第４６回（平成２９年度）三菱財団人文科学助成先一覧
番号

所在地

名

称

使

途

金

額

名古屋大学大学院人文学研究科
1 愛知県

2 愛知県

3 愛知県

4 兵庫県

5 大阪府

6 東京都

7 東京都

8 京都府

9 東京都

10 愛知県

11 東京都

12 青森県

13 東京都

特任助教
市川 彰 （いちかわ あきら）
名古屋大学大学院法学研究科

火山灰に埋もれたマヤ南部周縁都市の
政治経済活動に関する考古学的研究

子の福祉とは何か？－アジア諸国にお
特任准教授
ける要保護児童への支援体制の検討
伊藤 弘子 （いとう ひろこ）
名古屋市立大学大学院人間文化研究科
亡命チベット人コミュニティの変遷と
生計戦略としての移住ネットワークの
准教授
今日的展開
榎木 美樹 （えのき みき）
神戸大学大学院国際文化学研究科
民主主義諸国におけるウイグル人ディ
教授
アスポラの研究
王 柯 （おう か）
大阪大学大学院人間科学研究科
アジア太平洋地域の被災地における創
教授
造的復興に関する国際比較研究
大谷 順子 （おおたに じゅんこ）
東京大学大学院法学政治学研究科
非正規労働者の社会的包摂のための総
合的社会保障法政策についての実証研
助教
究
楠本 敏之 （くすもと としゆき）
東京芸術大学社会連携センター
中央アジアにおけるウマの導入と拡散
特任講師
過程に関する考古学研究
久米 正吾 （くめ しょうご）
佛教大学歴史学部
教授
斎藤 英喜 （さいとう ひでき）
中央大学文学部
教授
坂田 聡 （さかた さとし）
中部大学人文学部
准教授
末田 智樹 （すえた ともき）
東京大学東洋文化研究所
日本学術振興会特別研究員PD
鈴木 舞 （すずき まい）
弘前大学人文社会科学部
教授
関根 達人 （せきね たつひと）
東京大学大学院人文社会系研究科
准教授
長井 伸仁

（ながい のぶひと）

2,200,000円

2,500,000円

1,700,000円

2,500,000円

3,000,000円

1,900,000円

1,300,000円

死者儀礼と「浄土神楽」の研究

1,000,000円

中世後期～近世前期における百姓のリ
テラシーに関する研究

1,300,000円

戦前期の商店街組織化による反百貨店
運動と地方百貨店勃興との関係性に関
する研究

2,400,000円

古代中国の金文鋳造技法に関する学際
的研究－複合的研究法（レプリカ法・
3D解析・鋳造実験）実践の試み－

2,000,000円

近世国家北方領域境界域における物資
流通に関する考古学的研究

3,000,000円

身体を用いる労働と宗教－第二次世界
大戦後のフランスにおけるカトリシズ
ムの事例

800,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）
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所在地
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称

京都大学人文科学研究所
14 京都府

15

神奈川県

16 東京都

17 青森県 長谷川

成一

金

額

2,500,000円

ごみ山で働く子どもに教育を：フィリ
ピンの最貧困地域における先端的
フィールド実験

2,500,000円

11－12世紀フランスにおける音楽実践
と理論：アキテーヌ・トナリウスの校
訂と分析

700,000円

人文社会学的解析と森林遺伝学的解析
（はせがわ せいいち） に基づく国内クロマツ松原の歴史的造
成プロセスの解明

1,500,000円

准教授
中室 牧子 （なかむろ まきこ）
東京芸術大学音楽学部
真

途

１７世紀の中国ムスリムによるイス
ラームと中国伝統思想の調和－『帰真
総義』の研究

准教授
中西 竜也 （なかにし たつや）
慶應義塾大学総合政策学部

准教授
西間木

使

（にしまぎ しん）

東京大学公共政策大学院
18 東京都

19 愛知県

20 東京都

特任助教
華井 和代 （はない かずよ）
豊田工業大学工学部
教授
原 大介 （はら だいすけ）
昭和女子大学国際学部
教授

コンゴの紛争資源問題と性暴力に対す
る先進国の責任

2,500,000円

日本手話音節の適格性の解明－言語
学・機械学習からのアプローチ

2,300,000円

キャフタ文書の構築と研究：日露関係
を中心に

2,300,000円

古代イランとバビロニア：文化交渉の
歴史学・言語学的研究

2,500,000円

朱印船のアジア史的研究：16～17世
紀、日本往来の「国書」と外交使節

2,700,000円

ボルジギン フスレ（ぼるじぎん ふすれ）

国士舘大学イラク古代文化研究所
21 東京都

22 東京都

23

鹿児島県

24 東京都

25 京都府

26 東京都

共同研究員
前川 和也 （まえかわ かずや）
東京大学史料編纂所
准教授
松方 冬子 （まつかた ふゆこ）
鹿児島大学学術研究院法文教育学域
准教授
三浦 壮 （みうら そう）
国立国語研究所
日本学術振興会特別研究員PD
三樹 陽介 （みき ようすけ）
京都大学人文科学研究所
准教授
村上 衛 （むらかみ えい）
一橋大学大学院法学研究科

戦前期日本における皇室財産の形成と
工業化投資に関する実証研究

700,000円

消滅の危機に瀕する八丈語の保存・継
承のための音声資料と教材作成に関す
る研究

1,200,000円

近代華南における内地流通構造の解
明：珠江デルタ・西江流域を中心に

2,000,000円

都市衰退地区におけるソーシャル・
ミックス政策の比較社会学－パリ郊外
とニューヨークの事例

2,200,000円

准教授
森 千香子 （もり ちかこ）
京都大学人文科学研究所附属現代中国
研究センター
中華民国時期知識人とイギリス政治思
27 京都府
特定助教
想：ハロルド・ラスキ受容を中心に
森川 裕貫 （もりかわ ひろき）

2

1,100,000円
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京都大学大学院経済学研究科
28 京都府

29 京都府

30 沖縄県

31 東京都

32 茨城県

教授
諸富 徹 （もろとみ とおる）
同志社大学文化情報学部
助教
柳沢 英輔 （やなぎさわ えいすけ）
琉球大学研究推進機構
特命助教
山極 海嗣 （やまぎわ かいし）
共立女子大学文芸学部
教授
山本 聡美 （やまもと さとみ）
筑波大学人文社会系
教授
吉水

千鶴子
合

途

金

額

グローバル化時代における国際租税レ
ジームの形成と多国籍企業課税に関す
る研究

1,800,000円

ベトナム中部高原ゴング音楽の音律の
解明とその歴史的起源 －アジア他地
域の音階との比較から

2,600,000円

考古学的比較分析と蛍光X線分析を組み
合わせた琉球列島先史土器文化形成に
おける環境的要因の解明

900,000円

日本中世絵画と文学における、イメー
ジとテクストの双方向性に関する基礎
的研究

1,800,000円

仏教典籍の翻訳と伝承における講義の
役割

600,000円

（よしみず ちづこ）
計

32

3

件

60,000,000円

