第４５回（平成２８年度）三菱財団人文科学助成先一覧
番号

所在地

名

1 福島県 荒

哲

称

（あら さとし）

使

途

金

額

日本占領下のフィリピンにおける経済
的対日協力の研究

1,000,000円

グローバル化時代の無国籍者：欧州の
認定・保護制度を中心に

950,000円

作曲書法と作品構造：ウェーベルン、
ストラヴィンスキー、リゲティ、ブー
レーズ

1,800,000円

トルコ･イラン･アゼルバイジャン３国
におけるアラビア文字碑刻銘文資料の
国境横断的調査と研究

1,700,000円

アジア諸国での親密圏を介した所得再
分配とその普遍性を巡って：私的な人
間関係に基づく相互援助の実態から

2,700,000円

移行期正義における和解の研究－ラテ
ンアメリカを中心として

1,400,000円

北アジアの新石器化に関する研究

3,500,000円

近世の中央ヨーロッパにおける日本認
識 イエズス会劇とベネディクト会と
の関係性

1,200,000円

内国植民地としての北海道における
「近代法」の伝播過程

1,000,000円

シエラレオネ農村部の伝統的指導者は
エボラ出血熱の感染の拡大を防ぐため
にいかなる役割を果たしたのか

1,000,000円

東南アジアにおける民主主義と独裁の
歴史的起源

1,600,000円

モンスーンアラビアにおける環境人類
史の再評価

1,700,000円

中国黄土高原における食料供給の脆弱
性に着目した地域計画・土地利用計画
に関する研究

1,400,000円

国際基督教大学教養学部
2 東京都

教授
新垣 修 （あらかき おさむ）
早稲田大学
グローバルエデュケーションセンター
3 東京都
助教
池原 舞 （いけはら まい）
京都大学大学院文学研究科
4 京都府 教授
井谷 鋼造 （いたに こうぞう）
立命館大学産業社会学部
5 京都府

6 東京都

7 東京都

8 福岡県

9 北海道

10 京都府

准教授
江口 友朗 （えぐち ともあき）
東京大学大学院法学政治学研究科
教授
大串 和雄 （おおぐし かずお）
東京大学大学院人文社会系研究科
教授
大貫 静夫 （おおぬき しずお）
九州大学大学院人文科学研究院
専門研究員
大場 はるか （おおば はるか）
帯広畜産大学人間科学研究部門
講師
岡崎 まゆみ （おかざき まゆみ）
立命館大学衣笠総合研究機構
研究員
岡野 英之 （おかの ひでゆき）
慶應義塾大学法学部

11 東京都

教授
粕谷 祐子 （かすや ゆうこ）
総合地球環境学研究所
研究基盤国際センター
12 京都府
准教授
近藤 康久 （こんどう やすひさ）
京都大学大学院地球環境学堂
13 京都府

准教授
西前 出

（さいぜん いずる）

（代表研究者50音順、以下同じ。）

1

番号

所在地

名

称

九州産業大学国際文化学部
14 福岡県

15 東京都

16 東京都

17 北海道

教授
酒井 順一郎（さかい じゅんいちろう）
東京大学大学院総合文化研究科
特任研究員
杉山 浩平 （すぎやま こうへい）
学習院大学文学部
教授
高田 博行 （たかだ ひろゆき）
北海道大学北極域研究センター
助教
高橋 美野梨 （たかはし みのり）
一橋大学大学院経済学研究科

使

途

2,000,000円

富士山考古学の提唱と実践

3,200,000円

ナチドイツ宣伝省秘密会議－戦時報道
の言語使用に関する修辞学的・計量言
語学的アプローチ

1,200,000円

北極域の安全保障をめぐる国際政治学
的研究

2,500,000円

近代日本の地域社会と軍隊－温泉地の
専任講師
療養所を事例に－
高柳 友彦 （たかやなぎ ともひこ）
信州大学人文学部
清朝嘉慶期（1796-1829）の政治改革と
19 長野県
准教授
構造変動－19世紀中国の転換点－
豊岡 康史 （とよおか やすふみ）
東京外国語大学
大学院総合国際学研究院
グイ語の色彩語彙体系の言語類型論的
20 東京都
教授
研究
中川 裕 （なかがわ ひろし）
関西大学文学部

22 京都府

23 愛知県

24 福岡県

25 福岡県

26 東京都

27 兵庫県

教授
蜷川 順子 （にながわ じゅんこ）
京都教育大学附属京都小中学校

額

「大東亜共栄圏」における日本語教育
の実相と実践－日・満・蒙の協力と反
発－

18 東京都

21 大阪府

金

領域の視覚的フレーミング

日本版認知促進授業モデルの開発－英
教諭
国「Let's Think!」を活用して－
野ヶ山 康弘 （のがやま やすひろ）
中京大学法学部
近代公文書自動解読のための基礎的研
教授
究
檜山 幸夫 （ひやま ゆきお）
九州大学大学院経済学研究院
戦後日本の対韓技術協力の証言収集調
教授
査－浦項製鉄建設の記憶の継承－
深川 博史 （ふかがわ ひろし）
九州大学大学院人文科学研究院
アムール下流域先史遺跡における自然
災害の影響の実態調査－地域文化資源
助教
保護活用に関する国際協力－
福田 正宏 （ふくだ まさひろ）
早稲田大学国際教養学部
旧「満州」地域および解放後、初期北
朝鮮における朝鮮人文学者の活動に関
教授
する調査研究
布袋 敏博 （ほてい としひろ）
神戸大学大学院人文学研究科
ムガル帝国時代南アジア社会の歴史文
献学的研究 : 『アーイーニ・アクバ
准教授
リー』を中心として
真下 裕之 （ました ひろゆき）

2

600,000円

2,000,000円

1,700,000円

2,000,000円

1,200,000円

3,000,000円

1,850,000円

1,700,000円

1,400,000円

1,900,000円

番号

所在地

名

称

使

名古屋大学大学院法学研究科
28 愛知県

29 東京都

教授
水島 朋則 （みずしま とものり）
上智大学グローバル教育センター
准教授
水谷 裕佳 （みずたに ゆか）
東北歴史博物館企画部

30 宮城県

主任研究員
村上 一馬 （むらかみ かずま）
国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター
31 茨城県
研究員
横尾 英史 （よこお ひでふみ）
法政大学理工学部
32 東京都

33 北海道

34 宮城県

教授
横山 泰子 （よこやま やすこ）
北海道大学大学院文学研究科
教授
和田 博美 （わだ ひろみ）
東北学院大学文学部
教授
渡辺

昭一
合

途

金

額

海外美術品等の扱いに関するルール形
成における国際法と国内法の相互作用
について

900,000円

米国先住民による食料主権の回復運動
の再考－アリゾナ州南部の事例に関す
る多角的研究

900,000円

日本狼絶滅過程に関する基礎研究とし
て東北地方での近世以降の資料調査

1,400,000円

危険な貧困脱出手段としてのE-wasteリ
サイクルの評価－フィールド調査と計
量経済学的手法による分析

1,900,000円

近世日本における〈北方〉イメージ－
絵地図とテキストに探る多様性の研究
－

1,000,000円

ネズミの超音波コミュニケーションに
着目した言語獲得過程の動物モデル構
築

3,000,000円

南アジアの冷戦と国際援助問題に関す
る研究

1,700,000円

（わたなべ しょういち）
計

34

3

件

58,000,000円

