第４７回（平成３０年度）三菱財団人文科学助成先一覧
番号

所在地

名

称

一橋大学大学院社会学研究科
1 東京都

2 東京都

3 福岡県

4 大阪府

教授
上田 元 （うえだ げん）
早稲田大学政治経済学術院
准教授
上田 路子 （うえだ みちこ）
九州大学大学院法学研究院
助教
大谷 彬矩 （おおたに あきのり）
大阪市立大学大学院文学研究科
研究員
春日 あゆか （かすが あゆか）
名古屋大学博物館

5 愛知県

6

7

8

9

10

11

12

使

途

助教
塩谷

3,800,000円

自殺報道の過去３０年間の変遷とその
影響：５カ国データの比較実証研究

3,000,000円

刑事施設における処遇の位置づけに着
目した社会復帰理念の具体化に関する
研究

1,000,000円

汚染者としての市民－近代イギリスの
煤煙問題－

1,300,000円

ネアンデルタール人消滅と新人拡散の
プロセスに関する考古学研究：ヨルダ
ンの旧石器遺跡調査

1,500,000円

ニコライ1世期ロシア帝国のアジア外交
哲史

額

タンザニア農地林業の対ケニア・バ
リューチェーン：商人の活動戦略と生
産者組織化の射程

講師
門脇 誠二 （かどわき せいじ）
東京工業大学リベラルアーツ研究教育
院
在日米軍基地の撤退に関する史的考察
東京都
准教授
－福岡と北海道を事例に
川名 晋史 （かわな しんじ）
福島大学行政政策学類
律令体制確立期の北辺地域における地
福島県
教授
域間交流解明の考古学的研究
菊地 芳朗 （きくち よしお）
立命館大学先端総合学術研究科
戦後沖縄社会の構造変容－戦争体験と
京都府
教授
戦後の生活史の実証分析
岸 政彦 （きし まさひこ）
東京大学大学院教育学研究科
競争から協働へ：中国都市部における
東京都
「学校間協力」の仕組みの構築に関す
准教授
る社会学的研究
北村 友人 （きたむら ゆうと）
一般財団法人行政管理研究センター行
政研究所
小泉内閣期における「官邸主導」と自
東京都
研究員
民党 未公開議事録に基づく共同研究
黒澤 良 （くろさわ りょう）
文化学園大学文化ファッション研究機
琉球舞踊と綾子舞－芸態比較対照研究
構
東京都
による古歌舞伎踊の系譜考、琉舞と小
共同研究員
歌踊系民俗芸能の民族藝術学的考察
児玉 絵里子 （こだま えりこ）
東京大学大学院人文社会系研究科
ドイツにおける過去の芸術文化政策の
東京都
記憶の継承と現代の芸術文化政策への
教授
影響について
小林 真理 （こばやし まり）
筑波大学人文社会系

13 茨城県

金

1,300,000円

2,100,000円

1,600,000円

1,800,000円

900,000円

3,000,000円

1,700,000円

1,100,000円

（しおや あきふみ）
（代表研究者50音順、以下同じ。）

1

番号

所在地

名

称

名古屋大学大学院法学研究科
14 愛知県

15 奈良県

16 東京都

17 東京都

18 京都府

19 滋賀県

20 福島県

21 京都府

22 東京都

23 北海道

24 東京都

25 京都府

26 山口県

27 宮城県

特任講師
新地 真之 （しんち まさゆき）
奈良県立橿原考古学研究所
所長
菅谷 文則 （すがや ふみのり）
内閣府迎賓館総務課
上席政策調査員
鈴鴨 富士子 （すずかも ふじこ）
東京大学大学院人文社会系研究科
准教授
髙岸 輝 （たかぎし あきら）
京都大学文学研究科
准教授
高嶋 航 （たかしま こう）
滋賀県立大学人間文化学部
講師
武田 俊輔 （たけだ しゅんすけ）
いわき明星大学教養学部
教授
土谷 幸久 （つちや ゆきひさ）
京都大学東南アジア地域研究研究所
研究員
外山 文子 （とやま あやこ）
上智大学法学部
教授
永野 仁美 （ながの ひとみ）
北海道大学大学院経済学研究院
教授
橋本 努 （はしもと つとむ）
上智大学経済学部
准教授
細萱 伸子 （ほそがや のぶこ）
京都大学大学院文学研究科
非常勤講師
増永 理考 （ますなが まさたか）
山口県立大学看護栄養学部
教授
増成 直美 （ますなり なおみ）
東北大学災害科学国際研究所
准教授
松本 行真

使

途

金

額

インドネシアにおける遺伝資源関連の
伝統的知識をめぐるABS国内法整備に関
する研究

1,500,000円

中国山東省斉国故城から新たに出土し
た鏡笵の調査研究

2,500,000円

日本近代洋風建築における室内装飾と
しての絵画の保存修復－国宝 旧東宮
御所（迎賓館赤坂離宮）を中心に－

1,000,000円

戦国時代の絵画制作にみる都鄙間交流
と文化の全国波及

2,900,000円

満洲国とスポーツ：国際承認と国民統
合の戦略

2,300,000円

限界集落における祭礼・民俗芸能の継
承と再編成－住民・他出者・移住者・
ボランティア間の関係性に注目して

1,100,000円

イノベーションコースト構想による浜
通り復興過程の研究

1,100,000円

新興国における汚職取締の政治学

2,600,000円

日仏伊芬における精神保健政策の比較
研究－地域精神医療の実践を目指して
－

3,600,000円

新しい中間層の可視化理論とその実証
分析:リベラル派中間市民(コモン・シ
ティズン)の新たな供給源を探る

2,800,000円

日本人女性SIEsにおけるグローバル
キャリアの発展と行動特性の関連に関
する研究

1,000,000円

公的恵与にみるローマ帝政前期小アジ
ア都市社会をめぐる研究－リュキア地
方を中心に－

1,100,000円

フィンランドにおける診療情報の二次
利用

1,300,000円

民衆知と非日常行動の比較社会学的研
究

3,800,000円

（まつもと みちまさ）

2

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

静岡県立美術館学芸課
28 静岡県

29 大阪府

30 京都府

31 東京都

32 山形県

ラファエル・コランの公共建築装飾画
学芸課長
をめぐる基礎的調査・研究
三谷 理華 （みたに りか）
阪南大学国際コミュニケーション学部
鈴木大拙関係松ヶ岡文庫所蔵資料から
みた近代禅仏教のネットワークに関す
教授
る研究
守屋 友江 （もりや ともえ）
京都大学大学院経済学研究科
新興国におけるイノベーションを促進
する金融システムの探求－中進国の罠
教授
からの脱出－
矢野 剛 （やの ごう）
東京大学大学院人文社会系研究科
中国ナショナリズム運動の地域的・国
准教授
際的背景：日中関係史の視点から
吉澤 誠一郎（よしざわ せいいちろう）
山形大学農学部
産物データを用いた東北地方の過去の
動植物の分布相とその変化に関する研
准教授
究
渡辺 理絵 （わたなべ りえ）
合

計

32

3

件

1,100,000円

2,000,000円

1,700,000円

1,200,000円

1,300,000円

60,000,000円

