
所属 職名 氏名

1 R-GIRO 専門研究員 滑田 明暢 499 夫婦の生活家事遂行と相互調整の過程の理解

2 産業社会学部 教授 中西 典子 500
官民パートナーシップの動向と地域的公共性の所在にみる
「成熟社会」への可能性と課題

3 産業社会学部 教授 東 自由里 500
移民博物館を拠点とした差別と偏見に対処する市民教育事
業

4 産業社会学部 准教授 飯田 豊 500
メディア技術史におけるアマチュアリズムの思想と実践に関
する研究

5 産業社会学部 准教授 角田 将士 500 日本史教育における市民性育成のあり方に関する研究

6 産業社会学部
准教授

（任期制）
粟谷 佳司 500 空間から見た戦後文化の歴史社会学的研究

7 国際関係学部 教授 森岡 真史 500
祝われざる百周年：ロシア革命の世界史的意味に関する現
代的考察

8 国際関係学部 教授 若菜 マヤ 500 現実の虚構性、ナラティヴ性を描いた作家たち

9 国際関係学部
講師

（任期制）
中川 亮平 500 日本における企業行動の二律背反と今後の対策

10 国際関係学部 非常勤講師 大倉 三和 500
グローバル経済下における南アジア農業・農村の変動と農
村社会運動の役割

11 政策科学部 教授 小杉 隆信 500
技術利用の継続性に関するリスクを踏まえた気候変動の経
済分析

12 政策科学部 准教授
Kimberley

Anne HICKS
500

Attracting Highly Skilled Migration: Policy, Practice and
Integration

13 文学部 教授 須藤 直人 500
太平洋世界の人間と環境に関する比較文化的ポストコロニ
アル研究

14 文学部 准教授 岡本 直子 500
幼児はファンタジーをいかに体験し意味づけるのか－養育
者との関わりを踏まえて－

15 文学部 准教授 中鹿 直樹 500
障害者のキャリア支援のためのポートフォリオとそれを拡充
する実習場面の機能分析

16 文学部 非常勤講師 青柳 雅文 500
アドルノの亡命期間における思想形成及び社会・文化との
関係に関する研究

17 文学部 非常勤講師 木下 昭 500
イスラム教徒への改宗と「祖国」：フィリピン系アメリカ人を事
例として

18 文学部 非常勤講師 城下 賢一 500 戦後日本の家族政策と家庭教育

19 文学部 非常勤講師 破田野 智美 500
写真上の対象の知覚印象の測定による撮影の専門家の経
験知の解明と応用

20 映像学部 教授 中村 彰憲 500
高度情報化時代におけるボーン･グローバル企業の実態に
関する探索型研究

21 映像学部 教授 朴 真理子 500
語用論的アプローチに基づく認識生成メカニズムの比較研
究

22 映像学部 准教授 鈴木 岳海 500
映像記録を活用するフィールドワーク型教育手法の開発に
関する実践的研究

23 映像学部 准教授 古川 耕平 500
記憶や語りなどの不可視情報のデジタルアーカイブ化によ
る民間信仰の比較研究
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24 映像学部 非常勤講師 松谷 容作 500
欧米を中心とした現代映像理論における身体をめぐる問題
の取り扱いについての調査研究

25 経済学部 教授 稲葉 和夫 500
中央アジア地域における日系企業の潜在的国際競争力に
ついての実証分析

26 経済学部 教授 松野 周治 500
東アジア地域内国際分業の深化と日中韓中小企業協力の
役割：典型地域事例研究を通じて

27 経済学部 准教授 大野 隆 500 新自由主義のもとでの非主流派マクロ動学理論の新展開

28 経営学部 教授 八重樫 文 500
デザイン･ドリブン･イノベーションにおけるデザイン･ディス
コースの実証的研究

29 経営学部 教授 Lee 凪子 500
社会で求められるコミュニケーション力に関する研究：留学
生の語用論的能力の向上に向けて

30 経営学部 准教授 守 政毅 500
東南アジアにおける華人企業の競争戦略に関する比較研
究

31
応用人間科学研究

科
教授

（任期制）
石井 信子 500 自閉症スペクトラムの環境的要因検討と心理治療の研究

32 法務研究科 教授 山口 直也 500
米国厳罰政策の転換がわが国の少年司法に及ぼす影響に
関する研究

33 R-GIRO 専門研究員 池下 花恵 500
発達性読み書き障害における文字表現と視覚認知メカニズ
ムの解明

34 R-GIRO 専門研究員 木戸 彩恵 500
老年期の心理・社会的発達と老年期の化粧ーアンチエイジ
ングの理論的矛盾に着目して

35 衣笠総合研究機構
特別招聘研究教員

（教授）
鈴木 桂子 500

視覚文化へのデジタル・ヒューマニティーズ的アプローチの
一試論

36 衣笠総合研究機構 専門研究員 加茂 瑞穂 500
服飾意匠に描かれたイメージとその変容―近世後期の浮世
絵を中心として

37 衣笠総合研究機構 専門研究員 篠木 涼 500
アメリカ近代心理学の大衆化におけるメディアと表象、制御
をめぐる歴史的研究

38 衣笠総合研究機構 専門研究員 沈 煕燦 500
近代歴史学の影法師――帝国日本の朝鮮史研究と「植民
主義歴史学」の位相

39 衣笠総合研究機構 専門研究員 永田 貴聖 500
フィリピン人が形成する韓国・フィリピン間の社会空間に関
する文化人類学研究

40 衣笠総合研究機構 学振PD 坂口 太郎 500 鎌倉期史籍の基礎的研究

41 衣笠総合研究機構 学振PD 堀 智久 500 戦後日本における障害児教育思想の言説分析

42 国際教育推進機構 嘱託講師
カンダボダＡ,
B.パラバート

500 シンハラ語の文処理における有生性の影響

43 法学部 特別任用教授 中島 茂樹 1,000
イノベーション政策下における国家・大学間関係に関する公
法学的比較研究

44 産業社会学部 教授 日高 勝之 1,000 震災、記憶とメディアをめぐる領域横断的研究

45 文学部 教授 佐藤 達哉 1,000
人生における不定状況からの移行と径路の探究―過程と
発生を捉えるTEMの国際的展開

46 文学部 教授 矢野 健一 1,000 ロボットを利用した水中遺跡探査法の開発とこれに伴う調査

47
応用人間科学研究

科
教授 村本 邦子 1,000

複合災害後のコミュニティ・トラウマとレジリエンスを引き出
す支援モデルの構築
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48 政策科学部 教授 森 裕之 2,000 アスベスト災害・公害の予防・補償・救済と国際関係研究

49 文学部 教授 北岡 明佳 2,000 新しい錯視群の知覚・認知メカニズムと神経的基盤の解明

50 衣笠総合研究機構
特別招聘研究教員

（教授）
山田 洋子 2,000

ビジュアル・ナラティヴによる反転教育と多声医療の理論構
築と実践プログラム
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1 経済学部 准教授 青木 芳将 500 内戦と貧困削減のための新しい援助政策の提案

2 衣笠総合研究機構
特別招聘研究教員

（教授）
安田 喜憲 3,000 年縞環境史による文明の興亡と歴史の展開の研究
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1 衣笠総合研究機構 専門研究員 由井 秀樹 500
日本における泌尿器科学、畜産・獣医学、産婦人科学と不
妊医療をめぐる歴史研究

2 衣笠総合研究機構 専門研究員 田中 壮泰 500 戦間期ポーランド東部国境地域の比較文学研究

3 R-GIRO 研究員 クロス 京子 500
ジェンダー主流化規範とローカル移行期正義―既存制度の
変容過程に関する比較事例研究

4 言語教育センター 外国語嘱託講師 村田 みお 500 仏教文献から見た中国中世期写本作成の基礎的特徴
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