
令和４年４月１日現在

交付額

直接経費+間接経費

R4 22H01674 補助金 基盤研究(B) 理工学部 教授 乾 睦子 ★ 近代建築物を彩った日本の石：国産建築石材の標本探索と破壊・非破壊分析 3,380,000

R4 22K01338 基金 基盤研究(C) 政経学部 教授 織田 健志 戦後思想における保守主義の形成――竹山道雄と林健太郎を中心に―― 910,000
R4 22K11582 基金 基盤研究(C) 政経学部 教授 田中 重陽 ★ スポーツ競技者の筋疲労前後およびその回復過程における筋・腱の機能評価法の確立 2,340,000
R4 22K01599 基金 基盤研究(C) 政経学部 教授 中岡 俊介 20世紀前半における租税制度改革の動向とその諸背景-日英米の所得税制度を中心に 650,000
R4 22K12722 基金 基盤研究(C) 政経学部 准教授 加藤 将貴 ディープフェイクによる人の認識へのインパクト分析 1,170,000
R4 22K00346 基金 基盤研究(C) 体育学部 教授 目野 由希 ★ 日本ペン倶楽部／日本ペンクラブの〈文学場〉――日本文学史と世界史の再解釈 780,000
R4 22K11534 基金 基盤研究(C) 理工学部 教授 地神 裕史 ★ 視覚・体性感覚の認知機能改善により競技力を向上させる新たなトレーニング戦略の開発 2,600,000
R4 22K04639 基金 基盤研究(C) 理工学部 准教授 堀井 宏祐 ★ 避難誘導装置と防災センサの知能化と分散協調処理による動的避難誘導システムの構築 1,820,000
R4 22K01289 基金 基盤研究(C) 法学部 教授 本山 雅弘 知的財産権と憲法上の利用者利益との比較衡量論の近時の発展と今後の展望 520,000
R4 22K01288 基金 基盤研究(C) 法学部 教授 三浦 正広 著作権契約における相当報酬理論の導入可能性に関する比較法的研究 910,000
R4 22K11661 基金 基盤研究(C) 文学部 教授 河野 寛 幼少期における動脈粘弾性と体力の関係ｰ横断的・縦断的検討ｰ 910,000
R4 22K01034 基金 基盤研究(C) 文学部 教授 長谷川 均 ★ 多チャンネルUAV画像による生サンゴの抽出と底質区分に関する実証的研究 1,300,000
R4 22K00110 基金 基盤研究(C) 文学部 教授 菱刈 晃夫 メランヒトンにおける「自然の光」説の受容と発展に関する思想史的研究 650,000
R4 22K01705 基金 基盤研究(C) 経営学部 教授 堀口 朋亨 ★ 旧東欧社会主義諸国における同族経営の再興－正統性がもたらす権限と機能に着目して－ 780,000
R4 22K02809 基金 基盤研究(C) 防災・救急救助総合研究所 教授 植田 広樹 ★ 先端技術VRによる救急現場疑似体験を活用した救急救命士教育プログラムの開発 2,600,000
R4 22K17736 基金 若手研究 体育学部 講師 秋葉 茂季 スポーツカウンセリングにおいて身体を語ることの効果機序 1,170,000

R3 21H00006 補助金
新学術領域研究
（研究領域提案型）

体育学部 教授 沼本 宏俊 古代メソポタミア北部におけるニネヴェ5期と古バビロニア時代の土器研究 1,300,000

R3 21H03327 補助金 基盤研究（B) 体育学部 教授 羽田 克彦 ★ 細胞内カルシウム恒常性破綻によるアスリート特有の代謝障害の解明 2,990,000
R3 21H01595 補助金 基盤研究（B) 理工学部 教授 橋本 隆雄 ★ 侍の英知である城郭石垣を守る変位計測と数値解析を併用した危険度診断システムの構築 4,160,000
R3 21H00658 補助金 基盤研究（B) 法学部 教授 福永 清貴 ★ 「岸清一法律事務所訴訟記録」を起点とする法の近代化と裁判の実相に関する実証的研究 3,120,000
R3 21K18526 基金 挑戦的研究（萌芽） 理工学部 准教授 位田 達哉 学修意欲向上のためのＶＲと実技演習による革新的な建築施工教育システムの構築 1,170,000
R3 21K11452 基金 基盤研究（C) 体育学部 教授 熊川 大介 スピードスケート選手における「新・世界で勝つための目標体力水準」の構築 780,000
R3 21K11419 基金 基盤研究（C) 体育学部 准教授 山本 里佳 ★ 新体操ピルエット・ローテーションの回転数を規定する因子の解明 1,040,000
R3 21K03968 基金 基盤研究（C) 理工学部 教授 神野 誠 超微細低侵襲手術支援ロボットの機構およびシステムに関する研究 2,080,000
R3 21K11474 基金 基盤研究（C) 理工学部 教授 和田 匡史 ★ 熱ショック蛋白質発現がＣＯＶＩＤ－１９による体力低下やストレス改善の可能性の解明 1,560,000
R3 21K05217 基金 基盤研究（C) 理工学部 准教授 酒井 平祐 分子配向と結晶成長を指向した有機半導体成膜法の開発と有機トランジスタへの応用 910,000
R3 21K03490 基金 基盤研究（C) 理工学部 准教授 名越 篤史 ★ 固液臨界現象の探索：物理的特徴および機構の調査 1,040,000
R3 21K12547 基金 基盤研究（C) 理工学部 准教授 西村 亮彦 ★ 道路空間の再編・利用を通じた公共空間再生のトータルデザイン 1,690,000
R3 21K01064 基金 基盤研究（C) 法学部 教授 鈴木 裕之 SNSがアフリカの口頭伝承文化に与えるインパクト：マンデのグリオの事例 910,000
R3 21K12181 基金 基盤研究（C) 法学部 准教授 林 一雅 学習環境における位置情報や行動情報の学習ログ収集システムの開発 650,000
R3 21K02714 基金 基盤研究（C) 文学部 講師 本間 貴子 ★ 通常教育と知的障害教育の学びの連続性を実現する教科横断型キャリア教育モデルの追究 910,000
R3 21K00606 基金 基盤研究（C) ２１世紀アジア学部 教授 河先 俊子 ★ 日本大衆文化の開放が韓国の日本語教育に及ぼした影響 1,040,000
R3 21K12098 基金 基盤研究（C) 経営学部 講師 粟野 直之 ★ 視線計測データと画像解析を用いた視覚認知の定性および定量分析 2,600,000
R3 21K17989 基金 若手研究 文学部 准教授 郡司 菜津美 性教育における教えづらさと学びづらさを低減させる教員養成の指導プログラムの開発 520,000
R3 21K13697 基金 若手研究 文学部 講師 川本 哲也 被影響性に着目した児童期・青年期のパーソナリティ変化の規定因：家族調査による検討 130,000
R2 20H04396 補助金 基盤研究（B) 政経学部 講師 森 朋子 ★ 研究者と教育者の協働によるシビック・アクション促進に向けた環境教育プログラム開発 1,300,000
R2 20K02800 基金 基盤研究（C） 体育学部 教授 関根 明伸 韓国における道徳科教科書の内容分析的研究 910,000
R2 20K01223 基金 基盤研究（C） 理工学部 准教授 土居 裕和 ★ 新体操審判における身体運動認知の熟達化過程とその脳科学的基盤の解明 1,040,000
R2 20K02774 基金 基盤研究（C） 理工学部 教授 二井 昭佳 ★ 洪水防御と地域・都市再生に向けた河川・都市計画の統合型計画技術の体系化と実装化 520,000
R2 20K01162 基金 基盤研究（C） 文学部 准教授 松崎 史周 作文・推敲につながる文法の知識・技能とその指導法に関する研究 520,000
R2 20K01006 基金 基盤研究（C） 文学部 教授 加藤 幸治 ★ 医療サービスの立地と需給の地域構造に関する基礎的研究 780,000
R2 20K00346 基金 基盤研究（C） 文学部 教授 平 浩一 ★ 新聞小説の多角的研究─1920年代から1940年代を中心に 910,000
R2 20K11313 基金 基盤研究（C） ２１世紀アジア学部 教授 土佐 昌樹 東アジアの国民的アイデンティティ変容をめぐるマルチサイテッド・エスノグラフィー 1,170,000
R2 20K12577 基金 基盤研究（C） ２１世紀アジア学部 教授 小口 和美 ★ 前３千年紀シュメール・アッカド地方の政治と社会：出土史料の研究 520,000
R2 20K13647 基金 若手研究 政経学部 准教授 八木 堅二 中国語方言音における地理的連続性と通時的変化の研究 780,000
R2 20K13032 基金 若手研究 経営学部 准教授 島崎 杉雄 のれんとシナジーに関する研究 910,000
R2 20K19614 基金 若手研究 スポーツ・システム研究科 研究科助手 平野 智也 3次元足部形状からみた子どもの足部アーチの定量化と体型や運動能力との関係の解明 650,000
R1 19H01511 補助金 基盤研究（B) 政経学部 教授 阿部 武司 ★ 工業化初期における技術移転の研究：明治期日本綿紡績業の経験 2,600,000
R1 19K01992 基金 基盤研究（C)転入 政経学部 教授 佐藤 恵 リース会計・環境財務会計・非営利組織会計の資産認識に着眼した財務弾力性評価の開発 1,170,000
R1 19K02713 基金 基盤研究（C) 文学部 教授 小野瀬 倫也 子どもの深い科学概念構築を志向した理科授業デザイン支援に関する研究 650,000
R1 19K01025 基金 基盤研究（C) 文学部 准教授 太田 麻衣子 長江流域秦楚文化の研究：漢帝国成立の文化的背景 650,000
R1 19K02018 基金 基盤研究（C) 経営学部 准教授 山下 修平 ★ 戦時期日本における会計実務の植民地への展開に関する研究 390,000
R1 19K13622 基金 若手研究 政経学部 講師 板山 真弓 新たな同盟像の提示に向けて－「対称・非対称ハイブリッド型同盟」としての日米同盟 260,000
R1 19K14596 基金 若手研究 理工学部 准教授 布田 徹 量子ウォークの作用素論的研究 910,000
R1 19K20517 基金 若手研究 文学部 講師 桐越 仁美 西アフリカにおけるイスラーム系移民の危機回避に関する人類学的研究 1,300,000
H30 18H00743 基金 基盤研究（B) 体育学部 教授 沼本 宏俊 ★ 古代メソポタミア北部における歴史時代の物質文化の研究ー日本隊の発掘資料を中心にー 2,600,000

71,630,000

合計56件
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