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特定領域研究 17083038 文学部　　　　　　　教授　　　二階堂　善　弘 浙江・江蘇地域の道教・民俗信仰に関する廟宇・祭神・儀礼調査 継

特定領域研究 18046016 総合情報学部　　　　准教授　　喜　多　千　草 模倣から創造へ：コンピューティング技術に関する知識の流れ 継

特定領域研究 19026006 システム理工学部 准教授 伊　藤　博　介 Siベース・スピントロニクス素子の電子状態とスピン依存伝導現象の理論

特定領域研究 17065019 化学生命工学部 　　教授　　　石　井　康　敬 飽和炭素分子の炭素－水素結合の均一切断に基づく高度酸化手法の開発 継

特定領域研究 19025011 化学生命工学部 　　准教授　　春　名　　　匠 巨大ひずみ加工により作製される超微細粒材料の水素脆化挙動

基盤研究(A) 一般 16202017 文学部　　　　　　　教授　　　藤　田　髙　夫 中国文化の伝播、変容と還流―中国沿海地域と日本― 有 継

基盤研究(A) 一般 17206091 環境都市工学部 　　教授　　　芝　田　隼　次 未利用廃棄物の再生利用技術の開発 有 継

基盤研究(A) 海外 18251012 文学部　　　　　　　教授　　　野　間　晴　雄 東南アジア平原地帯における複合的な資源利用とその持続的発展に関する研究 有 継

基盤研究(B) 一般 17330033 法学部　　　　　　　教授　　　大津留　智恵子 多文化共生時代における市民的関与の理論的・実証的研究 有 継

基盤研究(B) 一般 17320106 文学部　　　　　　　教授　　　薮　田　　　貫 近世日本における女性のライフサイクルと地域社会 有 継

基盤研究(B) 一般 17320137 文学部　　　　　　　教授　　　高　橋　誠　一 南海地域における琉球の歴史地理的実体と意味の総合的研究 有 継

基盤研究(B) 一般 17330148 文学部　　　　　　　教授　　　中　田　行　重 大学を拠点とする地域臨床心理学の展開に関する研究 有 継

基盤研究(B) 一般 17330172 文学部　　　　　　　教授　　　山　住　勝　広 拡張的学習と学校システム開発の介入研究－活動理論的アプローチ－ 有 継

基盤研究(B) 一般 18320037 文学部　　　　　　　教授　　　蜷　川　順　子 初期ネーデルラント絵画における加筆肖像に関する研究 有 継

基盤研究(B) 一般 18320071 文学部　　　　　　　教授　　　内　田　慶　市 １９世紀「官話」の諸相ー「周縁（ヨーロッパ・朝鮮・琉球・日本）」からのアプローチ 有 継

基盤研究(B) 一般 18330181 文学部　　　　　　　教授　　　竹　内　　　洋 高等教育のマス化・ユニバーサル化と学生文化の変容に関する歴史社会学的研究 有 継

基盤研究(B) 一般 16330045 経済学部　　　　　　教授　　　橋　本　昭　一 企業倫理を中心とした経済倫理の国際的展開の実証的・理論的・学際的比較研究 有 継

基盤研究(B) 一般 17330080 経済学部　　　　　　教授　　　浜　野　　　潔 近世日本の歴史人口データベースを利用した比較地域分析 有 継

基盤研究(B) 一般 19330094 商学部　　　　　　　教授　　　陶　山　計　介 クロスメディアによるブランド・コミュニケーション戦略に関する日英米の国際比較 有

基盤研究(B) 一般 17330100 商学部　　　　　　　准教授　　川　上　智　子 ベンチャー企業と大企業の顧客志向とイノベーションの成果に関する国際比較研究 有 継

基盤研究(B) 一般 19330121 社会学部　　　　　　教授　　　与謝野　有　紀 社会階層と信頼－一般的信頼、制度・組織への信頼と階層的不平等の関連構造の研究 有

基盤研究(B) 一般 16300085 総合情報学部　　　　教授　　　林　　　武　文 逆遠近錯視を利用した奥行き知覚メカニズムの解明と臨床医学応用に関する研究 有 継

基盤研究(B) 一般 16300277 総合情報学部　　　　教授　　　黒　上　晴　夫 高次思考能力の育成をめざす授業設計法と評価に関する研究 有 継

基盤研究(B) 一般 17300277 総合情報学部　　　　教授　　　久保田　賢　一 コミュニケーションを重視したデジタル学習環境に関する実証的研究 有 継

基盤研究(B) 一般 19300003 総合情報学部　　　　教授　　　仲　川　勇　二 離散的最適化ソフトウェアＨＯＰＥの拡張と応用 有

基盤研究(B) 一般 19330056 総合情報学部　　　　教授　　　鵜　飼　康　東 情報のユビキタス化による組織構造の実証研究 有

基盤研究(B) 一般 19310091 システム理工学部 　教授　　　青　柳　誠　司 蚊の穿刺行動の観察と医療用マイクロニードルへの応用 有

基盤研究(B) 一般 19360090 システム理工学部 　教授　　　関　　　眞佐子 血管壁表面の糖鎖層の力学的役割 有

基盤研究(B) 一般 19360104 システム理工学部 　教授　　　小　澤　　　守 離散気泡モデルによる沸騰二相流の熱流動ダイナミックスモデルの構築 有

基盤研究(B) 一般 19360111 システム理工学部 　教授　　　岩　壺　卓　三 新しいエネルギ消散原理を用いたダンパ（コロイダルダンパ）の開発研究 有

基盤研究(B) 一般 19360123 システム理工学部 　教授　　　新　井　泰　彦 電子線を用いたモアレトポグラフィによる微細構造物の三次元高分解能計測法の開発 有

基盤研究(B) 一般 19360180 システム理工学部 　教授　　　岡　田　博　美 非情報化車両を含む車両安全走行を目指した次世代型車載情報通信システムの開発 有

基盤研究(B) 一般 18310064 環境都市工学部 　　教授　　　岡　田　芳　樹 浮遊ナノ粒子の粒子径・化学組成同時計測技術の開発 有 継

基盤研究(B) 一般 18360382 環境都市工学部 　　教授　　　鈴　木　俊　光 担持酸化ニッケル触媒によるエタン・プロパンの酸化的脱水素によるオレフィン製造 有 継

基盤研究(B) 一般 17300163 化学生命工学部 　　教授　　　大　内　辰　郎 マルチアーム型ＰＥＧ－ポリ乳酸共重合体の分解性ソフトバイオマテリアルとしての応用 有 継

基盤研究(B) 一般 18360320 化学生命工学部 　　教授　　　幸　塚　広　光 ゾル－ゲルセラミック薄膜の応力制御に基づく物性・組織制御に関する基礎的研究 有 継

基盤研究(B) 一般 19350045 化学生命工学部 　　教授　　　荒　川　隆　一 ナノ粒子の２次元規則配列表面を利用した新規なレーザー脱離ソフトイオン化法の開発 有

基盤研究(B) 一般 18300166 化学生命工学部 　　准教授　　宮　田　隆　志 スマートバイオマテリアルとしての生体分子応答性ゲルの創製とその応用 有 継

基盤研究(B) 一般 19350062 化学生命工学部 　　准教授　　大　矢　裕　一 ＤＮＡポリカテナンの合成と光制御および機能の探索 有

基盤研究(B) 海外 17401001 文学部　　　　　　　教授　　　吹　田　　　浩 エジプトのサッカラ・ギザ地域の地下埋葬室壁画の修復技術の研究 有 継

基盤研究(B) 海外 18401033 文学部　　　　　　　教授　　　米　田　文　孝 西インド石窟寺院の総合的研究－仏教石窟変遷過程の構造的理解に向けて－ 有 継

基盤研究(C) 一般 18530074 法学部　　　　　　　教授　　　田　村　詩　子 取締役・執行役の業務執行・買収防衛策と株主・債権者保護―ドイツ会社法との比較― 有 継

基盤研究(C) 一般 17520212 文学部　　　　　　　教授　　　入　子　文　子 １９世紀ニューイングランド文学へのヨーロッパ文化の波及と効果 有 継

基盤研究(C) 一般 17520549 文学部　　　　　　　教授　　　橋　本　征　治 黒潮ルートのイモ栽培文化－琉球孤の島々と台湾－ 有 継

基盤研究(C) 一般 17520564 文学部　　　　　　　教授　　　森　　　隆　男 文化遺産としての住まい－関西近郊都市における住文化の変容を民俗建築学の視点で分析 有 継

基盤研究(C) 一般 18520107 文学部　　　　　　　教授　　　長　谷　洋　一 近世仏像彫刻史における造像と組織に関する基礎研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18520108 文学部　　　　　　　教授　　　中　谷　伸　生 耳鳥齋と大坂の戯画 有 継

基盤研究(C) 一般 18520146 文学部　　　　　　　教授　　　関　屋　俊　彦 能楽資料の調査と整理ー大蔵弥右衛門家所蔵伝書と新生田文庫本ー 有 継

基盤研究(C) 一般 18520147 文学部　　　　　　　教授　　　浦　西　和　彦 大阪で出版された雑誌文化研究―雑誌記事細目と解題― 有 継

基盤研究(C) 一般 18520523 文学部　　　　　　　教授　　　大　谷　　　渡 昭和前期日本の社会・文化史と台湾－台湾知識人精神史の記録化 有 継

基盤研究(C) 一般 18520548 文学部　　　　　　　教授　　　松　浦　　　章 清代沿海航運史の研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18520635 文学部　　　　　　　教授　　　黒　田　一　充 祭祀にともなう施設の研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18530766 文学部　　　　　　　教授　　　松　村　暢　隆 理科授業で学習困難や才能を示す児童生徒への特別支援の方策に関する研究 有 継

基盤研究(C) 一般 19520175 文学部　　　　　　　教授　　　山　本　登　朗 中国の伝奇小説と日本の物語文学に関する比較文化的研究 有

基盤研究(C) 一般 19520276 文学部　　　　　　　教授　　　宇佐美　幸　彦 ベルリン・ダダイズムの文学作品における文学的技法の研究 有

基盤研究(C) 一般 19520278 文学部　　　　　　　教授　　　川　神　傳　弘 １９４０年代・５０年代におけるフランス知識人の｢全体主義」思想への係わり 有

基盤研究(C) 一般 19520318 文学部　　　　　　　教授　　　井　上　泰　山 スペイン国内に残る中国近世白話文献の学術的価値に関する研究 有

基盤研究(C) 一般 19520584 文学部　　　　　　　教授　　　原　田　正　俊 日本中世禅宗の仏事法会と中国仏教 有

基盤研究(C) 一般 19530604 文学部　　　　　　　教授　　　野　村　幸　正 想起抑制における意図－行為－表象の循環的機序に関する実証的研究 有

基盤研究(C) 一般 18520058 文学部　　　　　　　准教授　　宮　本　要太郎 新宗教教祖伝の成立と構造に関する比較研究 有 継

基盤研究(C) 一般 19500552 文学部　　　　　　　准教授　　安　田　忠　典 新しいスポーツ思想の構築に向けて－大島鎌吉資料の基礎的研究－ 有

基盤研究(C) 一般 19520034 文学部　　　　　　　准教授　　中　澤　　　務 プラトン対話篇におけるミュートス（神話）の哲学的機能と意味をめぐる総合的研究 有

基盤研究(C) 一般 19520057 文学部　　　　　　　准教授　　伏　見　英　俊 チベット文献木版印刷プロジェクトの総合的解明 有
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基盤研究(C) 一般 19530194 経済学部 准教授 春　日　秀　文 プロジェクト・レベルのデータを用いた開発援助の評価に関する研究 有

基盤研究(C) 一般 19530224 経済学部　　　　　　准教授　　野　坂　博　南 雇用と少子化に関する理論分析 有

基盤研究(C) 一般 17530253 商学部　　　　　　　教授　　　髙　屋　定　美 欧州における金融政策と財政政策との最適協調枠組みに関する理論および実証的研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18530337 商学部　　　　　　　教授　　　杉　本　貴　志 イギリス消費生活協同組合運動の生成と展開、とくにその連合・統合化についての研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18530366 商学部　　　　　　　教授　　　中　嶌　道　靖 マテリアルフローコスト会計の理論かつ手法の高度化研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18530367 商学部　　　　　　　教授　　　水　野　一　郎 中国における社会関連会計の現状と動向についての研究 有 継

基盤研究(C) 一般 19530395 商学部　　　　　　　教授　　　吉　田　友　之 国際航空貨物運送で使用するﾄﾚｰﾄﾞ・ﾀｰﾑｽﾞ（貿易定型取引条件）の地域別比較研究 有

基盤研究(C) 一般 19530398 商学部 教授 乙　政　正　太 コーポレートガバナンスの変容と会計情報の機能に関する実証的調査 有

基盤研究(C) 一般 17530464 社会学部　　　　　　教授　　　遠　藤　由　美 自己制御に関する社会心理学的研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18530497 社会学部　　　　　　教授　　　高　木　　　修 人間関係の今日的様相とその意味：資源としての「社会的絆」を基幹概念として 有 継

基盤研究(C) 一般 19530481 社会学部　　　　　　教授　　　大　和　礼　子 インタビュー調査による世代間の財・サービスの公的移転と私的移転の関係に関する研究 有

基盤研究(C) 一般 18530113 政策創造学部 教授 柄　谷　利恵子 紛争後社会の自立と再興に関する比較研究：２１世紀国際社会における国家と国際秩序 有 継

基盤研究(C) 一般 19530124 政策創造学部　　　　教授　　　岡　本　哲　和 日本における候補者ウェブサイトの実証分析 有

基盤研究(C) 一般 19530125 政策創造学部　　　　教授　　　小　西　秀　樹 小泉政権下の政策形成における価値の生成と変容 有

基盤研究(C) 一般 18500181 総合情報学部　　　　教授　　　林　　　　　勲 ラット海馬培養細胞と小型ロボットの反応・制御系でのニューロモデル構成と知識獲得 有 継

基盤研究(C) 一般 18520029 総合情報学部　　　　教授　　　加　藤　雅　人 現代意味論・語用論の観点からみた中世存在論の再解釈 有 継

基盤研究(C) 一般 19530372 総合情報学部　　　　教授　　　亀　井　克　之 中小企業事業承継問題に関する日仏比較研究を通じた事業承継ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの提案 有

基盤研究(C) 一般 18500099 総合情報学部　　　　准教授　　喜　多　千　草 異分野コラボレーションのための相互理解・対話促進ツールの開発 有 継

基盤研究(C) 一般 17540270 システム理工学部 教授 和　田　隆　宏 超重核生成融合反応と多モード核分裂反応の揺動散逸動力学 有 継

基盤研究(C) 一般 18540148 システム理工学部 　教授　　　安　芸　重　雄 不規則系列上の離散分布モデルに関する統計的推測の研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18550112 システム理工学部 　教授　　　田　實　佳　郎 らせん高分子の本来の圧電特性を引き出す秩序創成法の追及とその機能化 有 継

基盤研究(C) 一般 18560041 システム理工学部 　教授　　　齊　藤　　　正 光触媒融合型光電子デバイス用高効率光触媒の創製 有 継

基盤研究(C) 一般 19500198 システム理工学部 　教授　　　前　田　　　裕 同時摂動を用いた学習機能を持つニューラルネットワークのハードウェア実現 有

基盤研究(C) 一般 19560216 システム理工学部 　教授　　　植　村　知　正 Ｘ線ステレオ撮影による３次元マイクロＰＩＶ手法の開発 有

基盤研究(C) 一般 19560400 システム理工学部 　教授　　　山　本　　　幹 情報共有空間としてのアドホックネットワークの研究 有

基盤研究(C) 一般 19540028 システム理工学部 准教授 柳　川　浩　二 Ｋｏｓｚｕｌ双対性の可換環論への応用 有

基盤研究(C) 一般 19560013 システム理工学部 准教授 伊　藤　博　介 強磁性絶縁体・ハーフメタルを用いた高スピン偏極電流生成デバイスの理論的研究 有

基盤研究(C) 一般 19540025 システム理工学部 専任講師 和久井　道　久 組み紐構造を用いたホップ代数の表現圏に関する研究 有

基盤研究(C) 一般 18560535 環境都市工学部 　　教授　　　和　田　安　彦 廃プラスチック（その他プラ）類の処理・資源化システムの資源循環性評価 有 継

基盤研究(C) 一般 18560626 環境都市工学部 　　教授　　　藤　田　勝　也 近世故実家による公家住宅研究の実態ならびにその学史的意義に関する研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18560745 環境都市工学部 　　准教授　　池　永　直　樹 カーボンエアロゲルの微細構造を利用した新規触媒の開発およびその活性評価 有 継

基盤研究(C) 一般 18550100 化学生命工学部 　　教授　　　西　山　　　豊 二酸化炭素の反応制御作用に基づく新還元反応系の創出 有 継

基盤研究(C) 一般 19550114 化学生命工学部 　　教授　　　上　里　新　一 抗タキソールモノクローナル抗体を反応場としたタキソールの合成 有

基盤研究(C) 一般 19560712 化学生命工学部 　　准教授　　春　名　　　匠 フッ化物環境中で耐食性を有する歯科臨床用チタン合金の開発 有

基盤研究(C) 一般 19590110 化学生命工学部 　　准教授　　長　岡　康　夫 ＤＤＳを指向したヒストン脱アセチル化酵素阻害剤の創生 有

基盤研究(C) 一般 18570051 化学生命工学部 　　専任講師　安　原　裕　紀 高等植物の細胞質分裂装置フラグモプラストの遠心的発達機構の解析 有 継

基盤研究(C) 一般 17520405 外国語教育研究機構　教授　　　　澤　清　美 外国語教育におけるテスト等化の重要性とその方法－テスト妥当性研究の一環として－ 有 継

基盤研究(C) 一般 18520251 外国語教育研究機構　教授　　　和　田　葉　子 写本に見る中世イギリスの言語事情 有 継

基盤研究(C) 一般 18520434 外国語教育研究機構 教授 山　崎　直　樹 第二言語学習の視点からの中国語辞書の検証 有 継

基盤研究(C) 一般 18520466 外国語教育研究機構　教授　　　竹　内　　　理 ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇにおける英語読解行動・方略の解明とその指導モデルの構築 有 継

基盤研究(C) 一般 18520467 外国語教育研究機構　教授　　　八　島　智　子 体験型言語・文化学習の評価に関する研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18520468 外国語教育研究機構　教授　　　カイト　由利子 機械系工学専攻における学術口語英語活動：学術学会で必要な専門英語研究 有 継

基盤研究(C) 一般 19520377 外国語教育研究機構　教授　　　高　橋　秀　彰 現代ドイツ語の標準化と脱標準化に関する社会言語学的研究 有

基盤研究(C) 一般 19520529 外国語教育研究機構　教授　　　望　月　通　子 学習者コーパスと母語話者コーパスに基づくアカデミックライティングの対照研究 有

基盤研究(C) 一般 19520277 外国語教育研究機構　准教授　　柏　木　貴久子 都市の食卓－ドイツ近現代文学から探る飲食儀礼と変容する都市空間 有

基盤研究(C) 一般 18530075 法科大学院　　　　　教授　　　久　保　宏　之 公証制度の現代的課題の比較法的、理論的実証研究 有 継

基盤研究(C) 一般 19530042 法科大学院　　　　　教授　　　藤　田　久　一 国際人道法におけるジャーナリストの地位と保護 有

基盤研究(C) 一般 17530351 会計専門職大学院 　教授　　　柴　　　健　次 電子化による簿記・会計の表示志向が社会に及ぼす影響の研究 有 継

基盤研究(C) 一般 18520148 博物館 研究員 北　川　博　子 上方役者絵の国内外所蔵調査とデータベース化の基礎的研究 有 継

萌芽研究 17652035 文学部　　　　　　　教授　　　浜　本　隆　志 南ドイツ、オーストリア、スイスの山岳地帯における通過儀礼とその記録伝承の研究 継

萌芽研究 17652069 文学部　　　　　　　教授　　　野　間　晴　雄 イギリス東インド会社とアジア・アフリカの邂逅をめぐる文化システムの研究 継

萌芽研究 17652073 文学部　　　　　　　教授　　　芝　井　敬　司 創設期イングランド銀行の口座利用者に関する史料分析的研究 継

萌芽研究 18653047 文学部　　　　　　　教授　　　竹　内　　　洋 新聞メディアの重みづけ報道と社会的リアリティ（世論）の誘導の研究 継

萌芽研究 19653027 総合情報学部　　　　教授　　　鵜　飼　康　東 金融パニックシミュレーション実験－妥当なミクロ金融政策の構築－

萌芽研究 17656090 システム理工学部 　教授　　　青　柳　誠　司 人間の皮膚機能を模擬した４層立体分布型触覚センサのマイクロマシニングによる開発 継

萌芽研究 19651056 システム理工学部 教授 高　田　啓　二 ひずみイメージングによる磁性計測

萌芽研究 18650138 化学生命工学部 　　教授　　　大　内　辰　郎 コレステロール導入ポリ乳酸による液晶ドメインを有する生分解性足場の構築と組織再生 継

萌芽研究 18656196 化学生命工学部 　　教授　　　幸　塚　広　光 金属塩水溶液をコーティング液とする新しいセラミック成膜技術に関する基礎的研究 継

萌芽研究 18652034 外国語教育研究機構　教授　　　玄　　　幸　子 周辺書誌学からみる敦煌文書成書年代比定に関する研究 継

若手研究(A) 17686018 システム理工学部 　准教授　　梶　川　嘉　延 騒音・音場空間を自由に移動できるアクティブコントロールシステムに関する研究 有 継

若手研究(A) 18681018 化学生命工学部 准教授 岩　崎　泰　彦 バイオ分子実装基板の精密設計 有 継

若手研究(B) 18720054 文学部　　　　　　　准教授　　増　田　周　子 関西文壇・出版研究ー中央文壇と海外文学との横断的関連ー 継

若手研究(B) 18720090 文学部　　　　　　　准教授　　菅　原　慶　乃 １９４９年以前の中国映画界における外国映画の受容とその影響に関する研究 継
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若手研究(B) 19720031 文学部　　　　　　　准教授　　若　林　雅　哉 受容と制作のダイナミズム：新聞記事に見る川上音二郎の西洋演劇翻案

若手研究(B) 19730505 文学部　　　　　　　准教授　　藤　江　康　彦 理数教科の授業づくりを支援する包摂的コンサルテーションシステムの構築に関する研究

若手研究(B) 19730528 文学部　　　　　　　准教授　　山ノ内　裕　子 在日ブラジル人青少年の進路・教育選択に関する教育人類学的研究

若手研究(B) 19710224 文学部　　　　　　　専任講師　豊　田　真　穂 アメリカの日本占領とせめぎ合う家族イデオロギー

若手研究(B) 19730564 文学部　　　　　　　専任講師　加　戸　陽　子 神経心理学的検査による軽度発達障害の新分類とその活用による教育的支援の考案

若手研究(B) 18730203 経済学部　　　　　　教授　　　本　西　泰　三 家族構成と家計の貯蓄・消費行動に関する実証分析 継

若手研究(B) 18730137 経済学部　　　　　　准教授　　清　水　　　崇 動学的環境における市場メカニズムのゲーム理論的分析 継

若手研究(B) 18730140 経済学部　　　　　　准教授　　壽　里　　　竜 デヴィッド・ヒュームにおける文明社会の盛衰認識の研究 継

若手研究(B) 19730244 経済学部　　　　　　准教授　　山　本　千　映 産業革命期イングランドにおける生活水準：貧困と経済犯罪

若手研究(B) 19730149 経済学部　　　　　　准教授　　土　居　潤　子 国際的労働移動に関する理論的研究－移民政策は経済成長にとってプラスか－

若手研究(B) 19730275 商学部　　　　　　　教授　　　矢　田　勝　俊 大規模会話データを用いた説得コミュニケーションプロセスの解明

若手研究(B) 18730282 商学部　　　　　　　准教授　　岸　谷　和　広 ウェブサイトにおける広告戦略とその管理の実証研究 継

若手研究(B) 18730266 社会学部　　　　　　准教授　　橋　本　　　理 社会的企業・コミュニティビジネスの存立条件と基盤整備に関する研究 継

若手研究(B) 18730393 社会学部　　　　　　准教授　　池　内　裕　美 喪失体験後の心理・社会的変化のメカニズムに関する実証的研究 継

若手研究(B) 18730394 社会学部　　　　　　准教授　　林　    直保子 信頼の社会関係的基盤に関する実証的研究 継

若手研究(B) 17730325 総合情報学部　　　　准教授　　谷　本　奈　穂 美的整形を通じた身体観の変容に関する実証的研究 継

若手研究(B) 18760221 システム理工学部 　准教授　　大　橋　俊　介 リニア発電を用いた振動エネルギー回収システムの研究 継

若手研究(B) 19760124 システム理工学部 　准教授　　松　本　亮　介 電場によるマイクロ・ミキサーの高性能混合制御－混合と搬送の機能分割－

若手研究(B) 18760276 システム理工学部 　専任講師　和　田　友　孝 路車車間通信システムのシャドウイング推定による高品質伝送技術に関する研究 継

若手研究(B) 19700390 システム理工学部 　専任講師　田地川　　　勉 大動脈弁の流体力学的・構造力学的機能の評価方法の開発とその応用

若手研究(B) 19760122 システム理工学部 　専任講師　山　本　恭　史 混相流における複雑界面現象のメゾスコピックシミュレーション

若手研究(B) 19760123 システム理工学部 　専任講師　板　野　智　昭 チャネル流における乱流状態の低レイノルズ数極限～壁乱流の起源

若手研究(B) 19700116 環境都市工学部 准教授 安　室　喜　弘 アフォーダンスに注目した手作業のデジタルアーカイブ化手法

若手研究(B) 17760477 環境都市工学部 　　専任講師　原　　　直　也 色覚特性に配慮した明視環境設計法に関する研究 継

若手研究(B) 18760633 環境都市工学部 　　専任講師　村　山　憲　弘 アルミ再生工程で生じる廃棄物からの陰イオン交換体の創製と有害重金属除去への適用 継

若手研究(B) 17760433 環境都市工学部 　　助教　　　井ノ口　弘　昭 透明性を確保した車種別交通量配分システムの利用推進 継

若手研究(B) 18710148 環境都市工学部 　　助教　　　尾　崎　　　平 内水による浸水被害軽減のための政策立案システムの構築 継

若手研究(B) 19760056 環境都市工学部 　　助教　　　壇　　　寛　成 数理計画法の運用支援システム開発とモデル化技法の研究

若手研究(B) 18710102 化学生命工学部 　　准教授　　川　崎　英　也 固液界面ナノ自己集合体を利用した金属ナノ粒子のナノ構造配列制御 継

若手研究(B) 18750073 化学生命工学部 　　准教授　　大　洞　康　嗣 低原子価ニオブ化合物を用いた均一系触媒反応 継

若手研究(B) 18730301 会計専門職大学院 　准教授　　坂　口　順　也 日本加工組立型企業における組織間情報共有に間する実態分析 継

若手研究(B) 18730202 経済・政治研究所 ＰＤ 竹　村　敏　彦 情報インフラにおけるセキュリティ投資の経済分析 継

若手研究(B) 19730126 東西学術研究所 ＰＤ 薄　培　林 清末中国の「聯日」外交論に関する研究

若手研究(B) 19730503 文学研究科　　　　　ＰＤ 諏　訪　晃　一 グローバリゼーションの時代における学校･家庭・地域の協働

若手研究ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 18820047 東西学術研究所 ＰＤ 小　野　　　文 言語学における概念形成の研究～東洋学から一般言語学への影響～ 継
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特別研究員奨励費 18・6225 経済学部 ＰＤ 荒　武　賢一朗 江戸時代後期・明治時代における地域市場の歴史学的分析―屎尿流通を中心に― 継

特別研究員奨励費 19・3880 文学研究科 ＤＣ２ 溝　井　裕　一 伝説・民衆本におけるファウスト像と１６世紀の世界観

特別研究員奨励費 外国人 17・05405 (化)JAYAKUMAR,R. 教授 田　村　　　裕 化学修飾したマリン多糖のバイオメディカル分野への利用 継

特別研究員奨励費 外国人 19・07068 (化)NEW,N.T. 教授 田　村　　　裕 菌糸体キトサンとゼラチンからなる皮膚細胞再生用生分解性二層スカッフォールド

2
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注：採択（内定）件数及び研究者の氏名・資格は、いずれも平成19年5月現在のものです。

  合 　　　計

　　　　　　　　　　　　　合　　　計   　　161　　件

  合　 　  計 　  　　4　　件

      165  　件

-3 -


