
平成27年度井上円了記念研究助成執行一覧

【個人研究】
<大学院学生> (単位：円） (単位：円）

氏名 研究科 専攻　

1 院生 金子 はな 文学研究科 国文学専攻 谷地 快一 490,000 490,000

2 院生 荻 翔一 社会学研究科 社会学専攻 高橋 典史 490,000 490,000

3 院生 金子 迪大 社会学研究科
社会心理学専
攻

堀毛 一也 490,000 490,000

4 院生 倉矢 匠 社会学研究科
社会心理学専
攻

安藤 清志 490,000 490,000

5 院生 鈴木 孝明 福祉社会デザイン研究科
人間環境デザ
イン専攻

菅原 麻衣子 547,000 547,000

6 院生 佐川 まこと 福祉社会デザイン研究科
ヒューマンデザ
イン専攻

白石 弘巳 483,000 483,000

7 院生 豊田 睦 理工学研究科
生体医工学専
攻

望月 修 436,000 436,000

8 院生 佐川 輝仁 理工学研究科 応用化学専攻 安藤 直子 490,000 490,000

9 院生 菊池 裕太 理工学研究科
都市環境デザ
イン専攻

村野 昭人 490,000 490,000

10 院生
ロチャニ・アンキット・
カナイヤラル

学際・融合科学研究科
バイオ・ナノサイエ
ンス融合専攻

D.N.
SakthiKumar

560,000 559,947

11 院生 河野 翔 生命科学研究科 生命科学専攻 太田 昌子 560,000 560,000

12 院生 川内 貴雄 生命科学研究科 生命科学専攻 金子 律子 502,000 502,000

13 院生 上芝原 佑 生命科学研究科 生命科学専攻 川口 英夫 490,000 490,000

14 院生 稲葉 暁佳里 生命科学研究科 生命科学専攻 清水 文一 447,000 380,834

15 院生 山田 雄介 生命科学研究科 生命科学専攻 梅原 三貴久 490,000 490,000

16 院生 片岡 知里 生命科学研究科 生命科学専攻 柏田 祥策 490,000 489,998

17 院生 宮下 拓巳 生命科学研究科 生命科学専攻 竹井 弘之 441,000 441,000

18 院生 成田 康人 生命科学研究科 生命科学専攻 金子 律子 464,000 464,000

19 院生 菅原 綾介 生命科学研究科 生命科学専攻 矢野 友啓 490,000 490,000

20 院生 野中 祐紀 生命科学研究科 生命科学専攻 長谷川 輝明 392,000 392,000

21 院生 堀内 里紗 生命科学研究科 生命科学専攻 宮西 伸光 490,000 490,000

22 院生 櫛田 卓志 生命科学研究科 生命科学専攻 鳴海 一成 490,000 490,000

10,712,000 10,645,779

感情持続に関する研究 ～ AREAモデルの再検討 ～

日本におけるジェンダーの促進的/抑制的規範と地位・結婚との関係性の検討

重複障害の児童生徒を対象とした特別支援学校における施設計画

ACT導入後の時系列に見た家族の変化とその要因

土砂災害抑止に向けた土壌の隙間・性状と流れの関係

異なる属種の糸状菌の混合培養による新規トリコテセンの創生、および、精製・同定・毒性評価

模型実験水路と実河川での魚の挙動に関する実験的研究

大学院学生　計　22　件　

女子長距離陸上選手における疲労骨折の一次予防としての栄養マネジメントシステムの確立 - 骨質維持に有効な新規サプリメント成
分のスクリーニング -

Collapsin Response Mediator Protein 4（CRMP4）のマウス月齢により異なるリン酸化部位の同定とその機能解明

ROCK阻害剤による万能細胞の分化促進メカニズムの解明

執行額採択額

Multiple Drug Loaded Magnetic Anti-Cancer Nano Balls
多種の薬剤を充填した磁性抗ガンナノボール

身分
研  究  代  表  者

指導教員 研          究          課          題

6つのシアロオリゴ糖部位を有するトリスビピリジン鉄錯体による糖鎖間相互作用メカニズムの解析

超好熱性アーキアにおける突然変異体出現頻度の評価

各務支考の文芸観研究 - 仮名碑の謎文を軸として -

外国人集住地域におけるエスニック・チャーチの展開過程に関する実証的研究

ポプラにおけるクマリン化合物生合成に関わるオルト位水酸化酵素のクローニング

種子収量を調整するイネのD3標的タンパク質の探索

銀ナノコロイドのメダカ免疫機能発現への影響

非侵襲型細胞観察法の基礎原理実証：ブドウ糖に対する血管内皮細胞の応答

雄性ホルモンによる雌ティラピア脳の性転換メカニズムについて - 生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン産生ニューロン（GnRH3ニューロ
ン）に関する解析 -

新たに特定された中皮腫の悪性化因子としてのIL-4シグナル伝達系の解析と治療標的としての可能性の検証

イネの糖鎖構造解析による新規品質評価システムの開発



平成27年度井上円了記念研究助成執行一覧

<校友> (単位：円） (単位：円）

氏名 出身研究科/学部 専攻/学科

1 校友 池原 陽斉 文学研究科 国文学専攻 菊地 義裕 595,000 594,980

2 校友 小泉 京美 文学研究科 国文学専攻 和田 博文 560,000 560,000

3 校友 小川 祐喜子 社会学研究科 社会学専攻 宇都宮 京子 401,000 401,000

4 校友 大久保 暢俊 社会学研究科 社会学専攻 安藤 清志 465,000 465,000

6 校友 結城 裕也 社会学研究科 社会学専攻 安藤 清志 350,000 349,109

5 校友 小林 麻衣 社会学研究科
社会心理学専
攻

堀毛 一也 487,000 484,081

7 校友 日野 勝吾 法学研究科 私法学専攻 鎌田 耕一 200,000 199,855

8 校友 清水 健太 経営学研究科 経営学専攻 小椋 康宏 220,000 220,000

9 校友 髙橋 優嘉 生命科学研究科 生命科学専攻 伊藤 政博 520,000 520,000

3,798,000 3,794,025

執行額身分
研  究  代  表  者

指導教員

「地域若者サポートステーション」における支援者側の「感情労働」のゆくえ

社会的比較による相対評価の自己呈示機能の解明

感情労働における労働者・管理者・顧客三極関係の社会心理学的モデルの構築 - 感情制御方略の見直しを中心とした検討 -

目標と誘惑の両立が目標追及の成功に及ぼす影響

校友　計　9　件　

労働組合や消費者団体等を活用した公益通報者支援に関する実証的研究（公益通報者に対する消極的「保護」から積極的「支援」への
パラダイム転換）

日本におけるコーポレート・ベンチャー創造に関する研究

生育pHの異なる2種類のバチルス属細菌が持つNa+駆動型べん毛モーター固定子MotPSの中性環境におけるNa+親和性の差異の解
明

採択額

漢字文献としての『萬葉集』研究

満州における日本近代文学の流通と日本人文学者の植民地体験の相関性についての研究

研          究          課          題



平成27年度井上円了記念研究助成執行一覧

<専任教員> (単位：円） (単位：円）

氏名 学部 学科

1 教員 守田　貴宏 経済学部 国際経済学科 講師 複数の事象を統合した認識論的類型論の構築 500,000 428,732

2 教員 松崎　大介 経済学部 総合政策学科 准教授 地域間の非対称的な産業構造と失業および補助政策 837,000 837,000

3 教員 中澤　克佳 経済学部 総合政策学科 准教授 介護保険における保険者・供給者・利用者行動の実証分析 809,000 782,607

4 教員 川瀬　晃弘 経済学部 総合政策学科 准教授 乳幼児の健康と予防接種政策に関する研究 960,000 960,000

5 教員 菊池　宏之 経営学部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ学科 教授 高齢化・人口減少時代の接近型小売経営の類型化と持続的小売経営モデルに関する研究 428,000 428,000

6 教員 董　晶輝 経営学部
会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学
科

教授 ２次元レヴィ過程におけるリアルオプション理論の研究 600,000 600,000

7 教員 佐々木　寿記 経営学部 経営学科 講師 ペイアウト政策と賃金・雇用の関係―株主と従業員の間での利益分配問題― 700,000 699,840

8 教員 幸田　浩文 経営学部 経営学科 教授 軽量書誌学的アプローチによる日米欧の組織研究についての文献調査とデータベース構築 412,000 412,000

9 教員 桐生　正幸 社会学部 社会心理学科 教授 消費者による悪質クレーム（苦情）の分析と対応に関する心理学的研究 453,000 423,882

10 教員 松丸　亮 国際地域学部 国際地域学科 教授 開発途上国における地域防災（自助・共助）能力向上活動の体系化・定着化に関する研究 1,274,000 1,197,479

11 教員 岩崎　大
エコフィロソフィ学際研究
イニシアティブ

研究助手 死生観と自殺に関する死生学的研究―哲学的実践としてのデス・エデュケーション― 400,000 400,000

12 教員 吉野　隆 理工学部 機械工学科 教授 複雑な束縛条件下での反応拡散過程による有殻原生生物の骨格構造形成シミュレーション 1,224,000 1,024,835

13 教員 柴田　絢也 理工学部
電気電子情報
工学科

准教授 磁気的に相互作用するラシュバ電子系におけるスピン・電流応答および光学応答の理論 600,000 599,875

14 教員 山崎　丈明 理工学部
電気電子情報
工学科

准教授 多変数の作用素平均の不等式に関する研究 472,000 462,888

15 教員 イム　ウンス 理工学部 建築学科 准教授 大規模災害時の迅速対応を可能とする風除染システム 開発 1,600,000 1,599,945

16 教員 松本　光太郎
バイオ・ナノエレクトロニク
ス研究センター

研究助手 フラーレンの神経細胞の神経突起伸長促進メカニズムの解明 2,000,000 1,993,467

17 教員 高橋　珠実 食環境科学部 食環境科学科 准教授 暑熱環境下における運動ストレスと８－ＯＨｄＧとの関係 2,000,000 1,520,011

18 教員 佐藤　順 食環境科学部 食環境科学科 教授 外国産ミネラルウォーターの従属栄養細菌を主体とする細菌叢に関する食品衛生学的研究 1,544,000 1,544,000

19 教員 國重　智宏 ライフデザイン学部 生活支援学科 助教 （実習 担当）長期入院精神障害者の退院支援における精神保健福祉士の「かかわり」 565,000 565,000

20 教員 大迫　正文 ライフデザイン学部
健康スポーツ
学科

教授 発育期のメカニカルストレス増加に伴う骨形成応答解析を礎とした骨強度改善体系の構築 1,232,000 1,232,000

21 教員 仲　綾子 ライフデザイン学部
人間環境デザ
イン学科

准教授 授乳環境の建築計画指針策定に関する研究 679,000 679,000

22 教員 菅原　麻衣子 ライフデザイン学部
人間環境デザ
イン学科

准教授 障害のある児童の学びを基準とした普通小学校施設の計画設計手法に関する研究 1,100,000 1,100,000

20,389,000 19,490,561

執行額

教員　計 22件

身分

研  究  代  表  者

職 研          究          課          題 採択額
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(単位：円） (単位：円）

氏名 学部 学科

1 教員 芦沢　真五 国際地域学部 国際地域学科 教授 太田　浩、吉良直、花田真吾 グローバル人材育成における大学の役割とグローバル・コンピテンス 1,600,000 1,600,000

2 教員 土田　賢省 総合情報学部 総合情報学科 教授 加藤　千恵子
災害や運動施設などの誘導におけるカラーバリアフリー:東京五輪の安全・安心
に向けて

1,169,000 1,164,103

2,769,000 2,764,103

(単位：円） (単位：円）

氏名 学部 学科

1 教員 大谷 奈緒子 社会学部
メディアコミュニ
ケーション学科

准教授 薬師寺克行、島﨑哲彦、四方由美
研究犯罪報道における被疑者および被害者の実名とプライバシーに関する実
証的研究

435,000 435,000

2 教員 藤井 敏信 国際地域学部 国際地域学科 教授 高橋一男、安相景、川澄厚志、山中公一、宮崎道名 東日本大震災被災地におけるマネジメント型コミュニティ開発の研究 1,337,000 1,261,204

3 教員 安藤 直子 理工学部 応用化学科 准教授 吉田泰彦、木村真 ニバレノール系トリコテセンの網羅的検出系の構築 1,802,000 1,801,992

4 教員 劉 文君 IR室 - 准教授 高橋清隆、金子元久
大学のマネジメントと教育改善におけるIRの機能に関する実証研究―日本・ア
メリカ・中国の比較

1,200,000 999,413

4,774,000 4,497,609

(単位：円） (単位：円）

氏名 学部 学科

1 教員 今村 肇 経済学部 総合政策学科 教授 富田純一、桜井政成、加賀見一彰 共生社会における「絆」組織と「絆」スキルの実践的日欧比較研究 750,000 750,000

2 教員 金田 英子 法学部 法律学科 准教授 髙橋一男、安相景、川澄厚志 タイにおける被災後のコミュニティ開発プロセスと公衆衛生基盤の形成要因 1,194,000 1,194,000

3 教員 北脇 秀敏 国際地域学部 国際地域学科 教授 松行輝昌、眞子岳
開発途上国における水と衛生分野の技術の選択とソーシャルビジネスに関す
る研究

1,400,000 1,399,986

4 教員 岩本 典子 理工学部 生体医工学科 准教授 マイケル・シュルマン、吉田宏予 理工学部英語カリキュラムにおける学生の英語習熟度とモチベーションの調査 149,000 139,627

5 教員 角野 立夫 生命科学部
応用生物科学
科

教授 高品知典 アナモックス菌群を用いた畜産屎尿発酵液肥の処理技術開発 1,520,000 1,520,000

5,013,000 5,003,613

執行額

<継続2年次目〉

身分

研  究  代  表  者

職 研究分担者

＜専任教員＞

教員　計 2件

身分

研  究  代  表  者

職

採択額

採択額

研          究          課          題

研究分担者 研          究          課          題 採択額

身分
研  究  代  表  者

職 執行額

執行額

教員　計　4件

<継続3年次目〉

【共同研究】

研究分担者 研          究          課          題

教員　計　5件
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【刊行の助成】 (単位：円） (単位：円）

氏名 出身学部・研究科／所属 専攻／職

1 講師 山中 悠希 文学部
日本文学文化
学科

996,000 892,951

2 講師 田中 祐輔 国際センター - 950,000 950,000

3 校友 柳瀬 公 社会学研究科 社会学専攻 901,000 901,000

2,847,000 2,743,951

(単位：円） (単位：円）

【東洋大学出版会による刊行の助成】

氏名 学部 学科

1 教授 髙畠　純夫 文学部 史学科 教授

(単位：円） (単位：円）

(単位：円） (単位：円）

採択額 執行額

総計 55,033,000 51,232,024

会合費・運搬費等 審査書類・執行関連書類・研究報告関連書類送付代　50,658円

身分
著　　　　者

　　　　　　　　　　　出          版          書          名 採択額

2,031,000

身分
著　　　　者

職 出版書名

支払報酬費 審査謝礼：申請件数　68件（10,000円/件×審査員2名）　1,360,000円、東洋大学出版会審査謝礼　2件（10,000円/件（学内1名）、30,000円/件（学外2名）審査員3名）　140,000円運営経費
審査料

2,341,725

1,550,658

執行額

刊行の助成　計　3件　

東洋大学
出版会

運営経費
等

ペロポネソス戦争

東洋大学出版会による刊行の助成　計　1件　

業務委託費 書籍制作費：1件　2,276,871円
2,700,000

会合費・運搬費等 運営委員会開催・執行関連書類送付　64,854円

堺本枕草子の研究

現代中国の日本語教育史 - 大学専攻教育と教科書をめぐって -

リスク社会におけるメディア・フレームと受け手に関する研究　- 福島第一原発事故後の「新しいリスク」を事例とした実証的研究 -


