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研究種目 
研究代表者 

研究課題名 
所属学部 職名 氏 名 

基盤研究Ｂ  （継続） 
文学部 准教授 佐々木 真 

ヨーロッパ史の中の軍隊―新しい軍事史の方法と課

題― 

（継続） 
法学部 教授 北野かほる 

紛争解決類型の比較史―前近代における社会的調

整のありかた― 

（継続） 
文学部 准教授 大城 道則 

エジプト西方砂漠のオアシス地域における文化受容

の研究：アムン神信仰の受容と伝播 

（継続） ＧＭＳ 

学部 
教授 白水 繁彦 

多文化社会ハワイにおける沖縄系、日系、中国系、

コリア系の民族間交渉と文化創生 

（新規） 
文学部 教授 飯島 武次 

中国渭河流域における先周および西周文化の総合

調査 

基盤研究Ｃ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（継続） 
文学部 教授 土井 光祐 

語彙データベース構築に基づく鎌倉時代聞書類の

言語生活史的研究 

（継続） 
文学部 准教授 杉山 清彦 

大清帝国における国制としての八旗制の基礎的研

究 

（継続） 
経済学部 准教授 長山 宗広 

スピンオフ連鎖ベースの新産業集積形成に関する

地域間比較研究 

（継続） 
経営学部 准教授 鹿嶋 秀晃 

職務給・目標管理・成果主義の比較による人事労

務管理の客観性に関する研究 

（継続） 
文学部 教授 山田 信行 

アメリカ合衆国における移民労働者組織化と「社会

運動ユニオニズム」に関する調査研究 

（継続） 
経済学部 准教授 鈴木 伸枝 

信頼と多様性：自発的取引社会における規範のゲ

ーム理論分析 

（継続） 
文学部 教授 坪井  健 アジア学生文化の変容に関する国際比較研究 

（新規） 総合教育

研究部 
准教授 矢野 秀武 

近現代タイにおける非政教分離的な宗教行政に関

する総合的研究 

（新規） 総合教育

研究部 
教授 鈴木 裕子 

平安・鎌倉物語文学の享受と展開に関する総合的

研究－絵と本文の不連続性について－ 

（新規） 総合教育

研究部 
准教授 小川 順敬 沖縄久米島の家系資料群の研究 

（新規） 法曹養成

研究科 
教授 若林亜理砂 

フランチャイズにおける不公正な取引方法について

の総合的検討 

（新規） 
法学部 教授 三船 恵美 

中国の対中東外交と「真珠の数珠」戦略が日米に及

ぼす影響 
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研究種目 
研究代表者 

研究課題名 
所属学部 職名 氏 名 

基盤研究Ｃ 

（つづき）  

  

（新規） 
経済学部 准教授 渡邉 恵一 

戦前期日本の鉄道事業における「公共的性格」の再

検討 

（新規） 
法学部 教授 中野 裕二 

フランスにおける市民参加の実態と理論に関する研

究：「共和制モデル」変容の視点から 

（新規） 
文学部 准教授 有光 興記 

自己への思いやりに焦点を当てた認知行動療法プロ

グラムの開発 

（新規） 
文学部 教授 橋詰 直道 

高齢化時代の別荘型超郊外住宅地における居住者

特性と居住環境に関する研究 

（新規） 総合教育

研究部 
教授 久保 陽一 ヘーゲル論理学の発展史的および分析哲学的研究 

若手研究Ｂ 

  

  

（継続） 
文学部 准教授 荒井 浩道 

認知症介護家族への支援におけるナラティブ・アプロ

ーチに関する研究 

（継続） 
法学部 講師 山崎   望 

「帝国」における民主主義の変容－欧州の思想的配

置から 

（継続） ＧＭＳ 

学部 
講師 高    媛 

観光と政治－－戦前期における中国人の「満州」ツ

ーリズム 

（継続） 総合教育

研究部 
講師 東 辰之介 

フランス１９世紀文学における愚者像についての研

究 

（継続） 
文学部 准教授 高橋健太郎 

中国における回族の宗教的・経済的ネットワークと地

域社会の変容に関する研究 

（継続） 
法学部 准教授 柳瀬   昇 

共和主義的憲法理論に基づく「民主的司法のディレ

ンマ」問題の探求 

（新規） 
文学部 准教授 唐澤 一友 

韻文および散文の『メノロギウム』 ： 暦学教育との関

連から 

（新規） 
法学部 准教授 原田啓一郎 

医療事故と社会保障―産科医療補償制度と社会

保障法制の交錯に関する法的分析 

（新規） 
経営学部 准教授 菅野 佐織 ブランド・リレーションシップの構築と共創価値の関連 

研究成果 

公開促進費

（学術図書） 

（新規） 
総合教育

研究部 
教授 佐藤普美子 彼此往来の詩学――馮至と中国現代詩学 

厚生労働 

科学研究費 

（継続） 

経済学部 講師 松本 典子 

ワーク・インテグレーションに取り組む社会的企業の

機能条件と支援政策に関する研究－就業支援と雇

用促進の日本型モデル構築の基礎分析 

＊ ＧＭＳ学部 ＝ グローバル・メディア・スタディーズ学部 

＊ 研究課題名欄のリンクは、国立情報学研究所 KAKEN（科学研究費補助金データベース）にリンクしています。 

＊ 厚生労働科学研究費については、厚生労働科学研究データベースを参照してください。 
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