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年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ

基盤研究(C）経済学部 准教授 三笘　利幸 伊波普猷の「沖縄学」の可能性―近代日本のナショナリズムを攪乱する思想

基盤研究(C）経済学部 准教授 男澤　智治 日韓中における産業連携と港湾機能のあり方に関する研究

基盤研究(C）経済学部 准教授 安藤　友張 戦後日本における学校図書館法の成立過程に関する実証的研究

若手研究(Ｂ）法学部 准教授 竹村　仁美 国際刑事司法における正当性・民主的正当性の指標に関する実証的研究

若手研究(Ｂ）経済学部 助教 山本　健太 現代演劇の消費空間と大都市集積に関する研究

基盤研究(C）経済学部 教授 緒方　隆 人的資本クズネッツカープに関する理論・実証研究

基盤研究(C）経済学部 教授 西山　茂 実績配当主義の基礎研究:信託におけるリスクの配分と負担

基盤研究(C）国際関係学部 教授 大形　里美 インドネシアのイスラム復興現象の新展開－イスラム新興ビジネスの発展と動態－

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ

基盤研究(C） 経済学部 准教授 三笘　利幸 伊波普猷の「沖縄学」の可能性―近代日本のナショナリズムを攪乱する思想

基盤研究(C） 経済学部 准教授 安藤　友張 戦後日本における学校図書館法の成立過程に関する実証的研究

基盤研究(C） 経済学部 教授 緒方　隆 人的資本クズネッツカープに関する理論・実証研究
基盤研究(C） 経済学部 教授 西山　茂 実績配当主義の基礎研究:信託におけるリスクの配分と負担

基盤研究(C） 国際関係学部 教授 大形　里美 インドネシアのイスラム復興現象の新展開－イスラム新興ビジネスの発展と動態－

研究活動スタート支援 国際関係学部 助教 能間　寛子 信頼構築のコミュニケーションプロセスにおける「素直さ」のインパクトに関する研究

基盤研究(C） 法学部 准教授 神山　智美 所有権の内在的制約を自然資源管理の観点から考える-重層性と協働性に着目して

若手研究(B) 経済学部 准教授 松尾　美紀 人的資本の形成と経済発展に関する理論研究

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ
基盤研究(C） 経済学部 教授 緒方　隆 人的資本クズネッツカープに関する理論・実証研究
基盤研究(C） 経済学部 教授 西山　茂 実績配当主義の基礎研究:信託におけるリスクの配分と負担
基盤研究(C） 国際関係学部 教授 大形　里美 インドネシアのイスラム復興現象の新展開－イスラム新興ビジネスの発展と動態－

若手研究(B) 法学部 准教授 石崎　千景 裁判員による情報の重みづけが証言の信頼性評価に及ぼす影響

若手研究(B) 経済学部 准教授 松尾　美紀 人的資本の形成と経済発展に関する理論研究

基盤研究(C） 法学部 教授 山本　啓一 生きる力を育成する文章表現科目のプログラム評価と授業改善ツールの開発

基盤研究(B） 国際関係学部 教授 正代　隆義 形式グラフ体系の機械学習とグラフマイニングに関する研究

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ
基盤研究(C） 経済学部 教授 西山　茂 実績配当主義の基礎研究:信託におけるリスクの配分と負担

若手研究(B) 法学部 准教授 石崎　千景 裁判員による情報の重みづけが証言の信頼性評価に及ぼす影響
基盤研究(C） 法学部 教授 山本　啓一 生きる力を育成する文章表現科目のプログラム評価と授業改善ツールの開発

基盤研究(B） 国際関係学部 教授 正代　隆義 形式グラフ体系の機械学習とグラフマイニングに関する研究

若手研究(B) 法学部 准教授 國﨑　倫 エリザベス朝・ジェイムズ朝演劇文化における民衆文化と祝祭空間に関する動態的研究

基盤研究(C） 経済学部 教授 山口　秋義 西洋統計思想史におけるソヴィエト国家統計

基盤研究(C） 経済学部 准教授 松尾　美紀 低開発経済における人的資本蓄積に関する理論研究

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ

基盤研究(C）経済学部 教授 西山　茂 実績配当主義の基礎研究:信託におけるリスクの配分と負担

基盤研究(B）国際関係学部 教授 正代　隆義 形式グラフ体系の機械学習とグラフマイニングに関する研究

若手研究(B) 法学部 准教授 國﨑　倫 エリザベス朝・ジェイムズ朝演劇文化における民衆文化と祝祭空間に関する動態的研究

基盤研究(C）経済学部 教授 山口　秋義 西洋統計思想史におけるソヴィエト国家統計

若手研究(B) 法学部 准教授 入江　恵子 性分化疾患当事者のライフコース研究-医療の介入による逸脱増幅の経験とその影響

基盤研究(C）国際関係学部 准教授 日高　俊夫 動詞の多義性と文法化の理論的記述・分析-命題的意味、非命題的意味、視点的意味-

挑戦的萌芽研究 法学部 准教授 山田　良介 ｢明治日本の産業革命遺産」のストーリーをめぐる軋轢現象に関する実態調査

科学研究費助成事業受給者一覧（平成24～31年度）

平成24年度

平成25年度

平成28年度

平成26年度

平成27年度
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科学研究費助成事業受給者一覧（平成24～31年度）

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ

若手研究(B) 法学部 准教授 國﨑　倫 エリザベス朝・ジェイムズ朝演劇文化における民衆文化と祝祭空間に関する動態的研究

基盤研究(C） 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部 教授 山口　秋義 西洋統計思想史におけるソヴィエト国家統計

若手研究(B) 法学部 准教授 入江　恵子 性分化疾患当事者のライフコース研究-医療の介入による逸脱増幅の経験とその影響

基盤研究(C） 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部 准教授 日高　俊夫 動詞の多義性と文法化の理論的記述・分析-命題的意味、非命題的意味、視点的意味-

挑戦的萌芽研究 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部 准教授 山田　良介 ｢明治日本の産業革命遺産」のストーリーをめぐる軋轢現象に関する実態調査

基盤研究(C） 法学部 准教授 入江　恵子 医療の介入を受けた身体のライフコース研究-性分化疾患当事者の経験

若手研究(B） 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部 准教授 藤野　義和 同族企業の維持・終焉と信頼の関係：医薬品の取引システムとその変容を通じた考察

基盤研究(C） 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部 教授 正代　隆義 グラフ構造の分布情報とグラフ項の論理プログラムによる形式グラフ言語学習理論の研究

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ

若手研究B 法学部 准教授 國崎　倫 エリザベス朝・ジェイムズ朝演劇文化における民衆文化と祝祭空間に関する動態的研究

挑戦的萌芽研究 現代ビジネス学部 准教授 山田　良介 ｢明治日本の産業革命遺産」のストーリーをめぐる軋轢現象に関する実態調査

基盤研究Ｃ 現代ビジネス学部 准教授 日高　俊夫 動詞の多義性と文法化の理論的記述・分析-命題的意味、非命題的意味、視点的意味-

基盤研究Ｃ 法学部 准教授 入江　恵子 性分化疾患当事者のライフコース研究-医療の介入による逸脱増幅の経験とその影響

若手研究B 現代ビジネス学部 准教授 藤野　義和 同族企業の維持・終焉と信頼の関係：医薬品の取引システムとその変容を通じた考察

基盤研究Ｃ 現代ビジネス学部 教授 正代　隆義 グラフ構造の分布情報とグラフ項の論理プログラムによる形式グラフ言語学習理論の研究

基盤研究B 法学部 准教授 花松　泰倫 東アジアにおける国境観光の比較研究：領域社会の変容過程と｢隣国関係」への影響評価

挑戦的研究(萌芽) 法学部 准教授 花松　泰倫 冷戦終焉とユーラシアの境界・環境・社会：グローバルな比較と理論家に向けた学際研究

基盤研究Ｃ 現代ビジネス学部 教授 山口　秋義 帝政ロシアにおける中央統計局構想の形成
研究活動スタート支援 現代ビジネス学部 助教 阿部　理香 労働者の精神的健康に対する補償と予防の法理

年度 種目 学部 職名 氏名 研究テーマ

基盤研究C 現代ビジネス学部 准教授 入江　恵子 性分化疾患当事者のライフコース研究-医療の介入による逸脱増幅の経験とその影響

基盤研究C 現代ビジネス学部 教授 正代　隆義 グラフ構造の分布情報とグラフ項の論理プログラムによる形式グラフ言語学習理論の研究

基盤研究C 現代ビジネス学部 教授 日髙　俊夫 動詞の多義性と文法化の理論的記述・分析-命題的意味、非命題的意味、視点的意味-

若手研究B 現代ビジネス学部 准教授 藤野　義和 同族企業の維持・終焉と信頼の関係：医薬品の取引システムとその変容を通じた考察

基盤研究C 現代ビジネス学部 教授 山口　秋義 帝政ロシアにおける中央統計局構想の形成

基盤研究B 法学部 准教授 花松　泰倫 東アジアにおける国境観光の比較研究：境域社会の変容過程と｢隣国関係」への影響評価

挑戦的研究(萌芽) 法学部 准教授 花松　泰倫 冷戦終焉とユーラシアの境界・環境・社会：グローバルな比較と理論化に向けた学際研究

研究活動スタート支援 法学部 助教 阿部　理香 労働者の精神的健康に対する補償と予防の法理

基盤研究C 現代ビジネス学部 教授 西山　茂 プリンシパル=エージェント関係としての信託：信託概念の経済学的構成

平成31年度

平成30年度

平成29年度


