
●学術研究助成基金助成金（基金分）

直接経費 間接経費

1 基盤研究(C)（一般） 長谷川 智子 心理社会学部・教授 母親の育児観・育児行動からみた幼児の食と睡眠に関する縦断研究 600,000 180,000 24～28

2 基盤研究(C)（一般） 高橋 正弘 人間学部・教授 環境課題が庸俗なアジアの自治体におけるコミュニティ支援型環境教育の研究 700,000 210,000 26～28

3 基盤研究(C)（一般） 米澤 嘉康 仏教学部・専任講師 7世紀の律文献にみられる仏教者と仏教教団の研究 1,000,000 300,000 26～28

4 基盤研究(C)（一般） 星野 英紀 文学部・名誉教授 戦時下・宗教系大学における宗教研究と宗教者養成に関する実証的研究 1,100,000 330,000 26～28

5 基盤研究(C)（一般） 西蔭 浩子 表現学部・教授 中国の英語教育に関する調査研究に基づく日本の大学英語教育再構築の試み 1,000,000 300,000 26～28

6 基盤研究(C)（一般） 澤口 恵一 心理社会学部・教授 日本西洋料理の発展経路とレストランワーカーの労働史 800,000 240,000 26～29

7 基盤研究(C)（一般） 岡山 朋子 人間学部・准教授 災害時におけるトイレ機能確保のための事業継続計画とその実践に関する研究 1,200,000 360,000 27～29

8 基盤研究(C)（一般） 犬塚 美輪 人間学部・准教授 メディアの混合利用における批判的思考プロセスおよびその促進方法の検討 1,300,000 390,000 27～30

9 基盤研究(C)（一般） 高野 篤子 人間学部・准教授 大学の教学部門を支える専門職に関する調査研究 1,500,000 450,000 27～29

10 基盤研究(C)（一般） 榎本 淳一 文学部・教授 日本古代における漢籍の伝来時期に関する研究 700,000 210,000 27～29

11 基盤研究(C)（一般） 鵜川 晃 人間学部・准教授 異文化適応問題を抱える移住者・難民に対する精神保健福祉専門家の態度に関する研究 1,500,000 450,000 27～29

12 挑戦的萌芽研究 林田 康順 仏教学部・教授 多死社会における仏教者の社会的責任 1,000,000 300,000 27～29

13 挑戦的萌芽研究 谷田 林士 心理社会学部・准教授 生理指標を用いた情動伝染過程の可視化：初年次教育における共感促進プログラムの開発 500,000 150,000 27～29

14 若手研究(B) 本田 裕子 人間学部・准教授 絶滅危惧種の野生復帰事業にかかる野生生物保全教育の意義と課題の析出 900,000 270,000 27～29

15 若手研究(B) 三浦 周 仏教学部・非常勤講師 近代仏教学と帝国日本－仏教国益論に関する基礎的研究－ 600,000 180,000 27～29

16 若手研究(B) 山内 明美 人間学部・准教授 流域圏を単位とした文化の継承と生存基盤をめぐる研究‐宮城県南三陸町を事例として‐ 900,000 270,000 27～29

17 若手研究(B) 日下田 岳史
質保証推進室IR・EMセン
ター・助教

進学前の期待便益と卒業後に得た便益に見る、女性に固有な大学進学の効用に関する研究 1,300,000 390,000 27～30

18 若手研究(B) 川俣 智路 心理社会学部・専任講師 高等学校への学びのユニバーサルデザイン（UDL）の導入とその効果検証 800,000 240,000 27～29

19 基盤研究(C)（一般） 倉西 憲一 仏教学部・非常勤講師 ネパールの仏教梵語写本に見られる写本文化の受容と変容 1,100,000 330,000 28～30

20 基盤研究(C)（一般） 今井 晴雄 地域創生学部・教授 多数決交渉がもたらしうる格差について 1,100,000 330,000 28～30

21 基盤研究(C)（一般） 平林 二郎 綜合仏教研究所・研究員 ガンダーラ文化圏、および、中央アジア出土仏教写本の研究 1,100,000 330,000 28～30

22 基盤研究(C)（一般） 森 覚 綜合仏教研究所・研究員 近現代日本の仏教絵本におけるブッダのイメージ研究 1,100,000 330,000 28～32

23 基盤研究(C)（一般） 新保 祐光 人間学部・准教授 地域包括ケアシステムにおける本人・家族の選好を重視した合意形成 900,000 270,000 28～31

24 若手研究(B) 鈴木 さとみ カウンセリング研究所・研究員 発達障がい者のウェルビーイングに影響する社会的環境的因子に関する定量的研究 1,100,000 330,000 28～30

25 若手研究(B) 三浦 巧也 人間学部・助教 私立中学校に在籍する特別な配慮を要する生徒に対する学校適応支援ガイドブックの開発 600,000 180,000 28～30

26 若手研究(B) 齋藤 知明 心理社会学部・専任講師 仮設住宅のコミュニティ再構築における宗教者・宗教団体の関与と政教関係に関する研究 800,000 240,000 28～29

※基金分は、平成28年度の交付額を記載 小計 25,200,000 7,560,000

合計

平成28年度 科学研究費助成事業 採択一覧

所属・職 交付年度

32,760,000

継続

研究代表者

新規

研究種目 研究課題名
交付額

№



平成28年度 科学研究費助成事業 採択一覧

●科学研究費補助金（補助金分）

直接経費 間接経費

1 基盤研究(A)（一般）　　　 星川 啓慈 文学部・教授 生命主義と普遍宗教性による多元主義の展開――国際データによる理論と実証の接合 12,400,000 3,720,000 28

2 基盤研究(B)（一般） 内山 登紀夫 心理社会学部・教授 福島県の乳幼児を支援する－東日本大震災後のメンタルヘルスに関する介入研究 4,300,000 1,290,000 28

3 基盤研究(B)（一般） 加島 勝 文学部・教授 「器の信仰史」として見る汎アジアの舎利容器研究 4,200,000 1,260,000 28

4 基盤研究(B)（一般） 水田 健輔 地域創生学部・教授 高等教育政策に経済循環が与える影響に関する実証研究 3,700,000 1,110,000 28

5 基盤研究(B)（海外学術調査） 福島 真司 地域創生学部・教授 IRが支援する大学マネジメント・モデル・EMの現状と社会的課題 1,700,000 510,000 28

6 研究活動スタート支援 石村 雄一 地域構想研究所・助教 空間計量経済モデルを用いた産業廃棄物最終処分場の立地と政策評価に関する実証分析 1,200,000 360,000 28

小計 27,500,000 8,250,000

合計

●厚生労働科学研究費補助金

直接 間接

新規 1
障害者政策総合研究事業
（身体・知的等障害分野）

内山 登紀夫 心理社会学部・教授
発達障害者への支援を緊急時（犯罪の被害や加害、災害など）に関係機関
が連携して適切な対応を行うためのモデル開発に関する研究

3,000,000 900,000 28

直接経費 間接経費 合計
55,700,000 16,710,000 72,410,000

交付額
交付年度

継続

新規

研究種目 研究代表者 所属・職

35,750,000

№ 研究種目

№ 研究課題名

研究代表者 所属・職 研究課題名 交付年度
交付額

採択件数　合計 33件 交付額


