
（単位：円）

直接経費 間接経費
※1 基盤研究(S) 加藤 照之 地域構想研究所・特命教授 海洋GNSSブイを用いた津波観測の高機能化と海底地殻変動連続観測への挑戦 0 0 2016～2020
2 基盤研究(B)（一般） 長谷川 智子 心理社会学部・教授 幼児の生活リズム・食・親子関係を基盤とした総合的な健康教育プログラムの開発 500,000 150,000 2017～2021

※3 特別研究員奨励費（RPD） 蓮尾 絵美 心理社会学部（人間科学科）・特別研究員（RPD） リズム知覚の‘自動’形成に関わる脳内処理の解明 0 0 2018～2020
※4 研究活動スタート支援 仲北浦 淳基 地域創生学部・専任講師 成長と分配を両立させたマクロ経済分析の可能性―ロバートソン経済学の再検討― 0 0 2019～2020
1 基盤研究(B)（一般） 加島 勝 文学部・教授 汎アジアの宗教器物に関する俯瞰的研究―収蔵・奉献・伝播の視座から― 3,700,000 1,110,000 2021～2024
2 特別研究員奨励費（DC2） 児玉 瑛子 仏教学部・特別研究員 他学派との論争から見たインド大乗仏教における論証式の形成と展開 800,000 0 2021～2022

※日本学術振興会より期間延長が承認されたもので、令和3年度の交付金は無い。前年度繰越金のみで研究実施。 小計 5,000,000 1,260,000

（単位：円）

直接経費 間接経費
※1 基盤研究(C)（一般） 森 覚 その他部局・非常勤講師 近現代日本の仏教絵本におけるブッダのイメージ研究 0 0 2016～2020
※2 基盤研究(C)（一般） 神山 裕美 社会共生学部・教授 共生社会実現への生態学的視点による地域基盤ソーシャルワークの人材養成 0 0 2017～2020
※3 基盤研究(C)（一般） 種村 隆元 仏教学部・教授 密教の諸実践に通底する原理としてのアーヴェーシャ（憑依）の研究 0 0 2018～2020
※4 基盤研究(C)（一般） 伊藤 淑子 文学部・教授 アメリカン・ルネサンス期の女性の戦略的言説の分析 0 0 2018～2020
※5 基盤研究(C)（一般） 内田 英二 心理社会学部・教授 青少年における夜間睡眠と自律神経系活動の関連に関する研究 0 0 2018～2020
※6 基盤研究(C)（一般） 荒生 弘史 心理社会学部・准教授 普段着に溶け込むイヤホン型脳波電極の開発：日常脳波の広範な活用に向けて 0 0 2018～2020
※7 若手研究（B） 鈴木 さとみ カウンセリング研究所・研究員 発達障がい者のウェルビーイングに影響する社会的環境的因子に関する定量的研究 0 0 2016～2020
※8 若手研究(B) 北林 茉莉代 その他部局・非常勤講師 『類雑集』から見る近世唱導の生成と展開 0 0 2017～2020
※9 若手研究 工藤 量導 仏教学部・非常勤講師 中国仏教における仏土の本質をめぐる浄穢の議論に関する研究 0 0 2018～2020
※10 若手研究 古田 正幸 文学部・准教授 『源氏物語』第一部を中心とした「引歌」の研究 0 0 2018～2020
※11 若手研究 松本 一郎 社会共生学部・准教授 貧困低所得高齢者の実態と支援の研究 －最低生活費・貧困率算定と4都県事例調査－ 0 0 2018～2020

1 基盤研究(C)（一般） 渡辺 麻里子 文学部・教授 園城寺所蔵天台関係聖教の調査による中世天台談義書を生成するネットワークの解明 1,000,000 300,000 2018～2021
2 基盤研究(C)（一般） 倉西 憲一 仏教学部・専任講師 インド仏教最後期における学知形成と展開ー文証としての引用と知識基盤の関係性ー 500,000 150,000 2019～2021
3 基盤研究(C)（一般） 榎本 淳一 文学部・教授 「国風文化」期における中国書籍の流入状況に関する研究 700,000 210,000 2019～2021
4 基盤研究(C)（一般） 松本 洋幸 文学部・准教授 有吉義弥家資料からみた第二次世界大戦後の日本海運 900,000 270,000 2019～2021
5 基盤研究(C)（一般） 吉田 俊弘 その他部局・名誉教授 大学・高等学校における文章表現教育の調査分析をもとにしたカリキュラム研究 800,000 240,000 2019～2021
6 基盤研究(C)（一般） 本田 裕子 社会共生学部・准教授 希少種の野生復帰を実施・計画する自治体におけるESD課題の析出と体系化の試み 500,000 150,000 2019～2021
7 基盤研究(C)（一般） 稲井　 達也 人間学部・教授 戦後の読書指導史に関する研究 1,000,000 300,000 2019～2021
8 基盤研究(C)（一般） 由井 恭子 総合学修支援機構DAC・専任講師 中世楽書の基礎的研究－『軆源鈔』を視座として－ 400,000 120,000 2019～2022
9 基盤研究(C)（一般） 平林 二郎 綜合佛教研究所・研究員 初期仏教における経典読誦の研究 500,000 150,000 2020～2022
10 基盤研究(C)（一般） 内山 登紀夫 心理社会学部・教授 臨床で実施可能な自閉スペクトラム症の診断評価のための半構造化面接法の開発 1,400,000 420,000 2020～2022
11 基盤研究(C)（一般） 鵜川 晃 社会共生学部・教授 移住者の性と生殖の健康と権利を守るプログラム開発－在留ベトナム人への調査から 1,500,000 450,000 2020～2022
12 基盤研究(C)（一般） 梅澤 亜由美 文学部・教授 〈私小説性〉の計量的分析と国際比較による〈自己語り〉文学の発展的研究 800,000 240,000 2020～2023
13 基盤研究(C)（一般） 坂本 智代枝 社会共生学部・教授 障害当事者が行うアドボカシーの研修プログラムの開発及び普及に向けたシステムの構築 900,000 270,000 2020～2023
14 基盤研究(C)（一般） 坪井 龍太 人間学部・准教授 中学校道徳における少数者の包摂のための教育に関する基礎的・実証的研究 800,000 240,000 2020～2024
15 基盤研究(C)（一般） 中川 祐治 文学部・准教授 外国人散在地域における日本語教育を担う人材の資質・能力育成プログラムの構築 400,000 120,000 2019～2022
16 挑戦的研究（萌芽） 谷田 林士 心理社会学部・准教授 集団主義を支える協調性の認知過程：事象関連電位の個人差と対人関係の関連性を探る 700,000 210,000 2019～2021
17 挑戦的研究（開拓） 小川 有閑 地域構想研究所・客員講師 超高齢・多死社会への新しいケア・アプローチ：地域包括ケアにおけるFBOの役割 4,100,000 1,230,000 2018～2022
18 若手研究 大塚 恵俊 仏教学部・非常勤講師 初期インド密教文献を通じた最初期のアビシェーカ(灌頂)儀礼に関する研究 100,000 30,000 2019～2021
19 若手研究 石川 亮太郎 心理社会学部・専任講師 加害恐怖をもつ社交不安症の認知行動モデルの検証 600,000 180,000 2019～2022
20 若手研究 横山 裕明 綜合佛教研究所・研究員 インド密教における出家修行者の生活規範と社会的ステータスの研究 500,000 150,000 2020～2022
21 若手研究 木村 豊 心理社会学部・専任講師 空襲被災地域におけるポストメモリーと市民活動に関する比較社会学的調査研究 800,000 240,000 2020～2022
22 若手研究 西林 勝吾 地域創生学部・専任講師 A.V.クネーゼを中心とした環境経済学説史研究 700,000 210,000 2019～2022
1 基盤研究(C)（一般） 工藤 量導 仏教学部・非常勤講師 中国仏教における仏土論の源流をめぐる研究 700,000 210,000 2021～2024
2 基盤研究(C)（一般） 古田 尚也 社会共生学部・教授 コロナ時代の新たな都市農業：ICTが拓く可能性とその社会インパクト 1,000,000 300,000 2021～2023
3 基盤研究(C)（一般） 青木 聡 心理社会学部・教授 子による面会交流の拒否に関する実証的研究および支援ガイドブックの作成 1,300,000 390,000 2021～2024
4 基盤研究(C)（一般） 宇野 洋太 カウンセリング研究所・研究員 自閉スペクトラム症児に対する療育効果の検証 1,200,000 360,000 2021～2023
5 基盤研究(C)（一般） 新保 祐光 社会共生学部・教授 ソーシャルワーク実習教育におけるICTの効果的活用 800,000 240,000 2021～2024
6 若手研究 仲北浦 淳基 地域創生学部・専任講師 マクロ経済学草創期におけるロバートソンの経済理論と知的交流 1,100,000 330,000 2021～2025

　※日本学術振興会より期間延長が承認されたもので、令和3年度の交付金は無い。前年度繰越金のみで研究実施。 小計 25,700,000 7,710,000

補助金分＋基金分　合計 30,700,000 8,970,000

3.厚生労働科学研究費補助金等 （単位：円）

直接経費 間接経費

1
厚生労働科学研究費
（障害者政策総合研究事業）

内山 登紀夫 心理社会学部・教授 障害児相談支援における基礎的知識の可視化のための研究 6,154,000 1,846,000 2020～2021

2
厚生労働行政推進調査事業費
（障害者政策総合研究事業）

竹島 正 地域構想研究所・客員教授 持続可能で良質かつ適切な精神医療とモニタリング体制の確保に関する研究 31,075,000 5,904,000 2020～2021

小計 37,229,000 7,750,000

（単位：円）
直接経費 間接経費 合計

67,929,000 16,720,000 84,649,000

令和3年度 科学研究費助成事業等 一覧　

交付内定額（令和3年度分）
交付年度

1.科学研究費補助金

研究課題名

新規

継続

新規

継続

1＋2＋3　総計

№ 研究種目 研究代表者 所属・職 研究課題名

継続

交付年度

研究代表者 所属・職 交付年度

研究種目

39,670,000

研究課題名

2.学術研究助成基金助成金

№

№

交付内定額（令和3年度分）

研究代表者 所属・職

研究種目

交付内定額（令和3年度分）


