000 - 1,000,000 継続 H26-H28

26･40008 特別研究員奨励費 グローバル・コミュニケーション学部 高畑　時子 特別研究員（RＰＤ） シラーを主とした１９世紀ドイツにおけるラテン翻訳論の受容 700,000 210,000 910,000 継続 H26-H28

15J00179 特別研究員奨励費 心理学研究科 篠原　恵介 特別研究員(DC2) ラットにおける忘却の神経メカニズムの解明 1200000 - 1,200,000 新規 H27-H28

15J01782 特別研究員奨励費 文化情報学研究科 上阪　彩香 特別研究員(DC2) 文章の統計分析に基づく西鶴浮世草子の同定及び成立年代の推定 1200000 - 1,200,000 新規 H27-H28

15J02267 特別研究員奨励費 法学研究科 村田　陽 特別研究員(DC1) Ｊ．　Ｓ．　ミルの政治思想：　リベラリズム、功利主義、共和主義の三つの観点から 1000000 - 1,000,000 新規 H27-H29

15J02418 特別研究員奨励費 理工学研究科 落合　翼 特別研究員(DC1) ディープニューラルネットワークを用いる高効率適応学習の汎用的フレームワークの提案 1000000 - 1,000,000 新規 H27-H29

15J02505 特別研究員奨励費 心理学研究科 尾崎　拓 特別研究員(DC1) 地震防災促進要因としての記述的規範の効果と認知プロセス：解釈レベル理論に基く検討 1000000 - 1,000,000 新規 H27-H29

15J02758 特別研究員奨励費 社会学研究科 南　友二郎 特別研究員(DC2) 社会的企業の発展的持続性に資する協働システムの構築モデル 900000 - 900,000 新規 H27-H28

15J03332 特別研究員奨励費 心理学部 池田　賢司 特別研究員(PD) 達成目標と解釈レベルが記憶抑制／促進に及ぼす影響：検索経験パラダイムを用いた検討 1200000 360000 1,560,000 新規 H27-H29

15J03822 特別研究員奨励費 生命医科学研究科 松井　優 特別研究員(DC1) 赤外光を用いた新しい人工内耳の研究 700000 - 700,000 新規 H27-H29

15J03861 特別研究員奨励費 生命医科学研究科 角谷　美和 特別研究員(DC1) 野性コウモリが繰り広げる大規模空間ナビゲーション戦略に関する実験的・数理的追究 1200000 - 1,200,000 新規 H27-H29

15J04286 特別研究員奨励費 グローバル・スタディーズ研究科 鈴木　彩加 特別研究員(PD) 女性による保守運動の実証研究－現代日本社会の右傾化に着目して 700000 210000 910,000 新規 H27-H29

15J04336 特別研究員奨励費 心理学研究科 茂本　由紀 特別研究員(DC2) うつ病に対する脱フュージョンの有効性検討のための新しい行動指標の開発 500000 - 500,000 新規 H27-H28

15J04434 特別研究員奨励費 生命医科学研究科 八代　英敬 特別研究員(DC1) 顕微内視鏡を用いた音声情報抽出の神経メカニズムの解明：コウモリをモデルとした研究 1000000 - 1,000,000 新規 H27-H29

15J04452 特別研究員奨励費 生命医科学研究科 村井　翔太 特別研究員(DC1) 頑健性を持った音声知覚メカニズムの脳機能イメージングによる解明 1000000 - 1,000,000 新規 H27-H29

15J04497 特別研究員奨励費 グローバル・スタディーズ研究科 古波藏　契 特別研究員(DC1) 沖縄思想史と知識人の規範的正しさの問題―高良倉吉の思想像― 900000 - 900,000 新規 H27-H29

15J04606 特別研究員奨励費 理工学研究科 名和　愛利香 特別研究員(DC2) ｐＨ勾配下のベシクルによる細胞動特性モデリング 900000 - 900,000 新規 H27-H28

15J04929 特別研究員奨励費 グローバル・スタディーズ研究科 森　亜紀子 特別研究員(PD) 帝国崩壊後沖縄における南洋群島引揚者の社会史的研究 1200000 360000 1,560,000 新規 H27-H29


