
【採用実績・成果概要等】

研究推進プログラム（科研費連動型）人文社会科学系　（2015年度）
※職名は申請時のもの

所属 職名※ 氏名

1 法学部 教授 植松 健一 500 グローバル民主主義下の選挙法の比較憲法的考察

2 法学部 教授 大西 祥世 500 グローバル化における国家の変容と企業の公法上の位置づけ

3 法学部 教授 正木 宏長 500 行政参加手続の新展開

4 産業社会学部 教授 秋葉 武 500 日韓における政治の機会主義化と社会的企業のマネジメント

5 産業社会学部 教授 小澤 亘 500
デジタル図書による外国人児童学習支援ネットワーク構築に向け
た基礎研究

6 産業社会学部 教授 竹内 謙彰 500
幼児期における発達チェックリスト開発のための機能連関に関す
る実証的研究

7 産業社会学部 教授 津止 正敏 500 ケア・コミュニティの開発主体アソシエーションに関する臨床研究

8 産業社会学部 教授 東 自由里 500 ダーク・ツーリズムにおける自治体の役割と市民教育事業

9 産業社会学部 准教授 角田 将士 500
民主主義に関する見方考え方の成長をめざした日本史授業の開
発

10 産業社会学部 准教授 根津 朝彦 500 戦後日本ジャーナリズム史の基盤研究

11 国際関係学部 准教授 池田 淑子 500
ゴジラ映画の受容の日米比較－核戦争と科学技術の狭間で揺れ
る日米国民のメンタリティ

12 国際関係学部 准教授
ライカイ・

ジョンボル
500 圧縮された近代化の多様性の検討

13 文学部 教授 岡本 直子 500
幼児のファンタジーの体験および意味づけの諸相－子育て支援
の手立てとしての模索－

14 文学部 教授 小林 功 500
7世紀のビザンツ帝国の政治システムの変化に関する研究－変
容と継続－

15 文学部 准教授 坂下 史子 500
人種暴力の歴史にみるアメリカ黒人の記憶の政治学－エメット・
ティル事件を例に

16 文学部 特任助教 韓 準祐 500 身体障害者の旅行・観光を取り巻く環境と阻害要因に関する研究

17 文学部 非常勤講師 橋本 知子 500 フランス写実主義文学と「幻視」の系譜－思想史の観点から

18 文学部 非常勤講師 鷲尾 祐子 500 住民家族名簿を用いた三国呉における家族の実態の検討

19 映像学部 教授 大島 登志一 500
非対称インタフェースによるマルチプレイヤ型複合現実感システ
ムに関する総合的研究

20 映像学部 教授 北野 圭介 500 イメージの物質性に関する理論的言説の調査研究

21 映像学部 准教授 古川 耕平 500
デジタルアーカイブを用いた宗教感情や信仰の形成に関する比
較宗教学的研究

22 経済学部 教授 松野 周治 500
日中中小企業協力と東アジア地域内国際分業の深化：典型地域
事例研究を通じて

23 政策科学部
任期制教員

（助教）
安達 直樹 500

スペイン語圏の言語戦略－アカデミア協会とセルバンテス協会の
活動を中心に－

24 政策科学部
任期制教員

（助教）
渡辺 文 500

現代オセアニア島嶼域における地域的図像の流通と集合性の形
成をめぐる人類学的研究

研究課題
研究代表者 採択金額

（単位：千円）
No
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所属 職名※ 氏名
研究課題

研究代表者 採択金額
（単位：千円）

No

25 経営学部 教授 佐藤 典司 500 地域ブランドのデザインマネジメントプロセスに関する実証的研究

26 経営学部 准教授 金 昌柱 500 小売企業における革新的仕入行動とバイヤーの管理問題

27 経営学部
特別任用

教授
兵藤 友博 500

グローバル化時代の産業技術形成に関する実証的な国際比較研
究

28 衣笠総合研究機構
特別招聘研究
教員（教授）

鈴木 桂子 500 デジタル・ヒューマニティーズ手法による視覚文化研究

29 教育開発推進機構 教授 林 徳治 500
大学および実習校による均等性を担保した教育実習評価の実証
研究

30 言語教育センター 嘱託講師 西条 正樹 500 世界を目指すサッカーコーチのための英語力向上プログラム開発

31 言語教育センター 嘱託講師
ロペスハラ・
サンティアゴ

500
Intercultural communication problems between Spanish and
Japanese from the standpoint of politeness

32
先端総合学術

研究科
特別招聘教授

（本務）
DUMOUCHEL

 Paul G.
940

Sensory anthropology, affective coordination and artificial
empathy

33 産業社会学部 教授 日高 勝之 1,000 震災、記憶とメディアをめぐる領域横断的研究

34 経済学部 教授 堀 敬一 1,000 企業統治のライフサイクル理論の構築と検証

35 文学部 教授 サトウタツヤ 2,000
（新学術領域としての）学融志向「ナラティブの科学」が切り開く未
来

36 文学部 教授 矢野 桂司 2,000 歴史都市京都の地理空間情報プラットフォームの構築

37 衣笠総合研究機構
特別招聘研究
教員（教授）

山田 洋子 2,000
人生ナラティヴ心理学と医療学の専門家養成ワークショップ開発
とアクションリサーチ
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【採用実績・成果概要等】

研究推進プログラム（科研費連動型　新学術領域研究（新規の研究領域））人文社会科学系　（2015年度）
※職名は申請時のもの

所属 職名 氏名

1 国際関係学部 教授 末近 浩太 1,000 国家破綻と非国家主体：紛争とテロリズム

2 文学部 教授 高橋  学 1,000 自然災害と文明の興亡・歴史の展開の研究

3 衣笠総合研究機構
特別招聘
研究教員
（教授）

安田 喜憲 2,000 年縞環境史による文明の興亡と歴史の展開の研究

No
研究代表者 採択金額

（千円）
研究課題
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