
2017年度　特色ある研究奨励費制度 追手門学院大学

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名

経済学部 教授 橋本圭司 1年間

経営学部 准教授 石盛真徳 2年間

経営学部 教授
エル･エス
デシルバ

2年間

経営学部 教授 徐治文 1年間

経営学部 教授 原田章

追手門学院大手前
中・高等学校 教頭 福田哲也

地域創造学部 准教授 田中正人 2年間

九州大学 准教授 福盛英明

九州産業大学 准教授 森川友子

立命館アジア
太平洋大学 准教授 平井達也

心理学部 准教授 吉村晋平 1年間

国際教養学部 教授 高垣伸博 心理学部 教授 浦光博

心理学部 教授 浦光博 国際教養学部 教授 真銅正宏

国際教養学部 教授 真銅正宏 国際教養学部 教授 木村英樹

国際教養学部 教授 木村英樹 社会学部 講師 横田修

国際教養学部 准教授 藤川武海 敬愛大学 講師 米田絋康 2年間

国際教養学部 教授 松宮新吾 国際教養学部 講師 原めぐみ 2年間

基盤教育機構 教授 水藤龍彦 1年間

研究期間

1年間

2年間

2年間

1年間

　海外に移住した日本出身女性の心理的文化変容とキャリア探索のプロセスの検討

　オーストラリアにおける多国籍企業の現地化の現状と課題に関する調査研究

 　日中会社法に関する比較研究　　－会社法の到達点と展望を手掛かりに－

　追手門学院における総合学園としての連携によるロボットを用いたプログラミング教育システムの開発

研究代表者
研 究 課 題 名

　大卒女子労働と経済成長

　ヨーロッパ、オーストラリアの外国人受入れの経済分析

研究分担者

経済学部 教授 森島覚

-

経営学部 准教授 中野統英

　ユストゥス・ブリンクマンにおける日本美術の受容

　ハイブリッド手法を用いた産学連携体制の国際比較と提案
　—マレーシアと日本を例に—

　追手門学院大学生を対象としたベーシック･イングリッシュによる英語運用能力を飛躍的に高めるための初
年次統一英語教育カリキュラムの研究開発　—追手門学院大学英語教育スタンダードの構築

　災害復興過程における居住の権利保障に資する住宅セイフティネットのあり方

　抑うつにおける潜在的連合の変容に関わる神経基盤の予備的検討

　フォーカシング的態度を促進する環境要因

　若者のコミュニケーション能力アップに有効な「笑い」の研究

経済学部 教授 佐藤伸行

-

-

-

-

心理学部 准教授 永野浩二

-

-



2016年度　特色ある研究奨励費制度 追手門学院大学

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名

国際教養学部 准教授 福島孝博 テレビコマーシャルにおける非発話情報の字幕化に関する基礎研究 2年

経営学部 准教授 藤原英賢 財務諸表の信頼性と監査 2年

経営学部 准教授 石盛真徳
福井大学・子どものこころ
発達研究センター 特命助教 藤澤　隆史 行為者間の脳機能類似性と社会的相互作用の特質に関する研究 2年

国際教養学部 教授 平尾日出夫 リーディングラブVer.2の検証 2年

経営学部 准教授 村上喜郁 大阪府立大学 客員研究員 尾家　建生 ガストロノミーを資源とする欧州美食と市の観光戦略に関する研究 2年

心理学部 講師 荒井　崇史

心理学部 講師 吉村　晋平

心理学部 助教 増井　啓太

心理学部 教授 東正訓
熟慮下過程と自動的過程の２過程モデルの観点からみた交通違反行動の理解
—週間理論と計画的行動理論の接合

1年

経営学部 准教授 朴修賢 (追手門学院大学) 客員教授 田淵　正信 親族による事業承継に関する調査研究 2年

心理学部 准教授 馬場天信 同志社大学 教授 興津　真理子 両親の原家族機能が子どものアレキシサイミア形成に及ぼす影響 2年

国際教養学部 教授 真銅正宏 大阪を描く文学の原稿･初出・初刊本本文比較と地方性抽出のための基礎的研究 1年

基盤教育機構 語学常勤講師 岩田　聖子

基盤教育機構 講師 岸岡　奈津子

基盤教育機構 非常勤講師 金澤　佑

心理学部 教授 浦　光博

国際教養学部 教授 真銅　正宏

社会学部 講師 横田　修

心理学部 教授 中村このゆ ジェンダーコンシャスな心理療法のための基礎的研究 2年

地域創造学部 准教授 小林善帆 帝国支配といけ花 2年

社会学部 教授 足立重和 頼母子講と地域コミュニティの形成に関する地域社会学的研究 2年

経営学部 准教授 井出明 ダークツーリズムの国際比較 2年

経営学部 教授 徐治文 会社法の到達点と展望 1年

社会学部 准教授 富田大介
共同体形成における身体(性)の役割に関する基礎研究
—ニューカレドニア・リフ島を拠点とする舞踏団"Wetr"の振付の考察を通して—

2年

研究期間

ダークトライアドならびに関係不安が社会的行為に及ぼす影響とその潜在要因についての検討 2年

笑都大阪の笑いは顕在か？現代人が「笑う｣形式の研究 1年

歴史的観光地における課題解決型フィールドワークの実践に関する研究 1年

心理学部 教授 金政祐司

研究代表者
研究課題名

研究分担者

-

-

-

-

-

地域創造学部 准教授 峯俊智穂

社会学部 教授 高垣伸博

-

-

-

-

-

-
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