
■ ニッセイ財団　学術書出版助成書目一覧

（所属・役職は助成当時のもの、敬称略）

出版年度 出版部 書　　　　　　　　名
北海道大学 日本稲作の基本問題 矢島　武 北海道大学名誉教授

北海道大学 ドイツ社会民主党とカウツキー 山本　左門 北海道教育大学助教授

中央大学 美術における右と左 中森　義宗 千葉大学教養部教授

東海大学 マイコプラズマ図説 佐々木　正五 東海大学医学部教授

東海大学 熱帯アジアの湖沼と森林 水野　寿彦 大阪教育大学教授

東京大学 高山寺典籍文書の研究 築島　裕 東京大学教授

東京大学
Ｔｈｅ　San　Ｈｕｎｔｅｒ‐Ｇａｔｈｅｒｅｒｓ
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｋａｌａｈａｒｉ

田中　二郎 京都大学霊長類研究所助教授

東京大学
Biochemistry　of　Normal and　Abnormal
Epidermal Differentiation

清寺　真 東北大学医学部教授

法政大学 高麗朝官僚制の研究 周藤　吉之 東洋大学講師

法政大学 近世伊勢湾海運史の研究 村瀬　正章 愛知県刈谷市教育委員会文化財担当

法政大学 国際金本位制とロンドン金融市場 西村　閑也 法政大学経営学部教授

早稲田大学 李太白詩歌全解 大野　實之助 早稲田大学名誉教授

関西大学 国際身分法序説 本浪　章市 関西大学法学部教授

北海道大学 北海道の住宅と住様式 足達　冨士夫 北海道大学工学部教授

北海道大学 近代北海道史研究序説 桑原　真人 北海道開拓記念館学芸部研究員

中央大学 イギリス小説研究序説 深沢　俊 中央大学法学部教授

東海大学 堆積盆中の流体移動 杉山　隆二 東海大学海洋研究所教授

東京大学
Ｉｍｍｕｎｏｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ
ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ

川村　明義 東京大学名誉教授

東京大学
Ａｓｉａｎ　Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｅｃｏｎｏｍｙ
ａｔ　ｔｈｅ　Ｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ

速水　佑次郎 東京都立大学経済学部教授

東京大学 都市・地域解析の方法 奥平　耕造 故人、元東京大学工学部助教授

東京大学 近世入来文書 阿部　善雄 東京大学史料編纂所教授

東京電機大学 電離気体の原子分子過程 金田　輝男 東京電機大学工学部助教授

法政大学 雨乞習俗の研究 高谷　重夫 帝国女子大学教授

法政大学 治承・寿永の内乱論序説 浅香　年木 石川工業高等専門学校教授

法政大学 古典派経済学と「資本論」 時永　淑 法政大学経済学部教授

明星大学 現代アジア社会の研究 福永　安祥 明星大学人文学部教授

明星大学 新旧細胞学の接点と展開 湯浅　明 明星大学教授・東京大学名誉教授

九州大学 平安朝漢詩文の研究 金原　理 熊本大学文学部教授

九州大学 イギリス信用貨幣史研究 楊枝　嗣朗 佐賀大学経済学部助教授

慶応通信 大工頭　中井家文書 高橋　正彦 慶応義塾大学文学部教授

玉川大学 囃子　十一世田中伝左衛門聞書 今尾　哲也 玉川大学文学部教授

玉川大学
先進林業地帯の史的研究
‐山国林業の発展過程‐ 本吉　瑠璃夫 京都府立大学農学部教授

東海大学 動物行動の意味 日高　敏隆 京都大学理学部教授

東京大学 Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｅｉｓｍｏｌｏｇｙ 金井　清 日本大学生産工学研究所顧問

東京大学 日本コレラ史 山本　俊一 東京大学医学部教授

東京大学
ドイツ財政統計　　１８７２～１９１３
　　‐ライヒとプロイセンー

加藤　栄一 東京大学社会科学研究所教授

法政大学 南海香薬譜　‐スパイスルートの研究‐ 山田　憲太郎 名古屋学院大学名誉教授

法政大学 奄美民俗文化の研究 小野　重朗 日本民俗学会評議員

法政大学 大阪府神社本殿遺構資料集成 櫻井　敏雄 近畿大学理工学部助教授

九州大学 Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｃｌｅｒｏｓｉｓ　Ｅａｓｔ　ａｎｄ　Ｗｅｓｔ 黒岩　義五郎 九州大学医学部教授

著　・　編　　者（複数の場合　代表者）
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北海道大学 スズメバチ類の比較行動学 松浦　誠 三重大学農学部助教授

北海道大学 中枢神経実験法 ‐てんかんの実験的研究‐ 山下　格 北海道大学医学部教授

玉川大学 海と漁の伝承 宇田　道隆 故人、東京水産大学名誉教授

東海大学 環境創造の行政学的研究 宇都宮　深志 東海大学政治経済学部教授

東京大学
重症心身障害児の教育方法
‐現象学にもとづく経験構造の解明

中田　基昭 東京大学教育学部助手

東京大学 空中写真による日本の火山地形 日本火山学会

東京大学
Ｃｌｉｍａｔｅ　ａｎｄ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ
Ｌａｎｄ　Ｕｓｅ　ｉｎ　Ｍｏｎｓｏｏｎ　Ａｓｉａ

吉野　正敏 筑波大学地球科学系教授

東京大学 Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｎｅｏｇｅｎｅ　Ｄａｔｕｍ　Ｐｌａｎｅｓ 池辺　展生 大阪市立大学名誉教授

東京電機大学
軍艦島実測調査資料集
‐大正・昭和初期の近代建築群に関する
　　実証的研究

阿久井　喜孝 東京電機大学助教授

法政大学 中世惣村史の研究‐近江国得珍保今堀郷‐ 仲村　研 同志社大学人文科学研究所教授

法政大学 年年留‐銭屋五兵衛日記‐ 若林　喜三郎 大手前女子大学教授

法政大学 関東河川水運史の研究 丹治　健蔵 埼玉県与野市史編纂室長

名古屋大学 視覚障害とその代行技術 市川　宏 名古屋大学医学部教授

九州大学 古代の博多 中山　平次郎 故人、九州大学名誉教授

九州大学 近世九州俳壇史の研究 大内　初夫 鹿児島大学教養部教授

北海道大学 イネの冷害生理学 西山　岩男 農林水産省農業研究センター稲栽培研究室長

北海道大学 北海道町村制度史の研究 鈴江　英一 北海道庁行政資料課主任

玉川大学 大正時代の教育ジャーナリズム 木戸　岩雄 故人、教育評論家

玉川大学 能面 中西　通 丹波古陶館・能楽資料館館長

東海大学 Cultural　Ecology　through　Tree　Test　 古川　公雄 帝国女子大学教授

東海大学
Ｔｈｅ　ＴＥＴＨＹＳ‐Ｈｅｒ　Ｐａｌｅｏｇｅｏｇｒａｐｈｙ
ａｎｄ　Ｐａｌｅｏｂｉｏｇｅｏｇｒａｐｈｙ　ｆｒｏｍ
Ｐａｌｅｏｚｏｉｃｔｏ　Ｍｅｓｏｚｏｉｃ

中沢　圭二 京都大学理学部教授

東京大学
ヒトはなぜ立ちあがったか
‐生態学的仮説と展望‐

渡辺　仁 札幌大学教授

東京大学
海岸環境工学
‐海岸過程の理論・観測・予測方法‐

本間　仁 東京大学名誉教授

法政大学
日本古代造営史料の復原研究
‐造石山寺所関係文書‐

岡藤　良敬 福岡大学人文学部教授

法政大学
日本医療社会史の研究
‐古代中世の民衆生活と医療‐

新村　拓 神奈川県立茅ヶ崎高校教諭

早稲田大学
石器時代における利根川下流域の研究
‐貝塚を中心として‐

西村　正衛 早稲田大学教育学部教授

九州大学 発達障害児の心理臨床 成瀬　悟策 九州大学教育学部教授

九州大学 博多方言のアクセント・形態論 早田　輝洋 九州大学文学部助教授

北海道大学 北海道民権資料集 永井　秀夫 北海道大学文学部教授

北海道大学 日本における作業療法教育の歴史 鈴木　明子 札幌医科大学衛生短期大学部教授

玉川大学 日本の産業遺産　‐産業考古学研究‐ 山崎　俊雄 阪南大学教授

中央大学
伝統的地場産業の研究
‐八王子機業の発展構造分析‐

関　   満博 東京都労働経済局商工指導所主事

東海大学 銅鐸関係史料集成 田中　巽 甲子園大学講師

東京大学 関一日記 宮本　憲一 大阪市立大学商学部教授

東京大学 日本の被害津波総覧 渡辺　偉夫 仙台管区気象台長

東京大学
見る地震‐コンピュータグラフｲﾂクスに
よる日本の地震

笠原　順三 東京大学地震研究所助手

東京電機大学
民俗資料の技術史‐江戸時代までの
資料の発掘とその技術史的研究

小山田　了三 東京電機大学講師

法政大学
鉄製農具と鍛冶の研究
‐技術史的考察‐

朝岡　康二 育英工業高等専門学校助教授

法政大学 鎖国日本にきた「康熙図」の地理学史的研究 船越　昭生 奈良女子大学文学部教授

名古屋大学 ターヘル・アナトミアと解体新書 酒井　恒 名古屋大学医学部教授

九州大学
幽斎本　新古今集聞書
‐本文と校異‐

荒本　　尚 熊本大学文学部教授

Ｓ５８

Ｓ５９
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北海道大学 北海道の植生 伊藤　　浩司 北海道大学大学院環境科学研究科教授

玉川大学 「日本教育史資料」の研究 名倉　英三郎 東京女子大学文理学部教授

中央大学 写し絵 小林　源次郎 武蔵野市無形文化財専門委員

東海大学 植物生態学論考 沼田　　眞 淑徳大学社会福祉学部教授

東京大学 日本産銅業史 竹田　　晴人 東京大学経済学部助教授

東京大学 日本第四紀地図 貝塚　　爽平 東京都立大学理学部教授

東京大学 自閉症の研究と展望 山崎　　晃資 東海大学医学部教授

東京電機大学 都心の土地と建物 ‐東京・街の解析‐ 八木澤　壮一 東京電機大学工学部教授

法政大学 守護領国支配機構の研究 今谷　明 横浜市立大学文理学部助教授

法政大学 日本古代氏族と王権の研究 前川　明久 法政大学文学部兼任講師

名古屋大学 天正大地震誌 飯田　汲事 愛知工業大学教授

九州大学
Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｏｃｅａｎｉｃ　Ｉｃｈｔｙｏｐｌａｎｋｔｏｎ
ｉｎ　ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｎｏｒｔｈ　Ｐａｃｉｆｉｃ 小澤　貴和 鹿児島大学水産学部助教授

九州大学 心臓活動の神経性調節とその病態 有田　真 大分医科大学医学部教授

北海道大学 有珠山 ‐その変動と災害 門村　浩 東京都立大学理学部教授

北海道大学 知床の動物 大泰司　紀之 北海道大学歯学部助教授

玉川大学 備前心学をめぐる論争書 小澤　富夫 玉川学園女子短期大学教授

玉川大学 日本近代学校成立史の研究 多田　健次 玉川大学文学部助教授

東海大学 非行抑止に関する心理学的研究 高橋　良影 警察庁科学警察研究所主任研究官

東海大学 生物時計の遺伝学 大島　長造 国立遺伝学研究所名誉所長

東京大学 廣開土王碑原石拓本集成 武田　幸男 東京大学文学部教授

東京大学 原典　放射線障害　　１９８５‐１９４４ 舘野　之男 放射線医学総合研究所臨床研究部長

法政大学 地域社会の民俗学的研究 岩井　宏實 国立歴史民俗博物館教授

名古屋大学 雷放電現象 竹内　利雄 名古屋大学空電研究所助教授

名古屋大学 Ｎｅｏｎａｔａｌ　Ｂｒａｉｎ　ａｎｄ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ 薮内　百治 大阪大学医学部教授

九州大学 長崎外国人居留地の研究 菱谷　武平 長崎大学名誉教授

北海道大学 生体リズムの研究 本間　研一 北海道大学医学部助教授

玉川大学 近代日本高等教育研究 天野　郁夫 東京大学教育学部教授

東海大学 海洋生物の石灰化と系統進化 大森　昌衛 麻布大学教養部教授

東京大学 高山寺善本図録 葉上　照澄 高山寺山主・比叡山長臈

東京大学
日本森林行政史の研究
‐環境保全の源流‐

西尾　隆 国際基督教大学教養学部助教授

東京大学 明治期における脚気の歴史 山下　政三 東京大学医学部第一内科医局員

東京電機大学 日本的自然観の変化過程 斎藤　正二 東京電機大学理工学部教授

法政大学 ヤマト・琉球民俗の比較研究 下野　敏見 鹿児島大学法文学部教授

法政大学 日本海島文化の研究‐民俗風土論的考察‐ 北見　俊夫 筑波大学歴史・人類学系教授

名古屋大学
鑑別を主体とした細胞診断学
‐がんの早期発見のために‐

田嶋　基男 藤田学園保健衛生大学医学部教授

九州大学 西日本民俗文化考説 市場　直次郎 元筑紫女学園短期大学教授

九州大学 沖縄の集落景観 坂本　磐雄 九州産業大学工学部助教授

九州大学 日本の大学キャンパス成立史 宮本　雅明 九州芸術工科大学環境設計学科助教授

北海道大学
Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｗａｓｐｓ
and  Bees in Equatorial  Sumatra

大串　龍一 金沢大学理学部教授

東海大学
炭酸塩堆積物の地球科学
‐生物の生存環境の形成と発展‐

北野　康 椙山女学園大学人間関係学部教授

東京大学 日本における産地綿織物業の展開 阿部　武司 大阪大学経済学部助教授

東京大学
Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ　Ｅｃｏｌｏｇｙ
　ｏｆ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｕｒｖｉｖａｌ

大塚　柳太郎 東京大学医学部助教授

東京大学
カラー・解説
日本列島および周辺の重力異常図

河野　芳輝 金沢大学理学部助教授

法政大学 日本蜑人（あま）伝統の研究 田辺　悟 横須賀市自然博物館・人文博物館館長

法政大学 日本木工技術史の研究 成田　壽一郎 大同工業大学工学部教授

法政大学 北陸古代の政治と社会 米沢　康 富山大学教養部講師

名古屋大学 筋感覚からみた運動制御 伊藤　文雄 名古屋大学医学部教授

九州大学 佐嘉城下町竈（かまど）帳 三好　不二雄 佐賀大学名誉教授
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北海道大学
師範学校制度史研究
‐十五年戦争下の師範学校‐

逸見　勝亮 北海道大学教育学部助教授

東海大学 日本近海における海底火山の噴火 小坂　丈予 岡山大学理学部教授

東海大学 フアイアーエコロジー　‐火の生態学‐ 飯泉　茂 東北学院大学教養部教授

東京大学 御雇教師ハウスクネヒトの研究 寺崎　昌男 東京大学教育学部教授

東京大学 西山光一日記
西田　美昭
久保　安夫

東京大学社会科学研究所教授
元新潟県庁職員

東京大学 乳幼児の人格形成と母子関係 三宅　和夫 北海道大学教育学部教授

法政大学 日本丸木船の研究 川崎  晃稔 鹿児島玉龍高校教諭

法政大学 海陸道順達日記 佐藤  利夫 新潟県相川町町史編集委員

法政大学 水の法と社会 森     實 法政大学社会学部教授

名古屋大学
乳幼児の心身発達と環境
‐大阪レポートと精神医学的視点‐

服部　祥子 大阪教育大学教育学部助教授

九州大学 近世北部九州諸藩史の研究 檜垣　元吉 故人・九州大学名誉教授

九州大学 障害児の心理と指導 山下　功 九州大学教育学部教授

北海道大学 アメリカの環境保護法 畠山　武道 北海道大学法学部教授

東海大学 日本の地盤液状化履歴図 若松　加寿江 早稲田大学理工学研究所特別研究員

東京大学 新老年学 ‐長寿社会の成熟をめざして‐ 折茂　肇 東京大学医学部老年病学教授

東京大学 火山灰アトラス ‐日本列島とその周辺‐ 町田　洋 東京都立大学理学部教授

東京大学 図解・日本の人類遺跡 春成  秀爾 国立歴史民俗博物館教授

法政大学 南島説話の研究 福田　晃 立命館大学文学部教授

名古屋大学
日本湖沼史
‐プランクトンから見た富栄養化の現状

田中　正明 愛知県公害調査センター東三河支所主任

九州大学 八幡宮の建築 土田　充義 鹿児島大学工学部教授

北海道大学 「米欧回覧実記」の学際的研究
田中　彰
高田　誠二

札幌学院大学経済学部教授
久米美術館研究員

北海道大学 北海道の地すべり地形 山岸　宏光 北海道立地下資源調査所環境地質部長

東海大学 歯と骨をつくるアパタイトの化学 岡崎　正之 大阪大学歯学部講師

東京大学 近代化と伝統的民衆世界 鶴巻　孝雄 町田市立自由民権資料館勤務

東京大学 図集・日本都市史 高橋  康夫 京都大学工学部助教授

法政大学 阿蘇神社祭祀の研究 村崎  真智子 鎮西学園、真和中・高校教諭

早稲田大学 アトラス・水害地形分類図 大矢　雅彦 早稲田大学教育学部教授

名古屋大学 近世俳諧史の基層 ‐蕉風周辺と雑俳‐ 鈴木　勝忠 中京大学文学部教授

九州大学 福岡の民俗文化 佐々木  哲哉 田川市石炭資料館館長

北海道大学 宣教師ニコライの日記 中村  健之助 北海道大学言語文化部教授

玉川大学 老いと死 ‐人間形成論的考察‐ 岡田　渥美 京都大学教育学部教授

東海大学 沿岸の海洋物理学 宇野木　早苗 東海大学講師

東京大学 蹴鞠（しゅうきく）の研究 ‐公家鞠の成立‐ 渡辺　融 日本体育大学教授

名古屋大学 近世名古屋商人の研究 林　 　菫一 愛知学院大学法学部教授

名古屋大学 メソコスム　　湖沼生態系の解析
西條　八束
坂本　充

愛知大学教養部教授
名古屋大学水圏科学研究所教授

京都大学 三宅山御鹿狩絵巻 朝尾　直弘 京都大学文学部教授

九州大学 西海捕鯨業史の研究 鳥巣　京一 福岡市博物館学芸課主査

九州大学
水の造形
‐水秩序の形成と水環境管理保全‐

加藤　仁美 九州大学工学部助手
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北海道大学 医療保険と年金保険
‐フランス社会保障制度における自律と平等‐

加藤　智章 山形大学人文学部助教授

東海大学
「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｆ
Ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒ　Ｂａｓｉｎ 柴崎　達雄 水収支研究グループ代表

東京大学
秀吉権力の形成
‐書札礼・禁制・城郭政策‐

小林　清治 東北学院大学文学部教授

東京大学
近代日本の学校と地域社会
‐村の子どもはどう生きたか‐

土方　苑子 国立教育研究所教育政策部室長

法政大学 図説・藁の文化 宮崎　清 千葉大学工学部教授

法政大学 祭礼文化史の研究 福原　敏男 国立歴史民俗博物館民俗研究部助手

早稲田大学 子守学校の実証的研究 長田　三男 早稲田大学教育学部教授

京都大学 ハルマ辞書成立史の研究 松田　清 京都大学総合人間学部助教授

九州大学
近世沖縄の料理研究史料
  宮良殿内・石垣殿内の膳符日記

金城  須美子 琉球大学教育学部助教授

東海大学 地球の成立　‐その地質発達史‐ 舟橋　三男 元・北海道大学教授

東京大学 史料・太平洋戦争被害報告 中村　隆英 東洋英和女学院大学人文学部教授

東京大学
放射線廃棄物と地質科学
‐地層処分の現状と課題‐

新藤　静夫 千葉大学理学部教授

東京電機大
江戸時代の職人盡彫物絵の研究
‐長崎市松之森神社所蔵‐ 小山田了三 山梨学院大学経営情報学部教授

法政大学
南島貝文化の研究
‐貝の道の考古学‐

木下　尚子 梅光女学院大学文学部助教授

名古屋大学 大気水圏科学からみた地球温暖化 半田　暢彦 名古屋大学大気水圏科学研究所長

名古屋大学 川辺の環境民俗学 出口　晶子 関西外国語大学外国語学部専任講師

大阪大学
近代市制と都市名望家
‐大阪市を事例とする考察‐

山中  永之佑 追手門学院大学経済学部教授

九州大学 明治期紡績関係史料 岡本　幸雄 西南学院大学商学部教授

九州大学
ＹＵＳＹＯ：Ａ　Ｈｕｍａｎ　Ｄｉｓａｓｔｅｒ
ｂｙ　ＰＣＢｓ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ 倉恒　匡徳 九州大学名誉教授

北海道大学 近代アイヌ教育制度史研究 小川  正人 アイヌ民族文化研究センター研究職員

東海大学 地球化学の発展と展望 藤原  鎮男 国文学研究資料館客員教授

東海大学
日本の有毒節足動物
‐生態と環境変化に伴う変遷‐

加納  六郎 国立科学博物館客員研究員

東京大学 唐令捨遺補　‐附日唐両令対照一覧‐ 池田  温 創価大学文学部教授

法政大学 浄土真宗寺院の建築史的研究 櫻井  敏雄 近畿大学理工学部教授

京都大学 鈴鹿本「今昔物語集」　‐影印と考証‐ 安田  章 京都大学文学部教授

九州大学 石高制と九州の藩財政 松下  志朗 九州大学経済学部教授

九州大学
クリタマバチの天敵
‐生物的防除へのアプローチ‐

村上  陽三 九州大学農学部教授

北海道大学
朝天虹ヲ吐ク ‐志賀重昂
 「在札幌農学校第弐年期中日記」

亀井  秀雄 北海道大学文学部教授

北海道大学 年金保険の基本構造
‐アメリカ社会保障制度の展開と自由の理念‐

菊池  馨実 北海道大学法学部助手

聖学院大学 川口鋳物の技術と伝承 三田村  佳子 埼玉県立民族文化センター主任学芸員

東海大学
和州吉野郡群山記
‐その踏査路と生物相‐

御勢  久右衛門 奈良産業大学教授

東京大学 自己注目と抑うつの社会心理学 坂本  真士 科学技術財団特別研究員

東京大学
地球システムの化学
‐環境・資源の解析と予測‐

鹿園  直建 慶応義塾大学理工学部教授

法政大学 日本古代寺院造営の研究 森  　 郁夫 帝塚山大学教養部教授

法政大学 中世瀬戸内海地域史の研究 山内  譲 愛知県総合教育センター所員

大阪大学 阪神・淡路大震災における避難所の研究 柏原  士郎 大阪大学工学部教授

九州大学 校訂本  中山詩文集 上里  賢一 琉球大学文学部教授

九州大学
福岡平野の古環境と遺跡立地
‐環境としての遺跡との共存のために‐

小林  茂 九州大学大学院教授
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北海道大学 日本北辺の探検と地図の歴史 秋月  俊幸 元・北海道大学法学部助教授

北海道大学 琉球列島有剣ハチ・アリ類検索図説 山根  正気 鹿児島大学理学部教授

東海大学 トドの回遊生態と保全 大泰司  紀之 北海道大学大学院獣医学研究科教授

東京大学 東海沖の海底活断層 徳山  英一 東京大学海洋研究所助教授

法政大学 日本煉瓦史の研究 水野  信太郎 金沢学院大学経営情報学部助教授

名古屋大学
淡路・阪神大震災と子どもの心身
‐災害・トラウマ・ストレス‐

服部  祥子 大阪府立看護大学教授

京都大学
身体運動における「右と左」
‐筋出力における運動制御メカニズム‐

小田  伸午 京都大学総合人間学部助教授

九州大学 近世の地方金融と社会構造 楠本  美智子 九州大学大学院助手

九州大学 The　Pathology　of　Minamata　Disease 武内  忠男 国際地球環境大学教授

東海大学
出版会

都市化とダニ‐コンクリート構造物のコケに生
息するササラダニ類

青木  淳一
横浜国立大学環境科学研究センター
教授

東京大学
出版会 日本人のからだ‐解剖学的変異の考察 佐藤  達夫 東京医科歯科大学医学部教授

法政大学
出版局 賀茂別雷神社境内諸郷の復元的研究 須磨  千穎 南山大学名誉教授

名古屋大学
出版会 平安時代彫刻史の研究 伊東  史朗 文化庁美術工芸課主任文化財調査官

京都大学
学術出版会 脳とワーキングメモリ 苧阪  直行 京都大学大学院文学研究科教授

九州大学
出版会 日韓民族文化比較論 金 宅   圭 嶺南大学校名誉教授

九州大学
出版会 男性百歳の研究 秋坂  真史 琉球大学医学部助手

東海大学
出版会 ベルツ日本文化論集 若林操子 編訳 ハイデルベルグ大学専任講師

東京大学
出版会 打製骨器論　‐旧石器時代の探求‐ 小野　昭 東京都立大学人文学部教授

法政大学
出版局 依存と自立の精神構造 長山　恵一 法政大学文学部教授

名古屋大学
出版会 日本書史 石川　九楊 書家、石川九楊研究室代表

京都大学
学術出版会

近代日本と物理実験機器‐京都大学総合人
間学部所蔵の明治・大正期物理実験機器

永平　幸雄 大阪経済法科大学教授

東海大学
出版会

ニホンザルの自然誌
‐その生態的多様性と保全‐

大井　徹
増井憲一 編著

農林水産省森林総合研究所主任研究官
自然の会代表

東京大学
出版会 第４紀逆断層アトラス 池田安隆 他編 東京大学大学院理科系研究科助教授

法政大学
出版局 江戸幕府御用金の研究 賀川　隆行 財団法人三井文庫研究員

京都大学
学術出版会

近畿地区・鳥類レッドデータブック
‐絶滅危惧種判定システムの開発‐

江崎　保男
和田　岳　編

姫路工業大学教授
大阪市立自然史博物館学芸員

東京大学
出版会

子どもたちの想像力を育む
‐アート教育の思想と実践‐

佐藤　学
今井　康雄

東京大学大学院教育学研究科教授
東京大学大学院教育学研究科助教授

九州大学
出版会

アメリカの福祉国家政策‐福祉切捨て政策と
高齢社会日本への教訓‐

新井　光吉 九州大学大学院経済学研究院教授

玉川大学
出版部

水の環境史
‐南カリフォルニアの２０世紀‐

小塩　和人 日本女子大学文学部助教授

東京大学
出版会 安藤昌益からみる日本近世 若尾　政希 一橋大学社会学部助教授

東京大学
出版会

「都市化なるもの」の現在
‐文化人類学的考察‐

関根　康正 日本女子大学人間社会学部教授
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京都大学
学術出版会 エアロゾル用語集 笠原 三紀夫

京都大学大学院
エネルギー化学研究科教授

東京大学
出版会 沙漠化とその対策 赤木　祥彦 福岡教育大学名誉教授

Ｈ１７
名古屋大学
出版会

子育ての変貌と次世代育成支援
‐「兵庫レポート」と思春期精神科臨床の視点‐

原田　正文 大阪人間科学大学教授

京都大学
学術出版会

流域環境学
　　流域ガバナンスの理論と実践

和田　英太郎
地球環境フロンティア研究センター
生態系変動予測プログラムディレクター

東京大学
出版会

都市美運動
シヴィックアートの都市計画史

中島　直人 東京大学大学院工学研究科教授

大阪大学
出版会 「力のある学校」の探究 志水　宏吉 大阪大学人間科学研究科教授

名古屋大学
出版会

ダム湖・ダム河川の生態系と管理
‐日本における特性・動態・評価‐

谷田　一三 大阪府立大学大学院理学系研究科教授

東京大学
出版会 都市の戦後‐雑踏のなかの都市計画と建築‐ 初田　香成

東京大学大学院工学系研究科
持続再生研究センター特任助教

九州大学
出版会

人口減少・高齢化と生活環境 ‐山間
  地域とソーシャル・キャピタルの事例に学ぶ‐

堤　　 研二 大阪大学大学院文学研究科教授

大学出版部
協会

防災と復興の知　３・１１以後を生きる 座小田　豊　他 東北大学大学院文学研究科教授

大学出版部
協会

心の多様性　脳は世界をいかに捉えているか 藤田　和生　他 京都大学大学院文学研究科教授

中央法規
出版

地域包括ケアの実践と展望
‐先進的地域の取り組みから学ぶ‐

大橋　謙策
白澤　政和 共編

東北福祉大学大学院教授
桜美林大学大学院教授

京都大学
学術出版会

野生動物管理のためのフィールド調査法
　 哺乳類の痕跡判定からデータ解析まで

關　義和
江成　広斗　他編

日本獣医生命科学大学ポストドクター
山形大学准教授
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九州大学
出版会

発達障害児の生涯支援 髙原　朗子 熊本大学教育学部准教授


