
2019年度科学研究費助成事業交付内定者一覧 (特別研究員奨励費を除く）

No. 事業名 氏名 部局名 職名 研究課題名 直接経費 間接経費 新規・継続 研究期間
1 新学術領域研究（研究領域提案型） 宮本 博之 理工学部機械システム工学科 教授 ハイエントロピー合金の結晶粒微細化による高耐食性化 3,300,000 990,000 新規 31-32
2 新学術領域研究（研究領域提案型） 人見 穣 理工学部機能分子・生命化学科 教授 金属錯体の生体分子への精密固定化を基軸とする精密制御生体分子反応場の創出 2,400,000 720,000 継続 30-31
3 新学術領域研究（研究領域提案型） 飛龍 志津子 生命医科学部医情報学科 教授 コウモリのアクティブセンシングによるナビゲーション行動の包括的理解 18,500,000 5,550,000 継続 28-32
4 新学術領域研究（研究領域提案型） 小林 耕太 生命医科学部医情報学科 准教授 聴覚ー発声制御の神経回路と社会的刺激によるその調整 2,900,000 870,000 継続 30-31
5 新学術領域研究（研究領域提案型） 西川 喜代孝 生命医科学部医生命システム学科 教授 マスとしてウイルス感染防御に働く新規脂質構造体、誘導性ラメラボディの機能解析 3,700,000 1,110,000 継続 30-31
6 新学術領域研究（研究領域提案型） 田中 あゆみ 心理学部心理学科 教授 学校教育現場における無気力の規定因の解明：家庭環境と友人関係に着目した縦断的検討 18,200,000 5,460,000 継続 28-32
7 新学術領域研究（研究領域提案型） 高橋 晋 脳科学研究科 教授 ラットの神経回路基盤同定による地図記憶参照型ナビゲーションの機能解明 14,100,000 4,230,000 継続 28-32
8 新学術領域研究（研究領域提案型） 櫻井 芳雄 脳科学研究科 教授 齧歯類の同異概念形成を担う脳内メカニズムの解明 2,000,000 600,000 継続 30-31
9 新学術領域研究（研究領域提案型） 坂場 武史 脳科学研究科 教授 海馬苔状線維シナプス・局所神経回路のスクラップ＆ビルド 3,500,000 1,050,000 新規 31-32

10 新学術領域研究（研究領域提案型） 彌田 智一 ハリス理化学研究所 教授 ３次元金属ナノ構造量産プロセスとキラル機能探索 6,500,000 1,950,000 継続 28-32
11 新学術領域研究（研究領域提案型） 廣川 純也 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 眼窩前頭皮質-線条体ネットワークの持続的活動による意志力維持のメカニズム 2,900,000 870,000 新規 31-32
12 基盤研究(A) 立木 茂雄 社会学部社会学科 教授 インクルーシブ防災学の構築と体系的実装 6,300,000 1,890,000 継続 29-33
13 基盤研究(A) 池田 謙一 社会学部メディア学科 教授 アジアンバロメータ調査第５波の実施と比較政治実験の統合による政治文化研究の革新 24,400,000 7,320,000 継続 30-32
14 基盤研究(A) 高杉 直 法学部法律学科 教授 アジア国際私法原則の拡充・改善・実施 5,200,000 1,560,000 継続 29-33
15 基盤研究(A) 飛龍 志津子 生命医科学部医情報学科 教授 コウモリの集団飛行に学ぶ，３次元群知能センシングの解明とその工学的応用 8,000,000 2,400,000 継続 30-33
16 基盤研究(A) 櫻井 芳雄 脳科学研究科 教授 高次な記憶情報の活用を実現する機能的神経回路の解析 4,000,000 1,200,000 継続 28-32
17 基盤研究(A) 貫名 信行 脳科学研究科 教授 中枢神経系無髄神経の包括的分子機能解析 6,300,000 1,890,000 継続 29-33
18 基盤研究(A) 高橋 晋 脳科学研究科 教授 場所細胞活動のリプレイを活用したエピソード記憶メカニズムの理解 7,400,000 2,220,000 新規 31-35
19 基盤研究(A) 大中 有信 司法研究科 教授 日独法学交渉史と現代日本法の形成に関する総合的研究 3,400,000 1,020,000 継続 28-31
20 基盤研究(A) 小西 行郎 研究開発推進機構（チェア・プロフェッサー） 教授 『機能リズム障害としての自閉症』仮説検証 4,500,000 1,350,000 継続 28-32
21 基盤研究(A) 吉川 研一 研究開発推進機構（自己組織化科学研究センター） 嘱託研究員 超並列自律システムとしての生命体：その本質の追究 4,200,000 1,260,000 継続 27-31
22 基盤研究(B) 藤本 昌代 社会学部社会学科 教授 フランスにおける研究開発系専門職の職域連携による集合知：知識移転と社会的流動性 3,700,000 1,110,000 継続 29-32
23 基盤研究(B) 尾嶋 史章 社会学部社会学科 教授 NEETに関する比較社会学的研究：日仏独蘭英における個人的要因と制度的要因 3,900,000 1,170,000 継続 29-31
24 基盤研究(B) 木原 活信 社会学部社会福祉学科 教授 ジョージ・ミュラーのキリスト教福祉思想が日本社会事業へ与えた影響に関する研究 700,000 210,000 新規 31-35
25 基盤研究(B) 山田 礼子 社会学部教育文化学科 教授 グローバル対応型STEM高等教育の国際比較を通した頭脳循環プログラム開発研究 3,000,000 900,000 継続 29-32
26 基盤研究(B) 木下 麻奈子 法学部法律学科 教授 「法的社会化」概念による契約意識の再構成 ― 契約意識はどのように変わるか 1,700,000 510,000 新規 31-34
27 基盤研究(B) 川本 哲郎 法学部法律学科 教授 交通犯罪予防の多角的研究―陸海空の総合的規制を目指して 2,300,000 690,000 新規 31-33
28 基盤研究(B) 飯田 健 法学部政治学科 教授 投票外参加の日米比較：確率標本によるインターネット調査を用いた因果推論の精緻化 800,000 240,000 継続 27-31
29 基盤研究(B) 大矢根 聡 法学部政治学科 教授 日本の経済外交の全体像とその歴史的検証、理論的モデルの提起 3,800,000 1,140,000 継続 30-32
30 基盤研究(B) 三野 和雄 経済学部経済学科 教授 マクロ経済政策の再検討 ー 経済主体の異質性をめぐって ー 3,400,000 1,020,000 新規 31-34
31 基盤研究(B) 中川 優 商学部商学科 教授 グローバル連結管理会計に関する総合的研究 4,300,000 1,290,000 継続 29-31
32 基盤研究(B) 藤本 哲史 政策学部政策学科 教授 理系女性研究者の出産・育児と多様なキャリアの形成に関する縦断研究 1,600,000 480,000 継続 30-34
33 基盤研究(B) 川井 圭司 政策学部政策学科 教授 スポーツ事故をめぐる補償制度の国際比較研究 3,200,000 960,000 継続 30-33
34 基盤研究(B) 月村 太郎 政策学部政策学科 教授 紛争地域における「記憶」と「安全保障化」のメカニズム－「東地中海地域」を事例に 1,500,000 450,000 新規 31-34
35 基盤研究(B) 下嶋 篤 文化情報学部文化情報学科 教授 図的推論における抽象情報処理の総合的研究 2,500,000 750,000 継続 27-31
36 基盤研究(B) 波多野 賢治 文化情報学部文化情報学科 教授 データ利活用アプリケーションのためのソフトウェア開発環境構築に関する研究 2,900,000 870,000 継続 30-33
37 基盤研究(B) 沈 力 文化情報学部文化情報学科 教授 ＜語＞の本質に関する総合的研究―孤立型・膠着型・複統合型言語の語形成と句形成― 2,900,000 870,000 新規 31-34
38 基盤研究(B) 佐藤 健哉 理工学部情報システムデザイン学科 教授 セキュリティ・プライバシを考慮したITSネットワークモデルの構築 2,900,000 870,000 継続 28-31
39 基盤研究(B) 片桐 滋 理工学部情報システムデザイン学科 教授 パターン認識におけるクラス境界評価基準の構築 2,700,000 810,000 継続 30-34
40 基盤研究(B) 和田 元 理工学部電気工学科 教授 水素負イオン源プラズマ電極での水素反射と脱離 2,000,000 600,000 継続 29-32
41 基盤研究(B) 小山 大介 理工学部電気工学科 教授 超音波による液晶ダイナミクスと高速光計測への展開 5,000,000 1,500,000 新規 31-33
42 基盤研究(B) 辻内 伸好 理工学部機械システム工学科 教授 無重力環境や老化による筋機能低下の原因解明と予防装置の開発 2,200,000 660,000 継続 29-32
43 基盤研究(B) 松岡 敬 理工学部機械システム工学科 教授 量子ビームを用いた摺動界面のメカノオペランド計測に基づく境界潤滑層の動的挙動解析 4,100,000 1,230,000 継続 30-32
44 基盤研究(B) 大窪 和也 理工学部エネルギー機械工学科 教授 炭素繊維強化複合材料の接合部の面内外荷重に対する設計規準の確立と耐久性の改善 9,200,000 2,760,000 新規 31-34
45 基盤研究(B) 北岸 宏亮 理工学部機能分子・生命化学科 准教授 体内時計調節システムにおける内在性一酸化炭素の機能解明 2,100,000 630,000 継続 29-31
46 基盤研究(B) 塩井 章久 理工学部化学システム創成工学科 教授 マイクロ空間動力としての自己運動系の研究 900,000 270,000 継続 28-31
47 基盤研究(B) 塚越 一彦 理工学部化学システム創成工学科 教授 相分離混相流を利用した分離分析の学術的体系化と実用的技術改良 2,400,000 720,000 継続 29-32
48 基盤研究(B) 竹中 壮 理工学部化学システム創成工学科 教授 金属酸化物ナノシートを利用した新規貴金属―酸化物界面の創成 3,400,000 1,020,000 継続 29-31
49 基盤研究(B) 堤 浩之 理工学部環境システム学科 教授 アフガニスタンの活断層分布図の作成と首都カブールの地震危険度評価 2,900,000 870,000 継続 29-31
50 基盤研究(B) 川口 周 理工学部数理システム学科 教授 Berkovich 解析空間とトロピカル幾何，代数・数論力学系の展開 2,300,000 690,000 継続 30-34
51 基盤研究(B) 竹井 義次 理工学部数理システム学科 教授 特異摂動型微分方程式の解の大域構造と完全WKB解析 1,200,000 360,000 新規 31-35
52 基盤研究(B) 仲町 英治 生命医科学部医工学科 教授 圧電材料を用いた神経ネットワーク再生用三次元力学・電磁場刺激バイオリアクタの開発 2,800,000 840,000 継続 29-31
53 基盤研究(B) 山本 浩司 生命医科学部医工学科 准教授 軟骨遺伝子転写応答のin-situフィードバックによる最適力学負荷システムの開発 4,400,000 1,320,000 継続 30-32
54 基盤研究(B) 田中 和人 生命医科学部医工学科 教授 ナノカーボンを用いた樹脂含浸に優れたCFRTP成形法の開発とその機構解明 3,800,000 1,140,000 新規 31-34
55 基盤研究(B) 小林 耕太 生命医科学部医情報学科 准教授 非侵襲・新型人工内耳の開発 2,500,000 750,000 継続 29-32
56 基盤研究(B) 秋山 いわき 生命医科学部医情報学科 教授 中出力超音波照射による生物の発生と成長への影響とその安全性評価 4,400,000 1,320,000 新規 31-33
57 基盤研究(B) 西川 喜代孝 生命医科学部医生命システム学科 教授 ラメラボディ様構造を誘導し感染防御に働く次世代抗インフルエンザ薬の創出 3,400,000 1,020,000 継続 29-32
58 基盤研究(B) 石井 好二郎 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 全国大規模調査による思春期小児の身体活動･生活習慣と睡眠の検討 4,400,000 1,320,000 継続 30-32
59 基盤研究(B) 井澤 鉄也 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 脂肪由来幹細胞の分化を制御する運動療法の新しい分子機構：細胞内アミノ酸代謝の役割 3,400,000 1,020,000 新規 31-34
60 基盤研究(B) 福岡 義之 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 ヒトの歩・走行能力を支える代謝系統合調節の探究 4,500,000 1,350,000 新規 31-33
61 基盤研究(B) 中谷内 一也 心理学部心理学科 教授 災害リスク対策導入の波及効果：他ハザードへの認知・行動に及ぼす影響 300,000 90,000 継続 28-31
62 基盤研究(B) 石川 信一 心理学部心理学科 教授 文化適応型認知行動療法とプログラム採用型認知行動療法の比較検討 3,100,000 930,000 新規 31-35
63 基盤研究(B) 水谷 智 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 間帝国的関係性からみた植民地支配と抵抗―比較・協力・並存・移動の史的構造 2,300,000 690,000 継続 28-31
64 基盤研究(B) 宇佐見 耕一 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 ポスト新自由主義時代におけるラテンアメリカの人権レジーム：地域統合と各国での実践 1,800,000 540,000 新規 31-34
65 基盤研究(B) 太田 修 グローバル・スタディーズ研究科 教授 日韓国交正常化交渉および戦後日韓関係に関する基礎的研究 1,700,000 510,000 継続 28-31
66 基盤研究(B) 中西 久枝 グローバル・スタディーズ研究科 教授 ムスリム女性移住労働者の国際移動とオートノミーに関する比較実証研究 3,200,000 960,000 新規 31-33
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67 基盤研究(B) 藤山 文乃 脳科学研究科 教授 大脳基底核に埋め込まれた新しい神経路の同定と機能解明 2,400,000 720,000 継続 28-31
68 基盤研究(B) 坂場 武史 脳科学研究科 教授 哺乳類中枢シナプス伝達・短期可塑性メカニズムの解明 3,800,000 1,140,000 継続 30-32
69 基盤研究(B) 高森 茂雄 脳科学研究科 教授 興奮性神経伝達物質グルタミン酸のシナプス小胞再充填機構の包括的解明 4,800,000 1,440,000 新規 31-33
70 基盤研究(B) 浅野 有紀 司法研究科 教授 トランスナショナル・ローの法理論―多元的法とガバナンス 3,200,000 960,000 継続 28-31
71 基盤研究(B) 佐久間 毅 司法研究科 教授 私法の基本原則と信託の法理　―その相互作用― 3,900,000 1,170,000 継続 29-31
72 基盤研究(B) 中西 正 司法研究科 教授 平時実体法と倒産実体法との一貫性を持たせた私法理論の確立 3,600,000 1,080,000 新規 31-34
73 基盤研究(B) 原田 隆史 免許資格課程センター 教授 公共図書館の多様な活動を評価する統合的指標の開発 5,000,000 1,500,000 新規 31-35
74 基盤研究(B) 山中 智行 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 変性神経細胞におけるダイナミックなクロマチン構造変化の同定 3,900,000 1,170,000 継続 30-33
75 基盤研究(B) 今村　行雄 研究開発推進機構 学術研究員 敗血症性脳症の非侵襲計測と分子病態の統合解析による積極的治療介入の再考察 2,100,000 630,000 継続 29-33
76 基盤研究(B) 春田 正和 研究開発推進機構 准教授 大容量蓄電池の実現を目指した電極界面構造の人工操作とイオン伝導特性の最適化 5,700,000 1,710,000 新規 31-33
77 基盤研究(B) 藤井 透 研究開発推進機構（先端複合材料研究センター） 嘱託研究員 サブミクロンガラス繊維によるCFRTPの機械的特性、耐久性向上とそのメカニズム 3,500,000 1,050,000 継続 30-32
78 基盤研究(B)（特設） 西澤 由隆 法学部政治学科 教授 日本におけるヘイトスピーチの心的基盤と法規範形成の研究 2,800,000 840,000 継続 29-31
79 基盤研究(B)（特設） 月村 太郎 政策学部政策学科 教授 武力紛争後状況の多元的研究－ボスニア紛争を通した専門分野間の対話の試み 2,200,000 660,000 継続 29-31
80 基盤研究(B)（特設） 下原 勝憲 理工学部情報システムデザイン学科 教授 コミュニティの再構築を可能とするトラストとしての関係資産の可視化・運用システム 2,500,000 750,000 継続 29-31
81 基盤研究(B)（特設） 木村 佳文 理工学部機能分子・生命化学科 教授 イオン液体の不均一場を活用した化学反応の選択性の制御 2,000,000 600,000 継続 29-31
82 基盤研究(B)（特設） 松久 玲子 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 ラテンアメリカの国際労働移動におけるジェンダー・エスニシティによる国際分業の変容 0 0 継続 28-31
83 基盤研究(C) 森山 央朗 神学部神学科 教授 「ハディースの徒」の社会史的研究：スンナ派の形成・浸透過程の解明に向けて 0 0 継続 26-31
84 基盤研究(C) 中野 泰治 神学部神学科 准教授 合意形成および社会形成の基盤理論としての完全論 600,000 180,000 継続 28-31
85 基盤研究(C) 勝又 悦子 神学部神学科 准教授 ユダヤ教における「デモクラティア」・「自由」の出現 600,000 180,000 継続 28-31
86 基盤研究(C) ＣＯＨＥＮ Ａｄａ・Ｔ． 神学部神学科 教授 Ancient Anatolia and the Bible: Legal Royal Prerogatives and Prescribed Rituals 800,000 240,000 継続 29-32
87 基盤研究(C) 小原 克博 神学部神学科 教授 科学技術時代における宗教倫理の展開─「不在者の倫理」の構築 800,000 240,000 継続 29-32
88 基盤研究(C) 関谷 直人 神学部神学科 教授 多宗教・多文化環境下における「霊的ケア」の研究 700,000 210,000 継続 29-31
89 基盤研究(C) 四戸 潤弥 神学部神学科 教授 日本におけるイスラーム法学の先駆者アフマド有賀文八郎;の原資料の研究と整理 400,000 120,000 継続 30-32
90 基盤研究(C) 勝山 貴之 文学部英文学科 教授 シェイクスピア作品におけるグローバル経済の影響と物質文化への人々の関心 500,000 150,000 継続 28-32
91 基盤研究(C) 石塚 則子 文学部英文学科 教授 ウォートンの創作と建築の連携―空間の創出から文学的想像力へ 0 0 継続 28-31
92 基盤研究(C) 白川 恵子 文学部英文学科 教授 初期アメリカにおける奴隷叛乱事件――文学的・文化的想像力の創生と影響 500,000 150,000 継続 28-32
93 基盤研究(C) 大沼 由布 文学部英文学科 准教授 ヨーロッパ中世における博物学的知識の伝承ー中東及び古代・近世との関わり 700,000 210,000 継続 29-33
94 基盤研究(C) ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ Ｍａｒｋ 文学部英文学科 教授 The Art and Letters of Robert Frost 500,000 150,000 継続 29-33
95 基盤研究(C) 菅原 真理子 文学部英文学科 教授 英語の語強勢の有標性が英語母語話者と英語学習者の発話と知覚におよぼす影響 500,000 150,000 継続 29-33
96 基盤研究(C) 田中 貴子 文学部英文学科 准教授 ペアワークにおける学習とL2モチベーション：社会文化理論からの考察 500,000 150,000 継続 29-33
97 基盤研究(C) 藤井 光 文学部英文学科 教授 21世紀アメリカ小説における「偶然の土着性」について 700,000 210,000 継続 30-33
98 基盤研究(C) 瀧田 健介 文学部英文学科 准教授 統語的対象物のラベル付けと線状化に関する比較統語論研究 1,000,000 300,000 継続 30-32
99 基盤研究(C) 能登原 祥之 文学部英文学科 教授 典型的な構文指導リストの再編と発話行為との関連付けに関する実証的研究 600,000 180,000 継続 30-32

100 基盤研究(C) ＣＨＡＮＤＬＥＲ Ｄ・Ｊ． 文学部英文学科 教授 Charles Dibdin and the Development of Modern Entertainment 800,000 240,000 新規 31-33
101 基盤研究(C) 臼井 雅美 文学部英文学科 教授 記憶と対峙するWorld Literature：英語圏文学とアジア圏文学の融合 600,000 180,000 新規 31-35
102 基盤研究(C) 川島 健 文学部英文学科 教授 State-of-the-Nation Playsと1970年代英国演劇 1,000,000 300,000 新規 31-34
103 基盤研究(C) 中川 明才 文学部哲学科 教授 イェーナ期フィヒテにおける共同性に関する研究 0 0 継続 28-31
104 基盤研究(C) 岸 文和 文学部美学芸術学科 教授 戦間期東アジアにおける日本製品広告の視覚文化論：幸福表象の現地化を手がかりに 900,000 270,000 継続 29-31
105 基盤研究(C) 大愛 崇晴 文学部美学芸術学科 准教授 ジュゼッペ・タルティーニの理論的著作における音楽の数学的基礎づけとその思想的背景 800,000 240,000 新規 31-33
106 基盤研究(C) 小林 丈広 文学部文化史学科 教授 歴史学の成り立ちをめぐる基礎的研究―京都史学史の視座から― 1,300,000 390,000 継続 29-31
107 基盤研究(C) 阿部 俊大 文学部文化史学科 准教授 13世紀の教皇庁とイベリア半島諸国におけるムスリム認識 1,000,000 300,000 継続 29-31
108 基盤研究(C) 瀬崎 圭二 文学部国文学科 教授 テレビ文化黎明期におけるテレビドラマの芸術性と〈文学〉 500,000 150,000 継続 29-32
109 基盤研究(C) 板垣 竜太 社会学部社会学科 教授 体制形成期北朝鮮の言語規範化に関する政治文化史的研究 0 0 継続 28-31
110 基盤研究(C) 山田 裕子 社会学部社会福祉学科 教授 認知症カフェスタッフの認知症の人とその家族の顕在的・潜在的ニーズに対する認識 1,300,000 390,000 新規 31-33
111 基盤研究(C) 小黒 純 社会学部メディア学科 教授 「社会派ドキュメンタリー」制作過程の研究 0 0 継続 28-31
112 基盤研究(C) 竹内 幸絵 社会学部メディア学科 教授 黎明期広告業界誌『プレスアルト』広告現物全調査に基づく関西の広告史研究 1,100,000 330,000 継続 28-31
113 基盤研究(C) 浦坂 純子 社会学部産業関係学科 教授 キャリアの選択肢としてのNPO・社会貢献活動－就業の多様化を背景に－ 1,100,000 330,000 継続 28-32
114 基盤研究(C) 吉田 亮 社会学部教育文化学科 教授 第二次大戦期アメリカ日系宗教の二世教育活動 0 0 継続 27-31
115 基盤研究(C) 越水 雄二 社会学部教育文化学科 准教授 1720年代から1820年代フランスにおける市民教育論の形成に関する研究 1,000,000 300,000 継続 28-31
116 基盤研究(C) 吉田 亮 社会学部教育文化学科 教授 第二次大戦後日本の教育再建と日系キリスト教 1,200,000 360,000 新規 31-34
117 基盤研究(C) 戒能 通弘 法学部法律学科 教授 近代英米の法の支配伝統の再検討－わが国への示唆－ 600,000 180,000 継続 29-31
118 基盤研究(C) 舩津 浩司 法学部法律学科 教授 株主の退出権の総合的研究 800,000 240,000 継続 29-32
119 基盤研究(C) 新井 京 法学部法律学科 教授 外国軍隊による「支配」の現代的諸相が国際人道法に及ぼす影響に関する研究 800,000 240,000 継続 30-32
120 基盤研究(C) 金 春 法学部法律学科 教授 国際倒産の諸問題ーアジア太平洋諸国における海運会社の倒産を契機として 700,000 210,000 継続 30-34
121 基盤研究(C) 川和 功子 法学部法律学科 教授 高度情報化社会における取引の種類、消費者の類型に応じた消費者法制についての研究 700,000 210,000 継続 30-33
122 基盤研究(C) 川嶋 四郎 法学部法律学科 教授 「法教育」の具体化のための「民事裁判と文学」に関する理論的実践研究 1,000,000 300,000 継続 30-32
123 基盤研究(C) 西村 安博 法学部法律学科 教授 日本中世の裁判手続における事実認定と手続的判断に関する法制史的研究 900,000 270,000 新規 31-35
124 基盤研究(C) 白井 正和 法学部法律学科 教授 上場企業の現代的課題に対応した企業法制の検討 700,000 210,000 新規 31-35
125 基盤研究(C) 黒坂 則子 法学部法律学科 教授 日米の土地環境問題における土地所有者の責任と地方自治体の役割 1,300,000 390,000 新規 31-34
126 基盤研究(C) 力久 昌幸 法学部政治学科 教授 イギリスのEU国民投票とイングランド・ナショナリズムの政治化に関する研究 500,000 150,000 継続 29-31
127 基盤研究(C) 村田 晃嗣 法学部政治学科 教授 都市は外交する――都市からの外交、都市への外交 900,000 270,000 継続 29-31
128 基盤研究(C) 鈴木 絢女 法学部政治学科 准教授 エリートの凝集性からみる体制変動：フィリピンとマレーシアの比較研究 1,300,000 390,000 新規 31-33
129 基盤研究(C) 茂見 岳志 経済学部経済学科 教授 偏微分方程式を用いた社会的選択理論の研究 0 0 継続 26-31
130 基盤研究(C) 石田 葉月 経済学部経済学科 教授 再生可能エネルギーの化石燃料削減効果に関する研究－宮古島市を事例として－ 500,000 150,000 継続 27-31
131 基盤研究(C) 大野 隆 経済学部経済学科 教授 労働者の異質性によって生じる富と所得の不平等に関するマクロ動学分析 800,000 240,000 継続 28-32
132 基盤研究(C) 荒渡 良 経済学部経済学科 准教授 賃金分布と資産分布の決定メカニズム：労働サーチ理論を導入したマクロ経済分析 600,000 180,000 継続 29-32
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133 基盤研究(C) 宮澤 和俊 経済学部経済学科 教授 高齢者の経済的役割と政策評価に関する理論研究－世代間の時間移転と結合生産 1,000,000 300,000 継続 29-31
134 基盤研究(C) 田中 靖人 経済学部経済学科 教授 寡占における技術革新，ライセンス，ロイヤルティをめぐる理論および政策の一般的研究 1,100,000 330,000 継続 30-32
135 基盤研究(C) 鹿野 嘉昭 経済学部経済学科 教授 わが国における近代銀行制度の成立過程 600,000 180,000 新規 31-33
136 基盤研究(C) 菅 一城 経済学部経済学科 教授 バジルドン・ニュータウンと戦後英国都市社会の変容：1949年～1986年 600,000 180,000 新規 31-35
137 基盤研究(C) 宮本 大 経済学部経済学科 教授 幅広い人材を育成するための人的ネットワーク活用に関する実証研究 400,000 120,000 新規 31-33
138 基盤研究(C) 山森 亮 経済学部経済学科 教授 A grassroots feminist economic thought:   connecting feminist economics with the oral historical research on the British working-class Women's Liberation movement 600,000 180,000 新規 31-35
139 基盤研究(C) 牧 大樹 商学部商学科 教授 不確実なモデルによる経済時系列の予測 0 0 継続 28-31
140 基盤研究(C) 高橋 広行 商学部商学科 准教授 農業と食を通じた地域ブランド化の研究 0 0 継続 28-31
141 基盤研究(C) 冨田 健司 商学部商学科 教授 知識の取引を活性化させるマーケティング戦略の構築 800,000 240,000 継続 28-32
142 基盤研究(C) 長沼 健 商学部商学科 教授 国際商取引における実務の形成・定着と多文化の影響-ソフトローと文化要因の関係性- 0 0 継続 28-31
143 基盤研究(C) 瓜生原 葉子 商学部商学科 准教授 臓器提供意思表示行動など高関与型向社会的行動の説明モデルの構築と検証 0 0 継続 28-31
144 基盤研究(C) 内藤 徹 商学部商学科 教授 南海トラフ地震における事前復興政策の官民協働に関する経済分析 700,000 210,000 継続 28-31
145 基盤研究(C) 辻村 元男 商学部商学科 教授 曖昧性を考慮したリアルオプション・アプローチによる環境政策評価モデルの開発と応用 1,100,000 330,000 継続 30-32
146 基盤研究(C) 関 智宏 商学部商学科 教授 日本中小企業による国際化が日本の企業組織に変革をもたらすプロセスの解明 1,100,000 330,000 継続 30-32
147 基盤研究(C) 久松 太郎 商学部商学科 准教授 山片蟠桃の経済理論とその政策論の再検討 1,400,000 420,000 新規 31-33
148 基盤研究(C) 河合 隆治 商学部商学科 教授 業績管理システムとリスクマネジメントとの連携に関する実証研究 700,000 210,000 新規 31-34
149 基盤研究(C) 佐藤 郁哉 商学部商学科 教授 数値指標中心の教育研究評価と新公共経営(NPM)の関係に関する制度論的研究 600,000 180,000 新規 31-34
150 基盤研究(C) 武藏 勝宏 政策学部政策学科 教授 イギリス貴族院における制定法文書審査に関する研究 500,000 150,000 継続 29-31
151 基盤研究(C) 川浦 昭彦 政策学部政策学科 教授 議会議事録を活用した地方自治体における意思決定過程の研究 500,000 150,000 継続 29-31
152 基盤研究(C) 太田 肇 政策学部政策学科 教授 承認欲求に働きかける組織・人的資源管理の効果に関する実証的研究 800,000 240,000 継続 30-33
153 基盤研究(C) ＦＥＬＤＭＡＮ Ｏｆｅｒ 政策学部政策学科 教授 Symbolic Politics and the Ascendance of Rhetoric: An inquiry into Political Symbols, their Usage and Role in Japan 1,800,000 540,000 新規 31-33
154 基盤研究(C) 野田 遊 政策学部政策学科 教授 人口減少自治体の行政体制再編：日米豪比較によるハイブリッド・ガバメントの提案 1,100,000 330,000 新規 31-33
155 基盤研究(C) 久保 真人 政策学部政策学科 教授 医療のサービス産業化、女性医師増加の中医師の働き方の課題と改善策についての研究 700,000 210,000 新規 31-33
156 基盤研究(C) 福田 智子 文化情報学部文化情報学科 教授 古典籍の保存・継承のための画像・テキストデータベースの構築と日本文化の歴史的研究 0 0 継続 28-31
157 基盤研究(C) 宿久 洋 文化情報学部文化情報学科 教授 複数情報源非類似性データに対するデータマッチング法に関する研究 900,000 270,000 継続 29-31
158 基盤研究(C) 原 尚幸 文化情報学部文化情報学科 教授 ビッグデータ時代のグラフィカルモデル推測理論の新展開 700,000 210,000 継続 29-32
159 基盤研究(C) 杉本 裕二 文化情報学部文化情報学科 教授 防災訓練のための臨場感体験型協調環境とコンセプトマップによる意思決定支援 1,100,000 330,000 継続 29-31
160 基盤研究(C) 阪田 真己子 文化情報学部文化情報学科 教授 伝統芸能における「場」の生成に関する総合的研究 500,000 150,000 継続 29-31
161 基盤研究(C) 金 明哲 文化情報学部文化情報学科 教授 データサイエンスに基づいた日本文体変化分析とその構造のモデリング 1,400,000 420,000 継続 30-32
162 基盤研究(C) 大塚 幸生 文化情報学部文化情報学科 助教 統計学習に基づく時間認知と個人の時間管理行動との関連性及びその神経基盤の解明 600,000 180,000 継続 30-32
163 基盤研究(C) 杉尾 武志 文化情報学部文化情報学科 教授 図的表現を用いた思考トレーニングによる空間的知能への影響およびその客観的評価 1,400,000 420,000 新規 31-33
164 基盤研究(C) 渡部 広一 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 画像解析と人間の常識知識に基づく画像認識システム 800,000 240,000 継続 28-31
165 基盤研究(C) 程 俊 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 空間結合符号のユニバーサル性を活かした多重接続通信の理論限界達成に関する研究 0 0 継続 28-31
166 基盤研究(C) 加藤 恒夫 理工学部インテリジェント情報工学科 准教授 日本人小学生の英語音声の音韻的特徴と音声知覚の追跡的分析 1,000,000 300,000 継続 29-31
167 基盤研究(C) 橋本 雅文 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 二輪車ITS：LiDAR-IoTによる狭隘道路環境での協調予防安全システム 800,000 240,000 継続 30-32
168 基盤研究(C) 芳賀 博英 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 大規模マルチエージェントシミュレーション用基盤の構築と社会シミュレーション 700,000 210,000 継続 30-32
169 基盤研究(C) 大久保 雅史 理工学部情報システムデザイン学科 教授 コミュニケーションにおける視覚的ノンバーバル情報の効果とそのモデル化 1,000,000 300,000 継続 30-32
170 基盤研究(C) 山本 誠一 理工学部情報システムデザイン学科 教授 会話エージェントを利用するｊoining-in-type型CALLの研究 2,100,000 630,000 新規 31-33
171 基盤研究(C) 高橋 康人 理工学部電気工学科 准教授 電気機器高精度損失評価への応用へ向けた領域分割・時間分割併用型並列電磁界解析法 600,000 180,000 継続 29-31
172 基盤研究(C) 加藤 利次 理工学部電気工学科 教授 グリッドシステムの連系拡大のための安定性の確保法の開発 800,000 240,000 継続 29-31
173 基盤研究(C) 井上 馨 理工学部電気工学科 教授 電動車両の負荷特性を考慮した省エネルギー駆動のための高効率最適軌道の設計 1,100,000 330,000 継続 30-32
174 基盤研究(C) 馬場 吉弘 理工学部電気工学科 教授 航空機用炭素繊維強化プラスチックの雷電磁環境解析法の開発と耐雷設計法の立案 1,000,000 300,000 継続 30-32
175 基盤研究(C) 鈴木 将之 理工学部電気工学科 准教授 時間伸張フーリエ分光による広帯域光パルス形成機構理解の開拓 1,100,000 330,000 継続 30-32
176 基盤研究(C) 出口 博之 理工学部電子工学科 教授 高度ワイヤレス環境構築のための電波特異伝搬素子および放射系への応用に関する研究 800,000 240,000 継続 27-31
177 基盤研究(C) 佐藤 祐喜 理工学部電子工学科 教授 エアロゾルデポジションによるハイブリッド複合膜の創製 1,800,000 540,000 新規 31-33
178 基盤研究(C) 宮本 博之 理工学部機械システム工学科 教授 超微細結晶材料の粒界誘起塑性に起因する展性を活用した二次加工性向上 1,200,000 360,000 継続 30-32
179 基盤研究(C) 廣垣 俊樹 理工学部機械システム工学科 教授 協働双腕スカラーロボットの巧妙俊敏なプレート操りグラスプレス・ハンドリング 1,300,000 390,000 新規 31-33
180 基盤研究(C) 高岡 正憲 理工学部エネルギー機械工学科 教授 十分に発達した乱流における時間的・空間的多重状態と記憶 0 0 継続 28-31
181 基盤研究(C) 高岡 正憲 理工学部エネルギー機械工学科 教授 ３次元乱流中に自発的に現れる２次元構造とエネルギー伝達の時間的・空間的揺らぎ 1,000,000 300,000 新規 31-33
182 基盤研究(C) 田中 達也 理工学部エネルギー機械工学科 教授 半凝固二相アルミニウム合金の結晶粒超微細化による圧縮加工性向上 2,000,000 600,000 新規 31-33
183 基盤研究(C) 伊藤 彰人 理工学部エネルギー機械工学科 准教授 人の行動理解に基づく人とロボットの協調動作の実現 1,300,000 390,000 新規 31-33
184 基盤研究(C) 古賀 智之 理工学部機能分子・生命化学科 教授 自己組織性ペプチドマルチブロックポリマーを基盤とするスマートナノ材料の創成 1,000,000 300,000 継続 29-31
185 基盤研究(C) 水谷 義 理工学部機能分子・生命化学科 教授 骨をモデルとしたヒドロキシアパタイトの結晶成長制御による高靱性複合材料の開発 1,400,000 420,000 継続 29-31
186 基盤研究(C) 加藤 将樹 理工学部機能分子・生命化学科 教授 遷移金属酸化物における強相関電子制御と革新的熱電材料の創発 1,300,000 390,000 新規 31-33
187 基盤研究(C) 遠藤 太佳嗣 理工学部機能分子・生命化学科 准教授 イオン液体はなぜ融点が低いか：配座エントロピーの役割の解明 1,700,000 510,000 新規 31-34
188 基盤研究(C) 森 康維 理工学部化学システム創成工学科 教授 大きさの揃ったナノ粒子の調製と規則配列堆積膜の作製 1,000,000 300,000 継続 30-32
189 基盤研究(C) 吉田 幹生 理工学部化学システム創成工学科 准教授 スラリーの粘度低減効果に及ぼす微小粒子添加時の液体条件および添加条件の影響 1,200,000 360,000 新規 31-33
190 基盤研究(C) 関 穣慶 理工学部環境システム学科 准教授 量子エンタングルメントに関するS行列理論と弦理論研究 900,000 270,000 継続 29-31
191 基盤研究(C) 大園 享司 理工学部環境システム学科 教授 菌類の機能形質に着目した多様性指標に基づく森林土壌の分解機能予測 1,200,000 360,000 継続 30-32
192 基盤研究(C) 福間 浩司 理工学部環境システム学科 准教授 過去400年間の地磁気強度の変化 1,300,000 390,000 新規 31-33
193 基盤研究(C) 赤尾 聡史 理工学部環境システム学科 准教授 分子設計されたキトサン－L-乳酸塩を経由する新規のL-乳酸製造プロセスの開発 700,000 210,000 新規 31-33
194 基盤研究(C) 盛満 正嗣 理工学部環境システム学科 教授 ナノアモルファスコンポジット材料によるイオンセンシング 1,000,000 300,000 新規 31-33
195 基盤研究(C) 長谷川 元洋 理工学部環境システム学科 教授 環境撹乱に対する土壌動物群集の変化を安定同位体比によって簡易に計測する手法の開発 1,100,000 330,000 新規 31-34
196 基盤研究(C) 横尾 頼子 理工学部環境システム学科 助教 大気降下物のマルチ同位体比による大気・地圏環境への自然・人為起源物質流入の指標化 1,700,000 510,000 新規 31-33
197 基盤研究(C) 河野 明 理工学部数理システム学科 教授 ゲージ群のトポロジーの研究 0 0 継続 27-31
198 基盤研究(C) 今井 仁司 理工学部数理システム学科 教授 微分方程式の解の滑らかさの可視化による数値計算の品質保証に関する基礎研究 900,000 270,000 継続 30-32
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199 基盤研究(C) 剣持 貴弘 生命医科学部医工学科 教授 DNA高次構造と遺伝子活性のON/OFFスイッチング：実験・理論・計算による探求 700,000 210,000 継続 29-31
200 基盤研究(C) 片山 傅生 生命医科学部医工学科 教授 エレクトロスピニングによる骨再生用アパタイト被覆ポリ乳酸ナノファイバー足場の開発 1,100,000 330,000 継続 29-31
201 基盤研究(C) 積際 徹 生命医科学部医工学科 教授 作業動特性に対する人間の認知能力解明と筋・脳賦活状態に関する解析手法の創成 1,300,000 390,000 継続 30-32
202 基盤研究(C) 奥村 直毅 生命医科学部医工学科 准教授 フックス角膜内皮ジストロフィにおけるCTG反復配列の伸長の病態における意義の解明 1,200,000 360,000 継続 30-32
203 基盤研究(C) 伊藤 利明 生命医科学部医工学科 教授 圧縮センシング・スパースモデルを用いたBCIによるマルチコプターの飛行制御 900,000 270,000 継続 30-32
204 基盤研究(C) 森田 有亮 生命医科学部医工学科 教授 軟骨細胞/アルギン酸ファイバーによる3次元編み構造培養軟骨の創製技術の開発 1,300,000 390,000 新規 31-33
205 基盤研究(C) 小泉 範子 生命医科学部医工学科 教授 フックス角膜内皮ジストロフィの病態におけるmTORシグナルの意義 1,000,000 300,000 新規 31-33
206 基盤研究(C) 大江 洋平 生命医科学部医情報学科 教授 Borrowing Hydrogen法による芳香環側鎖の効率的修飾法の開発 1,100,000 330,000 継続 29-31
207 基盤研究(C) 貞包 浩一朗 生命医科学部医情報学科 准教授 塩が誘起する有機溶媒水溶液の長距離秩序構造と２次元流体的な臨界挙動 1,100,000 330,000 継続 30-32
208 基盤研究(C) 渡辺 好章 生命医科学部医情報学科 教授 非アルコール性脂肪肝炎の超音波による定量診断と超微量質量分析による発生機序の解明 1,300,000 390,000 継続 30-32
209 基盤研究(C) 太田 哲男 生命医科学部医情報学科 教授 汎用性の高い高分子－芳香環－ルテニウム錯体の合成とその利用 1,000,000 300,000 新規 31-33
210 基盤研究(C) 日和 悟 生命医科学部医情報学科 准教授 マインドフルネスを「見える化」する：進化的最適化による瞑想時脳状態の特性化 1,900,000 570,000 新規 31-33
211 基盤研究(C) 米井 嘉一 生命医科学部医生命システム学科 教授 睡眠と糖化ストレス：メラトニンと蛋白糖化最終産物（AGEs）の関連を探る 900,000 270,000 継続 29-31
212 基盤研究(C) 池川 雅哉 生命医科学部医生命システム学科 教授 イメージング質量分析法を用いた多発性硬化症の超早期バイオマーカー探索 900,000 270,000 継続 29-31
213 基盤研究(C) 祝迫 惠子 生命医科学部医生命システム学科 教授 筋線維芽細胞に着目した肝内胆管癌、膵癌の治療法について 1,300,000 390,000 継続 29-31
214 基盤研究(C) 高部 稚子 生命医科学部医生命システム学科 准教授 糖化ストレスによる骨機能阻害に対するS. sonchifoliusの効果 1,200,000 360,000 継続 30-32
215 基盤研究(C) 堀 哲也 生命医科学部医生命システム学科 准教授 シナプス素量成立時間の生理学的意義の解明 1,200,000 360,000 継続 30-32
216 基盤研究(C) 高橋 美帆 生命医科学部医生命システム学科 助教 強毒性志賀毒素2含有エキソソーム産生抑制による新規腸管出血性大腸菌感染症治療戦略 900,000 270,000 継続 30-32
217 基盤研究(C) 浦野 泰臣 生命医科学部医生命システム学科 准教授 コレステロールエステル化酵素阻害薬によるアルツハイマー病治療薬開発の基盤研究 1,300,000 390,000 新規 31-33
218 基盤研究(C) 和久 剛 生命医科学部医生命システム学科 助教 タンパク質恒常性の破綻による大腸がん増悪メカニズムの解明 900,000 270,000 新規 31-33
219 基盤研究(C) 三田 雄一郎 生命医科学部医生命システム学科 助教 新規noncoding RNA-L-IST-によるSeP翻訳制御メカニズムの解析 1,100,000 330,000 新規 31-33
220 基盤研究(C) 石倉 忠夫 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 運動遂行前の情動喚起メッセージ聴取が運動学習に及ぼす影響 600,000 180,000 継続 29-31
221 基盤研究(C) 竹田 正樹 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 コグニサイズとしてのウェルネスダーツ－認知機能改善の包括的アプローチ－ 800,000 240,000 継続 29-31
222 基盤研究(C) 藤澤 義彦 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 超音波2波法を用いたトレーニングと骨密度・骨質の関連性の検討 1,000,000 300,000 継続 29-31
223 基盤研究(C) 若原 卓 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 准教授 変形性膝関節症患者における大腿四頭筋の筋量分布と筋内脂肪 1,200,000 360,000 継続 30-32
224 基盤研究(C) 渡邊 裕也 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 筋の質的指標である筋輝度の応用可能性の検討（妥当性強化と現場での活用に向けて） 700,000 210,000 継続 30-32
225 基盤研究(C) 海老根 直之 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 准教授 疲労回復を促進する実用的栄養処方確立にむけた基盤研究～水分と糖質補給の観点から～ 1,100,000 330,000 継続 30-32
226 基盤研究(C) 柳田 昌彦 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 高齢者の介護・生活習慣病予防に及ぼす複合運動療法の質的条件に関する検討 1,100,000 330,000 継続 30-32
227 基盤研究(C) 二宮 浩彰 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 クチコミ／ｅクチコミがスポーツ消費者行動における意思決定に及ぼす影響 800,000 240,000 新規 31-34
228 基盤研究(C) 上林 清孝 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 准教授 アスリートの優れた視覚情報処理機能を支える神経基盤の解明 1,200,000 360,000 新規 31-34
229 基盤研究(C) 庄子 博人 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 准教授 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会がスポーツ産業の構造に与える影響 600,000 180,000 新規 31-34
230 基盤研究(C) 竹原 卓真 心理学部心理学科 教授 多角度回転した平均顔表情の認知ネットワーク構築とトポロジ解明に関する研究 0 0 継続 28-31
231 基盤研究(C) 武藤 崇 心理学部心理学科 教授 認知症高齢者を介護する家族の負担感軽減とQOL拡大に対するACTプログラムの効果 1,100,000 330,000 継続 29-32
232 基盤研究(C) 田中 あゆみ 心理学部心理学科 教授 達成目標の認知機能への影響メカニズムの解明：fNIRSを用いた検討 700,000 210,000 継続 30-32
233 基盤研究(C) 杉若 弘子 心理学部心理学科 教授 セルフ・コントロールの二元性に注目した長期行動計画の有効性 500,000 150,000 継続 30-34
234 基盤研究(C) 青山 謙二郎 心理学部心理学科 教授 時間帯制限摂食の肥満防止効果における条件づけの役割の解明とその応用による体重制御 900,000 270,000 新規 31-33
235 基盤研究(C) 畑 敏道 心理学部心理学科 教授 フリーライダー忌避のラット行動モデルの確立 1,600,000 480,000 新規 31-33
236 基盤研究(C) 中村 艶子 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 グローバル時代の女性労働：女性活躍と企業支援 700,000 210,000 継続 28-31
237 基盤研究(C) 吉田 優子 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 大阪方言におけるピッチアクセント型の変化　-　語と句の音韻・統語分析 0 0 継続 28-31
238 基盤研究(C) 玉井 史絵 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 小説と学校－19世紀イギリスにおける文学と教育 300,000 90,000 継続 29-33
239 基盤研究(C) 脇田 里子 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 准教授 デジタルネイティブ世代「不読」留学生の「読む」活動を支援する教育プログラムの開発 500,000 150,000 継続 29-31
240 基盤研究(C) ブルックス ギャビン グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 助教 Bridging the vocabulary gap for English as an Additional Language learners: Establishing an EAL word list 1,300,000 390,000 継続 29-31
241 基盤研究(C) 中田 賀之 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 「教室内英語力評価尺度」を使用した英語授業改善と英語教師の専門的成長 1,100,000 330,000 継続 29-31
242 基盤研究(C) 伊勢 晃 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 ベル・エポック期における文学・美術思潮からみた映画の位相と影響に関する実証的研究 700,000 210,000 継続 30-32
243 基盤研究(C) 長谷部 陽一郎 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 准教授 英語話し言葉コーパスを用いた談話論理構造パターンの認知言語学的分析 500,000 150,000 継続 30-32
244 基盤研究(C) 鈴木 伸子 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 准教授 若手外国人社員の視点を通じた日本型プロアクティブ行動の質的分析 300,000 90,000 新規 31-34
245 基盤研究(C) 浅羽 祐樹 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 １票の格差是正をめぐる議会・司法・有権者間の立法ゲームに関する司法政治論的な分析 0 0 継続 28-31
246 基盤研究(C) 王 柳蘭 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 中国系ディアスポラにおける宗教圏の創出と共生関係の比較研究 1,200,000 360,000 継続 29-31
247 基盤研究(C) 和泉 真澄 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 日本人カナダ移民の還流および国外追放による永住帰国者に関する地域横断的調査研究 800,000 240,000 継続 29-31
248 基盤研究(C) 崎田 智子 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 対話性と響鳴に基づく伝達言語の発話構築と認知のメカニズム：認知語用論的研究 900,000 270,000 継続 30-34
249 基盤研究(C) 石井 香江 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 グローバル社会の男性性と働き方の構造転換：90年代ドイツにおける父親と労組の連携 200,000 60,000 継続 30-32
250 基盤研究(C) 伊藤 玄吾 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 バイフ及びヴィジュネールと16世紀ヘブライ詩学：「詩」概念の新たな展開と実践 600,000 180,000 新規 31-35
251 基盤研究(C) 肥後本 芳男 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 陸と海から見たアメリカ独立革命とアボリショニズムの統合的研究 600,000 180,000 新規 31-35
252 基盤研究(C) 浅羽 祐樹 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 日韓交渉における歴史・安保の争点連関やウィンセットに関する政策決定者の認識と齟齬 800,000 240,000 新規 31-34
253 基盤研究(C) 小野 文生 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 ホモ・パティエンスの人間学―弱さに基づく知と技術的合理性の思想史的研究 900,000 270,000 新規 31-34
254 基盤研究(C) 秋林 こずえ グローバル・スタディーズ研究科 教授 米軍駐留と性暴力―平和安全保障におけるエンパワーメント 700,000 210,000 継続 29-31
255 基盤研究(C) 菅野 優香 グローバル・スタディーズ研究科 准教授 映画祭のポリティックス：米国と日本のクィア・LGBTコミュニティ／アクティビズム 1,200,000 360,000 継続 29-31
256 基盤研究(C) 村田 雄二郎 グローバル・スタディーズ研究科 教授 陳独秀の文字学と言語思想 500,000 150,000 継続 30-32
257 基盤研究(C) 岡野 八代 グローバル・スタディーズ研究科 教授 ケアの倫理の再定位をめざす研究：ネオ・リベラリズムに対抗する公的規範として 900,000 270,000 新規 31-33
258 基盤研究(C) 中西 正 司法研究科 教授 民事再生手続における再生債務者の事業を再構築するプロセスの研究 0 0 継続 28-31
259 基盤研究(C) 奥村 正雄 司法研究科 教授 精神障害に起因する犯罪の被害者支援と加害者の再犯防止 500,000 150,000 継続 29-31
260 基盤研究(C) 横田 光平 司法研究科 教授 子ども法における公私の法主体による支援の法関係構造 400,000 120,000 継続 30-32
261 基盤研究(C) 飯塚 まり ビジネス研究科 教授 マインドフルネスとコンパッションの経営組織への導入：可能性、課題、日本からの提言 1,000,000 300,000 継続 29-31
262 基盤研究(C) 山下 貴子 ビジネス研究科 教授 金融リテラシー水準を考慮したファイナンシャル・マーケティング理論の構築 1,000,000 300,000 継続 30-32
263 基盤研究(C) 木村 寛子（奥平寛子） ビジネス研究科 准教授 採用市場における企業評価情報の役割 1,400,000 420,000 新規 31-33
264 基盤研究(C) 野瀬 義明 ビジネス研究科 准教授 株主価値を最大化するペイアウト政策選択モデルの構築 900,000 270,000 新規 31-33
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265 基盤研究(C) 林（一色） 葉子 人文科学研究所 助教 国際的な人身売買禁止運動と近代日本の買売春政策 700,000 210,000 継続 30-33
266 基盤研究(C) 中井 好男 日本語・日本文化教育センター 助教 日本で学ぶ日本語学習者の社会的アイデンティティとことばの獲得と学習者オートノミー 400,000 120,000 継続 29-31
267 基盤研究(C) ＰＯＯＬＥ Ｇｒｅｇｏｒｙ 国際教育インスティテュート 教授 Study Abroad Students' Identification Practices, Motivations, and Learning Evaluations: Examining Heterogeneity and Fluidity 0 0 継続 29-31
268 基盤研究(C) ＳＴＥＥＬ ＧＩＬＬ 国際教育インスティテュート 教授 Young People and Political Engagement in Britain and Japan 900,000 270,000 新規 31-35
269 基盤研究(C) ＤＡＶＩＳ ＣＯＬＩＮ 国際教育インスティテュート 教授 A Study of the Implications of Innovation Location Patterns for Economic Growth and National Welfare 1,000,000 300,000 新規 31-33
270 基盤研究(C) 田中 希穂 免許資格課程センター 准教授 教職課程履修学生の動機づけと職業アイデンティティ発達に関する縦断的研究 600,000 180,000 継続 29-32
271 基盤研究(C) 奥野 浩之 免許資格課程センター 准教授 ICTを活用した中学校社会科における分野横断型憲法学習プログラムの開発 600,000 180,000 継続 29-33
272 基盤研究(C) 中瀬 浩一 免許資格課程センター 准教授 視線配布分析と授業省察を活用したろう学校若手教員の授業力向上に関する縦断的研究 400,000 120,000 継続 30-33
273 基盤研究(C) 宮﨑 晴子 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 中枢無髄神経の機能解析に関する研究基盤の確立 0 0 継続 28-31
274 基盤研究(C) 村上 由希 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 内因性代謝産物の変動に着目した自閉症スペクトラム症の早期診断バイオマーカーの探索 600,000 180,000 継続 28-31
275 基盤研究(C) 加藤 正晴 研究開発推進機構（赤ちゃん学研究センター） 准教授 リズム障害としての自閉症スペクトラム仮説 900,000 270,000 継続 29-31
276 基盤研究(C) 橋本谷 祐輝 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 乳頭体上核-海馬回路の機能解析 1,100,000 330,000 継続 29-31
277 基盤研究(C) 三木 崇史 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 中枢シナプスにおける同期・非同期性放出の統一的理解 400,000 120,000 継続 30-32
278 基盤研究(C) 森 靖典 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 神経細胞の軸索終末においてエンドソームに由来する小胞の役割 1,000,000 300,000 継続 30-32
279 基盤研究(C) 平井 康治 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 淡蒼球外節ニューロンの聴覚応答と基底核回路に与える影響の解析 500,000 150,000 継続 30-32
280 基盤研究(C) 廣川 純也 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 不確実な状況下の意思決定戦略に関わる神経回路 900,000 270,000 新規 31-34
281 基盤研究(C) 眞部 寛之 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 嗅覚本能回路における嗅皮質‐視床下部外側野回路の機能的役割の解明 900,000 270,000 新規 31-34
282 基盤研究(C) 井出 薫 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 脳情報フィードバック制御を活用した病態進行の予測・改善手法の開発 600,000 180,000 新規 31-35
283 基盤研究(C) 川口 健次 研究開発推進機構 准教授 低酸素過電圧を特徴とするナノ／アモルファスハイブリッド触媒の機能解明 1,200,000 360,000 継続 29-31
284 基盤研究(C) 水島 二郎 研究開発推進機構（エネルギー変換研究センター） 嘱託研究員 流れの遷移と乱流維持の物理的メカニズム 700,000 210,000 継続 27-31
285 基盤研究(C) 渡部 基信 研究開発推進機構（赤ちゃん学研究センター） 嘱託研究員 乳幼児視点の家庭内事故防止―装着型視線計測装置によるアプローチ 500,000 150,000 継続 28-31
286 基盤研究(C) 佐々木 雅幸 研究開発推進機構（創造経済研究センター） 嘱託研究員 クリエイティブツーリズムの定着と創造都市連携の相互連環的発展に関する研究 0 0 継続 28-31
287 基盤研究(C) 吉永　隆夫 研究開発推進機構（高機能微粒子研究センター） 嘱託研究員 静電場中でのシートジェットの安定性と薄膜形成への応用 0 0 継続 28-31
288 基盤研究(C) 丸山 誠史 研究開発推進機構（文化遺産情報科学調査研究センター） 嘱託研究員 水月湖コア試料に含まれる火山ガラスの多元素同時定量分析法による識別および対比 900,000 270,000 継続 29-31
289 基盤研究(C) 大西 正幸 研究開発推進機構（文化遺産情報科学調査研究センター） 嘱託研究員 ベンガル語音象徴システムの意味論的研究ー文学作品コーパスの構築と表出語辞典の作成 400,000 120,000 継続 30-33
290 基盤研究(C) 番匠 健一 研究開発推進機構（<奄美・沖縄・琉球>研究センター） 嘱託研究員 地域社会の「軍事化」をめぐる歴史社会学 1,300,000 390,000 新規 31-33
291 基盤研究(C) 大平 充宣 研究開発推進機構（宇宙医科学研究センター） 嘱託研究員 老化、不活動等による活性酸素産生および放射線被曝からの生体機能防御策の追求 700,000 210,000 新規 31-33
292 基盤研究(C) 辻本 洋行 研究開発推進機構（先端バイオマテリアル研究センター） 嘱託研究員 羊膜の特性を模倣し安全で機能的な再生医療材料：鱗コラーゲンを用いた新しい改良 1,600,000 480,000 新規 31-33
293 基盤研究(C) 中川 明仁 研究開発推進機構（こころの科学研究センター） 嘱託研究員 慢性閉塞性肺疾患管理に特化した自己効力感尺度の開発とその臨床応用可能性の検討 800,000 240,000 新規 31-35
294 基盤研究(C) 廣瀬 圭 研究開発推進機構（宇宙医科学研究センター） 嘱託研究員 実滑走計測・解析情報に基づくスキー・スノーボードターンの定量化に関する研究 600,000 180,000 新規 31-33
295 基盤研究(C) 秋元 せき 人文科学研究所 嘱託研究員 家・町・町家の存立基盤をめぐる歴史学的研究―京都市太子山町・秦家を事例として― 1,000,000 300,000 新規 31-34
296 基盤研究(C)（特設） 岡本 由美子 政策学部政策学科 教授 グローバル・バリュー・チェーン革命の功罪とガバナンス体制に関する研究 500,000 150,000 継続 28-32
297 基盤研究(C)（特設） 山中 智行 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 インタラクトームを基盤とした神経変性疾患の多様性を生み出す要因の解明 1,100,000 330,000 継続 29-31
298 挑戦的萌芽研究 高橋 晋 脳科学研究科 教授 海馬場所細胞の可塑性と樹状突起活動の因果関係の解析 0 0 継続 28-31
299 挑戦的萌芽研究 吉川 研一 研究開発推進機構（自己組織化科学研究センター） 嘱託研究員 非線形ダイナミクスを活用したマイクロ運動機関の創出 0 0 継続 28-31
300 挑戦的研究（萌芽） 赤松 信彦 文学部英文学科 教授 バイリンガル・レキシコンの発達ー外国語学習における概念形成ー 1,600,000 480,000 継続 30-32
301 挑戦的研究（萌芽） 飯田 健 法学部政治学科 教授 日米世論における同盟のジレンマの検証 1,100,000 330,000 継続 30-32
302 挑戦的研究（萌芽） 高倉 久志 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 炎症性サイトカインの抑制はトレーニングによるミトコンドリア生合成促進を助長するか 1,500,000 450,000 継続 29-31
303 若手研究(A) 田原 義朗 理工学部化学システム創成工学科 准教授 ナノゲルと油状ナノ分散化技術を融合した革新的エマルションアジュバントの開発 3,100,000 930,000 継続 29-32
304 若手研究(A) 高倉 久志 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 低酸素トレーニングによる特異的適応を効率的に獲得するトレーニングプログラムの検証 6,400,000 1,920,000 継続 29-32
305 若手研究(A) 及川 昌典 心理学部心理学科 教授 3システムモデル：二重過程モデルからの展開 1,700,000 510,000 継続 29-32
306 若手研究(B) 服部 敬弘 文学部哲学科 助教 後期アンリ言語論の統合的解釈モデルの構築 500,000 150,000 継続 29-31
307 若手研究(B) 土肥 歩 文学部文化史学科 助教 反乱と災害からみた近現代広西省の地域史叙述 700,000 210,000 継続 29-31
308 若手研究(B) 山本 佐和子 文学部国文学科 准教授 室町末期成立の編纂抄物の資料的性格についての研究 600,000 180,000 継続 29-32
309 若手研究(B) 尹 珍喜 社会学部教育文化学科 准教授 脱北者の適応に関する日韓比較のジェンダー論的研究 200,000 60,000 継続 28-31
310 若手研究(B) 山根 崇邦 法学部法律学科 教授 「職務著作」制度の再構成－起草過程に基づく系譜的・比較法的考察 300,000 90,000 継続 29-31
311 若手研究(B) 鈴木 絢女 法学部政治学科 准教授 中所得国マレーシアにおける財政と民主主義：開発志向国家の再考に向けて 0 0 継続 27-31
312 若手研究(B) 久松 太郎 商学部商学科 准教授 ロバート・トレンズの貿易および植民に関する経済政策思想についての総合的研究 0 0 継続 28-31
313 若手研究(B) 伊藤 理史 政策学部政策学科 助教 継続調査による大阪の地方自治と住民投票を事例とした直接民主主義の総合的解明 500,000 150,000 継続 29-31
314 若手研究(B) 木村 共孝 理工学部インテリジェント情報工学科 助教 劣通信環境における攻撃耐性を備えた高信頼通信システムの構築 900,000 270,000 継続 29-31
315 若手研究(B) 桂井 麻里衣 理工学部インテリジェント情報工学科 助教 スパース最適化に基づく時系列ネットワークからの研究トレンドマッピング 700,000 210,000 継続 29-31
316 若手研究(B) 竹島 康博 心理学部心理学科 助教 視聴覚情報の統合過程において感情システムが果たす役割の実験的検討 800,000 240,000 継続 29-31
317 若手研究(B) 大屋 藍子 心理学部心理学科 助教 ACTに基づく糖尿病セルフケア行動の機能分類と介入プログラムの効果 500,000 150,000 継続 29-31
318 若手研究(B) 神崎 舞 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 助教 カナダの演劇フェスティバルにおける地域性 900,000 270,000 継続 29-31
319 若手研究(B) 志柿 浩一郎 アメリカ研究所 助教 アメリカ女性史・放送史におけるFrieda Hennockの思想と行動の再評価 600,000 180,000 継続 29-31
320 若手研究(B) 藤原 佐和子 研究開発推進機構（一神教学際研究センター） 共同研究員 非欧米諸国の女性キリスト者による環境倫理への貢献―ラテンアメリカを中心に― 0 0 継続 28-31
321 若手研究(B) 平岡 光太郎 研究開発推進機構（一神教学際研究センター） 共同研究員 ハシディズム伝承の再構成と近代ユダヤ・ルネサンス運動に関する発展的・思想史的研究 500,000 150,000 継続 29-31
322 若手研究(B) 山本 孟 神学部（受入） 学振特別研究員（PD) 紀元前2千年紀ヒッタイト王国によるアナトリア支配の実態と王国の境界 600,000 180,000 継続 29-31
323 若手研究 塚田 雄一 文学部英文学科 准教教 シェイクスピア後期作品群における女性表象の政治性について 1,000,000 300,000 継続 30-32
324 若手研究 岸本 廣大 文学部文化史学科 助教 共同体の関係「断絶」にみる古代ギリシア世界の外交文化とその変遷 1,100,000 330,000 新規 31-33
325 若手研究 郭 芳 社会学部社会福祉学科 助教 中国の介護市場に進出した日本式介護の質評価指標の開発および実証研究 400,000 120,000 新規 31-33
326 若手研究 奥井 遼 社会学部教育文化学科 助教 フランス国立高等芸術学校における「わざ」の創発を通じた教育理論の解明 800,000 240,000 継続 30-33
327 若手研究 小川 惠 法学部法律学科 助教 遺言執行者の権利義務に関する比較法的検討 400,000 120,000 新規 31-33
328 若手研究 服部 昌彦 経済学部経済学科 助教 企業の新技術販売戦略と経済政策 1,000,000 300,000 継続 30-32
329 若手研究 本領 崇一 経済学部経済学科 准教授 複数エージェントシグナリングゲームの基礎理論構築 1,100,000 330,000 新規 31-33
330 若手研究 小島 秀信 商学部商学科 准教授 文明社会認識の多様性に関する思想史的研究 700,000 210,000 継続 30-31
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331 若手研究 章 胤杰 商学部商学科 助教 中国における日系コンビニエンスストアのビジネスモデルの変容 600,000 180,000 継続 30-32
332 若手研究 北川 雄也 政策学部政策学科 助手 障害者政策のマネジメントの研究―EBPMと当事者参加の政策形成との両立― 1,400,000 420,000 新規 31-33
333 若手研究 河瀬 彰宏 文化情報学部文化情報学科 助教 日本民謡の旋律と歌詞の音韻の計量比較による地域性の分析 1,000,000 300,000 継続 30-32
334 若手研究 中安 真理 文化情報学部文化情報学科 助教 高野山「明神講式」の基礎的研究 400,000 120,000 新規 31-33
335 若手研究 高柳 真司 生命医科学部医情報学科 助教 多重周回横波を利用したパイプセンサによる高感度液体計測 1,000,000 300,000 継続 30-31
336 若手研究 鷲谷 洋輔 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 異言語話者間の学習をめぐるフィルムエスノグラフィー 1,200,000 360,000 継続 30-32
337 若手研究 加藤 久詞 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助手 脂肪由来間葉系幹細胞のステムセルエイジングに対する運動効果 1,000,000 300,000 継続 30-32
338 若手研究 松倉 啓太 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 サッカーゴールキーパーにおけるプレジャンプの効果的な実施に向けた指標作成 2,300,000 690,000 新規 31-33
339 若手研究 新井 彩 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 「美しさ」を求めた特異な足関節底屈へのヒトの適応を探る 2,200,000 660,000 新規 31-33
340 若手研究 高木 俊 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 胸部を対象としたレジスタンス運動における筋内低酸素化の規定要因の解明 2,000,000 600,000 新規 31-33
341 若手研究 白井 真理子 心理学部心理学科 助教 深い悲しみをどう乗り越えるか：感情表出促進パラダイムによる生理心理学的研究 800,000 240,000 継続 30-31
342 若手研究 嶋 大樹 心理学部心理学科 助教 大学生の心の健康の保持増進に対するICT支援型ACTプログラムの開発 1,200,000 360,000 新規 31-33
343 若手研究 河原 大輔 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 助教 グローバル状況下における米国映画製作の政治経済分析：製作工程の海外委託を中心に 600,000 180,000 新規 31-33
344 若手研究 ＭＣＫＡＹ ＤａｎｉｅｌＥｒｉｃ グローバル・スタディーズ研究科 准教授 Anglophone Literatures of the Pacific War in Comparative Perspective 300,000 90,000 継続 30-31
345 若手研究 松谷 実のり グローバル・スタディーズ研究科 助教 労働市場のグローバル化と雇用再編：多国籍企業における移住労働者を事例に 1,200,000 360,000 継続 30-32
346 若手研究 佐藤 翔 免許資格課程センター 准教授 書架注視行動の特徴と影響要因に基づく情報ディスプレイとしての書架デザインの検討 1,000,000 300,000 継続 30-32
347 若手研究 矢内 真理子 学習支援・教育開発センター 助教 福島第一原子力発電所事故報道の言説構造と送り手の意識 500,000 150,000 新規 31-33
348 若手研究 綱井 勇吾 全学共通教養教育センター 助教 第二言語としての日本語の助数詞カテゴリー学習における交互練習の効果に関する研究 1,000,000 300,000 継続 30-32
349 若手研究 石黒 安里 研究開発推進機構 助教 20世紀アメリカ・ユダヤ思想家からみるシオニズム思想：その批判と受容の変遷史 1,100,000 330,000 継続 30-32
350 若手研究 阿部 亮子 研究開発推進機構 助教 国防組織の行動原理とケースに関する研究－「電撃戦」への道程－ 1,000,000 300,000 新規 31-34
351 若手研究 西 直美 研究開発推進機構 助手 東南アジアにおける過激主義の展開と脱過激化をめぐる政治 1,300,000 390,000 新規 31-33
352 若手研究 名和 愛利香 研究開発推進機構 助教 ミクロスケールの化学ポテンシャル勾配を利用して駆動する両親媒性分子集合体 1,300,000 390,000 新規 31-33
353 若手研究 永野 茜 研究開発推進機構 助教 心的イメージを操作する能力の進化過程―物理的因果理解の比較認知科学的検討― 900,000 270,000 新規 31-34
354 若手研究 小木曽 由佳 研究開発推進機構（Well-being研究センター） 嘱託研究員 多元的人間観に基づく関係論の構築─治療関係の対称性に関する臨床教育学的研究 800,000 240,000 新規 31-33
355 若手研究 古山 貴文 研究開発推進機構 特別研究員 視聴覚統合による物体認識に重要な脳内機構：エコーロケーションをモデルとした研究 1,000,000 300,000 新規 31-33
356 若手研究 藤岡 慧明 研究開発推進機構 特別研究員 音響GPSバイオロギングによるコウモリの大規模採餌生態の解明 1,400,000 420,000 新規 31-33
357 若手研究 宇多 瞳 人文科学研究所 嘱託研究員 ポストコロニアルの視座から見るフランス近現代美術の状況 800,000 240,000 継続 30-33
358 若手研究 渡辺 恭彦 人文科学研究所 嘱託研究員 戦後民主主義と知識人の社会参加に関する思想史的研究 500,000 150,000 新規 31-34
359 若手研究 小松原 郁 人文科学研究所 嘱託研究員 15世紀北イタリア宮廷におけるヘラクレス図像の受容の様相 600,000 180,000 新規 31-32
360 若手研究 久野 譲太郎 人文科学研究所 嘱託研究員 ナチズム期におけるハイデルベルク大学との学術交流の実態研究 800,000 240,000 新規 31-33
361 若手研究 結城 笙子 脳科学研究科（受入） 学振特別研究員（SPD) メタ認知の監視・制御過程の分離と精査：ヒトとラットを用いた神経科学的検討 1,600,000 480,000 新規 31-33
362 研究活動スタート支援 水ノ江 和同 文学部文化史学科 教授 縄文時代における日本列島とその周辺地域との関係性について 1,100,000 330,000 継続 30-31
363 研究活動スタート支援 ＬＩＮ ＬＩＴＩＮＧ 文学研究科 助手 清末の中国人による海外旅行記の総合的研究――成立・流通を中心に―― 700,000 210,000 継続 30-31
364 研究活動スタート支援 Ｈｕａｎｇ ＷａｎＣｈｉｅｎ 社会学研究科 助手 台湾における外国籍配偶者の母語に関するフォーマル教育とインフォーマル教育 1,100,000 330,000 継続 30-31
365 研究活動スタート支援 仲北浦 淳基 経済学部経済学科 助教 成長と分配を両立させたマクロ経済分析の可能性―ロバートソン経済学の再検討― 300,000 90,000 継続 30-31
366 研究活動スタート支援 高原 まどか 研究開発推進機構 助手 介護の負担軽減に向けた個人の睡眠リズムの学習とそれに基づく介護環境支援機構の研究 1,100,000 330,000 継続 30-31
367 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 森山 央朗 神学部神学科 教授 スンナ派形成と「ハディースの徒」の知的実践の連関的研究（国際共同研究強化） 0 0 継続 29-32(内定28)
368 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 中野 泰治 神学部神学科 准教授 クエーカーの合議形式の性質と民主制度における応用可能性 0 0 継続 30-32(内定29)
369 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 荒渡 良 経済学部経済学科 准教授 賃金分布と資産分布の決定メカニズム：企業の異質性を導入した労働サーチ理論の分析 0 0 継続 30-32(内定29)
370 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 石川 信一 心理学部心理学科 教授 認知行動療法におけるセッション内相互作用に関する国際比較研究（国際共同研究強化） 0 0 継続 29-31(内定28)
371 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化(A)） 鈴木 絢女 法学部政治学科 准教授 マレーシアとフィリピンの財政と民主主義：行政・立法府関係、植民地期の遺制 0 0 継続 （内定30）
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