
平成28年度 科学研究費助成事業交付決定状況

平成28年度 科学研究費助成事業交付決定状況平成28年度 科学研究費助成事業交付決定状況

平成28年度 科学研究費助成事業交付決定状況 【2016.8.1】

直接経費 間接経費

基盤研究(C) 江川　陽介 文学部 准教授 身体が要求する刺激を筋反射で評価することは可能なのか 1,100,000 330,000 1,430,000

基盤研究(C) 竹市　勝 政経学部 教授 運動物体の認知・予測・運動制御局面におけるエラーと捕捉パフォーマンスに関する研究 1,500,000 450,000 1,950,000

基盤研究(C) 目野　由希 体育学部 准教授 国際ペンクラブと世界文学史の相関――日中印外交と英連邦史、欧州史 1,100,000 330,000 1,430,000

基盤研究(C) 森　若葉 イラク古代文化研究所 共同研究員 イラン出土楔形文字新言語資料－新しい言語データの提出とその言語学的分析 1,200,000 360,000 1,560,000

基盤研究(C) 河先　俊子 21世紀アジア学部 准教授 ベトナム難民2世の社会統合に関する研究 300,000 90,000 390,000

基盤研究(C) 平川　均 21世紀アジア学部 教授 グローバル化と知識基盤型経済活動の新興国への移転の研究 900,000 270,000 1,170,000

10

挑戦的萌芽研究 川上　有光 政経学部 准教授 呼吸法の違いが全身反応時間に及ぼす影響　―剣道の打突からの検討― 700,000 210,000 910,000

件

挑戦的萌芽研究 大橋　隆弘 理工学部 教授 圧縮強さ100MPaを超えるスーパー繊維強化氷(FRI)の開発 2,800,000 840,000 3,640,000

若手研究(B) 田岡　絵理子 法学部 准教授 財産管理型信託における受託者の注意義務・忠実義務の明確化 700,000 210,000 910,000

若手研究(B) 羽山　裕子 文学部 講師 通常学校における特別な支援提供枠組の構築―1970～90年代米国の取り組みと課題 500,000 150,000 650,000

基盤研究(B)海外 沼本　宏俊 体育学部 教授 古代メソポタミア北東部における歴史考古学的研究 4,300,000 1,290,000 5,590,000

基盤研究（B)海外　 林 倬史 経営学部 客員教授 NGOと日系企業の協働的BOP戦略と新興国の自律的ビジネス生態系に関する研究 800,000 240,000 1,040,000

基盤研究（B)海外　 大沼　克彦 イラク古代文化研究所 共同研究員 ユーラシア古代遊牧社会形成の比較考古学 1,000,000 300,000 1,300,000

基盤研究（B) 細越　淳二 文学部 教授 体育授業に対する効果的なコンサルテーションの在り方とその条件に関する総合的研究 2,700,000 810,000 3,510,000

基盤研究（C) 長谷川 均 文学部 教授 海草藻場の拡大がもたらすサンゴ礁環境の変化に関する研究 400,000 120,000 520,000

基盤研究（C) 田原　淳子 体育学部 教授 日独の戦後オリンピックへの復帰過程にみるスポーツを通じた外交と国際交流 1,200,000 360,000 1,560,000

基盤研究（C) 後藤　貴浩　 文学部 教授 都市-農村比較研究を通した「地域スポーツ論」の再構成 1,200,000 360,000 1,560,000

基盤研究（C) 松本　高明 体育学部 教授 国際級スポーツ選手の心理的能力を規定する生物学的基盤の解明 900,000 270,000 1,170,000

基盤研究（C) 河野　寛 文学部 准教授 スポーツ種目の違いが動脈粘性と左心室機能とのカップリングに及ぼす影響に関する研究 900,000 270,000 1,170,000

基盤研究（C) 栗原　通世 21世紀アジア学部 准教授 中国語母語話者における日本語母音の長短識別過程に関するモデル構築の試み 700,000 210,000 910,000

基盤研究（C) 小野瀬　倫也 文学部 准教授 教授学習過程の可視化による理科授業構成支援システムの開発 600,000 180,000 780,000

基盤研究（C) 中根　雅夫 経営学部 教授 社会関与によるコミュニティ再生の可能性に関する実証研究-地域知能を軸として- 600,000 180,000 780,000

基盤研究（C) 和田　匡史 理工学部 教授 ヒートショックプロテインが筋力向上に与える効果の解明とトレーニングへの応用 1,000,000 300,000 1,300,000

24

基盤研究（C) 渡辺(横須賀)柳子 政経学部 准教授 日本企業による元外国人留学生の高度人材活用に関する実証的研究 1,100,000 330,000 1,430,000

件 基盤研究（C) 金子　真人　 文学部 教授 発達性協調運動障害に併存する認知障害を鑑別するための機序と実用性の研究 4,400,000 1,320,000 5,720,000

基盤研究（C)　　○ 竹村　英二 21世紀アジア学部 教授 考証学・言語の学、そして近代知性ｰ近代的学問の「基体」として漢学の学問方法 300,000 90,000 390,000

基盤研究（C)　　○ 中上　亜樹 21世紀アジア学部 准教授 インプットを重視した処理指導の日本語教育現場への応用に関する研究 700,000 210,000 910,000

基盤研究（C) 　転入 中野　常男 経営学部 教授 会計史研究の展開仁関する実証研究：リサーチ・データベースの作成と国際比較 400,000 120,000 520,000

挑戦的萌芽研究 山内　直人 体育学部 准教授 柔道技術指導のための音声教示法の開発：オノマトペ表現音声のスキル伝達効果の検証 600,000 180,000 780,000

挑戦的萌芽研究 阿部　武司 政経学部 教授 近代日本における華族の経済活動に関する研究 500,000 150,000 650,000

挑戦的萌芽研究 土佐　昌樹 21世紀アジア学部 教授 東アジア都市社会における多文化主義の萌芽と幸福観の変容-比較民族誌的アプローチ 500,000 150,000 650,000

若手研究（B） 二井　昭佳 理工学部 准教授 人口減少時代の治水システムを見据えた洪水共生型の集落システムに関する研究 1,158,232 0 1,158,232

若手研究（B） 太田　麻衣子 文学部 講師 江淮地区楚文化の研究：漢帝国成立の文化的背景 431,345 0 431,345

特別研究員奨励費 加藤　直子 イラク古代文化研究所

特別研究員(PD)

ガンダーラ仏教寺院遺跡の保存に関する基礎的研究-祠堂建築遺構の復原形態を中心に- 3,900,000 1,170,000 5,070,000

合計 34 件
41,089,577 11,850,000 52,939,577
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