
１．事業の状況 

令和 3 年度事業計画に基づき、若手研究助成の公募を行いました。72 件の応募があり、選考の結果、若

手研究助成 45 件（総額 2,301 万円）、および令和元年度に助成した特定研究（3 年間助成の 3 年目）1 件

（115 万円）、令和 2 年度に助成した特定研究（3 年間助成の 2 年目）3 件（335 万円）の合計 49 件、2,751 万

円の助成を行いました。 

明細は下記の ①分野別集計及び②分野別助成対象者の通りとなっております。 

① 分野別集計

・令和 3 年度 若手研究助成分野別集計 （単位：万円） 

・令和 2 年度 特定研究助成（3 年間助成の 2 年目）3 件     （単位：万円）

分野 助成件数 助成額 

考古学 2 250 

美術史 1 85 

合 計 3 335 

・令和元年度 特定研究助成（3 年間助成の 3 年目）

考古学  １件   115 万円 

令和 3 年度助成総額 ： 2,751 万円 

② 分野別助成対象者一覧

・令和 3 年度 若手研究助成対象者一覧

（単位：万円） 

№ 申請者 調査研究名 分野 
助成

額 

1 

東京大学大学院人文社会系研究科 明合古墳の 3 次元計測による

方墳の設計原理に関する研究 考古学  59  基礎文化研究専攻考古学専門分野修士課程 

柴原 聡一郎 シバハラ ソウイチロウ 

2 

南山大学人文学部人類文化学科 ホモ・サピエンスの定着は東ア

ジアの人類文化に何をもたらし

たか？（2）

考古学  77  准教授 

上峯 篤史 ウエミネ アツシ

3 

京都大学大学院文学研究科 磨石・石皿類の使用状況からみ

た縄文時代植物加工場の研究 考古学  65  博士後期課程 3 年生 

板垣 優河 イタガキ ユウガ

4 

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 中世・近世播磨における瓦生産

の系譜-軒瓦の技術学的分析に

もとづく工人動態 

考古学  29  姫路市埋蔵文化財センター 技師 

山下 大輝 ヤマシタ ダイキ 

部門 

分野 

若手研究助成（満 39 歳以下が対象） 

申請件数 助成件数 助成額 

考古学 24 14 767 

文献史学 44 28 1,391 

美術史 3 2 113 

文明興亡史 1 1 30 

合 計 72 45 2,301 



5 

山梨県立考古博物館学芸課 古墳時代後期以降における水

晶製玉類の流通に関する研究 考古学  54 学芸員 

一之瀬 敬一 イチノセ ケイイチ

6 

青山学院大学大学院 東北地方北部における平安期

焼失建物跡の考古学的研究 考古学  30 文学研究科史学専攻 博士後期課程 2 年 

佐藤 愛実 サトウ アミ 

7 

駒澤大学大学院人文科学研究科 東日本弥生社会における工具

鉄器化の実態と社会変化 考古学  45  歴史学専攻考古学コース博士後期課程 

鈴木 崇司 スズキ タカシ 

8 

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター アナトリアにおける後期銅石器

～前期青銅器時代集落の研究 考古学  100  助教 

山口 雄治 ヤマグチ ユウジ 

9 

①奈良文化財研究所 客員研究員 漆刷毛の構造変遷に関する基

礎的研究 考古学  20  ②市立枚方宿鍵屋資料館 学芸員

中野 祥子 ナカノ ショウコ

10 

大村市教育委員会 文化振興課 中世荘園経済のメカニズム解明

に向けた滑石製石鍋の実証的

研究 

考古学  85 職員 

柴田 亮 シバタ リョウ

11 

東京大学 大学院 人文社会系研究科 東京湾沿岸地域における弥生

時代後期から古墳時代中期の

集落動態―東京大学本郷構内

遺跡を中心とした基礎的研究― 

考古学  42  基礎文化研究専攻 考古学専門分野 博士課程 

山下 優介 ヤマシタ ユウスケ 

12 

明治大学大学院文学研究科 縄文時代前期における漆工芸

技術の受容形態に関する研究 考古学  48  博士後期課程 1 年 

蒲生 侑佳 ガモウ ユウカ 

13 

古墳出現期における土器生産

の展開と地域間交流 

―中四国・近畿地域を中心に― 

考古学  45 

京都大学大学院文学研究科 

歴史文化学専攻考古学専修修士課程 

式田 洸 シキタ ヒロシ 

14 

天城町教育委員会 ウンブキ水中鍾乳洞遺跡より回

収された土器の比較調査 考古学  68  学芸員 

具志堅 亮 グシケン リョウ 

15 

立命館大学大学院文学研究科 

人文学専攻日本史学専修博士後期課程 

近代日本地域社会における多

数決の規範化と運用に関する研

究－明治 10 年代の静岡県伊

豆地域における連合町村会・地

租改正を事例に－ 

文献史学  46  日本学術振興会特別研究員 

伊故海 貴則 イコミ タカノリ

16 

東京藝術大学美術研究科文化財保存学専攻 

教育研究助手(2021 年 3 月迄) 

清水家所蔵絵図面にみる宮大

工林兵庫政清正信の描く建築

技術書の調査研究 文献史学  100  芝浦工業大学建築学部建築学科 

助教(2021 年 4 月以降) 

小柏 典華 オガシワ ノリカ 

17 

東京大学大学院 人文社会系研究科 律令制と軍事行政官司の形成 

文献史学  25  日本文化研究専攻 日本史学専門分野博士課程 

古田 一史 フルタ カズフミ 

18 

神戸大学人文学研究科 自由民権期における政党連帯

運動の研究―無形の「広域地方

結合」論を中心に― 

文献史学  50 社会動態専攻博士課程後期課程 

出水 清之助 デミズ キヨノスケ 

19 

奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科 東アジア史からみた古代日本の

村と地方行政 文献史学  40  人文科学専攻博士後期課程 

村上 菜菜 ムラカミ ナナ 

20 

独立行政法人 国立公文書館 米軍占領期沖縄のラジオ文化と

地域受容に関するメディア史的

研究 

文献史学  38  公文書専門員 

大城 由希江 オオシロ ユキエ



21 

一般財団法人 沖縄美ら島財団 琉球における日本文化の展開 

―16-17 世紀を中心に―（仮） 文献史学  58  総合研究センター 琉球文化財研究室 

田丸 尚美 タマル ナオミ 

22 

慶應義塾大学大学院 文学研究科 戦時下の日本とナチ・ドイツの学

術交流 

――日独学徒大会に関する研

究 

文献史学  49  後期博士課程 

山本 晶子 ヤマモト アキコ

23 

宇部工業高等専門学校 律令国家の周縁領域支配と中

央官人 文献史学  50  一般科講師 

菊池 達也 キクチ タツヤ

24 

國學院大學 明治中後期の地方政治と無党

派志向 

―山口県、熊本県の吏党系勢

力を中心に― 

文献史学  40  兼任講師 

伊藤 陽平 イトウ ヨウヘイ

25 

京都府立大学 中世前期貴族社会における洞

院家と史料集積 文献史学  61  共同研究員 

山岡 瞳 ヤマオカ ヒトミ

26 

名古屋大学大学院 人文学研究科 〈通訳〉からみた近世対外関係

史 文献史学  65  博士研究員 

酒井 雅代 サカイ マサヨ

27 

広島大学大学院総合科学研究科 博士課程後期 「摺衣」の服制にみる日本古代

王権の構造と支配論理 文献史学  30  総合科学専攻 文明科学部門 

米倉 広晃 ヨネクラ ヒロアキ 

28 

東洋大学大学院文学研究科 院宮王臣家と家産制の相互関

係史的研究 文献史学  43  史学専攻博士後期課程 

上村 正裕 ウエムラ マサヒロ

29 

小樽商科大学商学部 明治政府の東アジア政策 

－樺太千島交換条約から日朝

修好条規へ－ 

文献史学  100  准教授 

醍醐 龍馬 ダイゴ リュウマ 

30 

京都府立大学大学院公共政策学研究科 宗教家・佐藤範雄（1856～1942

年）の「社会教育」思想と実践 

――神徳書院資料による人脈

検討をもとに―― 

文献史学  52  博士後期課程 

松岡 悠和 マツオカ ユウワ 

31 

京都大学大学院文学研究科 近代日本における実業補習学

校の社会史的研究 文献史学  50  日本史学専修修士課程 2 回生 

堀 雄高 ホリ ユタカ

32 

島根県古代文化センター 交替使からみた平安時代国司

交替監察制度 文献史学  50  特任研究員 

橋本 剛 ハシモト ゴウ

33 

高知県立歴史民俗資料館 江戸時代初期における藩主文

書の研究―土佐藩二代藩主・

山内忠義関係文書を素材に―

（平成 30 年度の継続案） 

文献史学  65  学芸員 

石畑 匡基 コクハタ マサキ

34 

奈良女子大学大学院 人間文化総合科学研究科 平安期の文学作品にみる言語と

共感をめぐる研究 
文献史学  30  博士後期課程 3 回生 

長田 明日華 オサダ アスカ 

35 

富山市教育委員会 郷土博物館  『乙夜之書物』に関する基礎的

研究 
文献史学  39  主査学芸員 

萩原 大輔 ハギワラ ダイスケ



36 

立命館大学文学部 幕末以降における車両交通の

発達と街道の整備 
文献史学  45  助手 

村上 晴澄 ムラカミ ハルト

37 

大津市歴史博物館 近世都市における寺院間ネット

ワークに関する史料学的研究

－「大津諸宗寺院惣代」の成

立と展開－

文献史学  32  
学芸員 

高橋 大樹 タカハシ ヒロキ

38 

NPO 法人世界遺産長崎チャーチトラスト 潜伏キリシタンの信仰形態と「イ

ナッショ」崇敬
文献史学  60  大浦天主堂キリシタン博物館 研究部門（学芸員） 

島 由季 シマ ユキ 

39 

聖護院史料研究所 中近世朝廷文書の保存と書写・

部類 
文献史学  55  客員研究員 

長村 祥知 ナガムラ ヨシトモ

40 

立命館大学大学院文学研究科 衰退期における藍業と同業組

合：藍産地徳島における藍業者

の政治経済活動を検討して 文献史学  38  人文学専攻日本史学専修 博士後期課程 

海野 大地 ウンノ ダイチ 

41 

広島大学大学院文学研究科 毛利氏「親類衆」に関する基礎

的研究 
文献史学  30  博士課程後期 

水野 椋太 ミズノ リョウタ

42 

東京大学大学院人文社会系研究科 中世前期朝廷の政務・儀礼と摂

関家 
文献史学  50  博士課程 

海上 貴彦 ウナカミ タカヒコ

43 

独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館 インドネシア伝世インド更紗の年

代考察 人物模様と染織技法を

視座として 美術史  45  学芸研究部調査研究課工芸室研究員 

沼沢 ゆかり ヌマザワ ユカリ 

44 

千總文化研究所 研究員 京都の美術工芸の近代化に関

する基礎的研究 

 ―12 代西村總左衛門の活動

を通して― 

美術史  68  京都芸術大学歴史遺産学科 非常勤講師 

小田 桃子 オダ モモコ 

45 

0 アーノルド・J ・トインビーの国際

関係思想――西洋の衰退とイギ

リス帝国の終焉
文明 

興亡史  
30  0 

水野 良哉 ミズノ リョウヤ

・令和 3 年度 特定研究助成（３年間助成の 2 年目）対象者一覧 （単位：万円）    

№ 弘前大学人文社会科学部 考古学と自然科学の融合による 

北日本縄文文化の研究 (特) 

考古学 
150 

1 
教授 

関根 達人 セキネ タツヒト

2 

公益財団法人古代学協会 客員研究員 

国士館大学イラク古代学研究所 共同研究員 

辻村 純代    ツジムラ スミヨ 

エジプト・アコリス遺跡出土ミイラ

の考古学的研究
(特) 

考古学 
100 



3 

大手前大学・総合文化学部 

教授 

岡 佳子      オカ ヨシコ

モース・コレクションのなかの京

焼の調査研究
(特) 

美術史 
85 

・令和元年度 特定研究助成（3年間助成の3年目） （単位：万円）

1 

昭和女子大学国際文化研究所 

客員研究員 

ラオスにおける初期金属器文

化研究 - 東北タイからラオス

に分布する考古資料比較研究 

(特) 

考古学 
115 

川島 秀義 カワシマ ヒデヨシ

２．処務の概要 

①役員に関する事項（令和 3 年度末現在）

（イ）評議員（就任順）

（ロ）理事（就任順）

氏 名     

(敬称略) 
就任日 報酬 現 職 ・ 元 職 

坂誥 秀一 H25.4.1 無 
立正大学 特別栄誉教授（元 同大学学長） 

公益社団法人 日本文化財保護協会 会長 

名児耶 明 〃 〃 
東京学芸大学 非常勤講師 

岡田 恭彦 H29.6.15 〃 
学校法人 広池学園 理事 

元 株式会社富士通ﾗｰﾆﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｱ 代表取締役社長 

藤井 秀人 〃 〃 
住友商事株式会社 顧問 

元 財務事務次官 

山本 信能 〃 〃 
元 王子製紙株式会社 代表取締役副社長 

兼 元 王子板紙株式会社 社長 

氏 名     

(敬称略) 
就任日 名称 報酬 現 職 ・ 元 職 

鈴木 朗以 H25.4.1 理事 無 

公益財団法人横浜外国人墓地 監事 

元 日本コカ・コーラ株式会社 代表取締役筆頭副

社長 

髙梨 誠三郎 〃 
理事長 

（代表理事） 
〃 株式会社和貴 取締役会長 

髙梨 伸郎 〃 理事 〃 
株式会社修徳 代表取締役社長 

株式会社丸仁ホールディングス 取締役 

佐藤 信 H29.6.15 〃 〃 
東京大学 名誉教授 

横浜市歴史博物館 館長 

塚本 隆史 〃 〃 〃 

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 名誉顧問 

（元 株式会社みずほ銀行取締役頭取） 

公益財団法人 渋沢栄一記念財団 評議員 

松本 伸之 〃 〃 〃 
独立行政法人 国立文化財機構 

京都国立博物館 館長 



（ハ）監事（就任順）

（ニ）選考委員（分野別・就任順）

德川 斉正 R1.6.18 〃 〃 
公益財団法人徳川ミュージアム 理事長 

東京海上日動火災保険株式会社 常勤顧問 

安藤 孝一 〃 〃 〃 
株式会社東都文化財保存研究所 顧問 

大正大学 名誉教授 

福島 修 R3.6.11 
独立行政法人 国立文化財機構 

東京国立博物館 学芸研究部 研究員 

氏 名     

(敬称略) 
就任日 報酬 現 職 ・ 元 職 

徳重 寛之 H25.4.1 無 税理士 

井村 順子 R3.6.11 〃 公認会計士 

氏 名     

(敬称略) 
就任日 担当 報酬 現 職 ・ 元 職 

山田 康弘 H29.5.22 考古学 無 東京都立大学 人文社会学部 教授 

菊池 誠一 R1.5.21 考古学 〃 昭和女子大学 教授 

三宅 裕  〃 考古学 〃 筑波大学 教授 

鈴木 靖民 H29.5.22 文献史学 〃 國學院大學 名誉教授 

吉田 ゆり子 R1.5.21 文献史学 〃 東京外国語大学 教授 

副島 弘道 H29.5.22 美術史 〃 大正大学 名誉教授 

島尾 新 R1.5.21 美術史 〃 学習院大学 教授 

關 雄二 H28.2.1 文明興亡史 〃 
国立民族学博物館 副館長 

人類文明誌研究部 教授 

高山 博 H29.5.22 文明興亡史 〃 
東京大学大学院 人文社会系研究科 

西洋史学 教授 



（ホ）相談役

氏 名     

(敬称略) 
就任日 報酬 当財団(役員・選考委員)退任時の職務 

今村 啓爾 H25.5.21 無 東京大学 名誉教授 

大坪 孝雄 〃 〃 公益財団法人古代学協会 理事長 

野村 明賢 〃 〃 公益財団法人野村文華財団野村美術館館長 

河野 元昭 〃 〃 尚美学園大学大学院芸術情報研究科教授 

杉井 孝 〃 〃 弁護士 

田村 祥蔵 〃 〃 元日本経済新聞社 常任監査役 

片岡 正人 〃 〃 讀賣新聞東京本社 文化部 次長 

苅谷 俊彦 〃 〃 日本考古学協会会員俳優 

湊 信幸 〃 〃 東京国立博物館 名誉館員客員研究員 

加藤 丈夫 〃 〃 富士電機㈱社友 国立公文書館館長 

鈴木 規夫 〃 〃 元独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 所長 

小林 達雄 〃 〃 國學院大学 名誉教授 

手塚 直樹 〃 〃 青山学院大学文学部 教授 

酒井 清治 〃 〃 駒澤大学文学部 歴史学科教授 

中野 照男 〃 〃 
独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 

客員研究員 

赤沼 多佳 〃 〃 三井記念美術館 参事 

佐々木 利和 〃 〃 北海道大学ｱｲﾇ・先住民研究ｾﾝﾀｰ 特任教授 

大貫 静夫 H30.3.15 〃 東京大学大学院人文社会系研究科 教授 

五味 文彦 〃 〃 
公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団 理事長 

東京大学 名誉教授 

小池 富雄 〃 〃 鶴見大学文学部文化財学科 教授 

青柳 正規 R2.3.18 〃 
学校法人多摩美術大学 理事長 

（元文部科学省文化庁長官） 

谷川 章雄 〃 〃 早稲田大学人間科学学術院 教授 

早乙女 雅博 〃 〃 東京大学 名誉教授 

土生田 純之 〃 〃 専修大学文学部 教授 



② 職員に関する事項（令和 3 年度末現在）

職  名 常勤・非常勤 氏  名 担当事務 給料 備  考 

事務局長 非常勤 組谷 貴志 業務の総括 無 
株式会社丸仁ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  

取締役 上席執行役員管理部長兼務 

事務局 常勤 工藤 勉 事務責任者 有 

③ 会議等に関する事項

（イ）理事会
開催日 議 事 事 項 会議の結果 

R3.4.28 

決議の省略 

提案事項 

【決議事項】「令和 3 年度研究助成選考委員会(案)」承認に係るご提案 

理事全員の同意及

び監事全員の異議

無しにより承認可決 

R3.5.19 

決議の省略 

提案事項 

【報告事項】 

1.寄附金に関する事項

2.理事長の職務執行状況報告

【決議事項】

1.「令和 2年度(第 48期) 事業報告、計算書類、附属明細書及び財産目

録」承認の件

2.「評議員候補者(案) 5 名」選任の件

3.「理事候補者(案) 9 名」選任の件

4.「監事候補者(案) 2 名」選任の件

5.「選考委員候補者(案) 9 名」選任の件

6.「令和 3 年 6 月定時評議員会の招集並びに付議する議案」承認の件

理事全員の同意及

び監事全員の異議

無しにより承認可決 

R3.6.25 

決議の省略 

提案事項 

【決議事項】 

・代表理事（理事長）選任の件

理事全員の同意及

び監事全員の異議

無しにより承認可決 

R4.3.18 

決議の省略 

提案事項 

【報告事項】 

１．理事長の職務執行状況報告 

2.財団設立 50 周年記念事業について

【決議事項】

1.「令和 4 年度(第 50 期) 事業計画及び収支予算」(案)承認の件

2.「保有株式の議決権行使」承認の件

3.相談役 1 名選任の件

理事全員の同意及

び監事全員の異議

無しにより承認可決 

（ロ）定時評議員会

開催日 議 事 事 項 会議の結果 

R3.6.11 

決議の省略 

提案事項 

【報告事項】 

1.寄附金に関する事項

2. 理事長の職務執行状況報告

3. 令和 3 年度(第 49 期) 研究助成対象案件」確定の報告

4.「選考委員 9 名選任の件」について

4. 令和 2 年度(第 48 期) 事業報告

竹内 順一 R4.3.18 東京藝術大学 名誉教授 



【決議事項】 

1. 「令和 2 年度(第 48 期) 計算書類、附属明細書及び財産目録」承認

の件

2.「評議員 5 名」選任の件

3.「理事 9 名」選任の件

4.「監事 2 名」選任の件

評議員全員の同意

により承認可決 

（ハ）選考委員会

開催日 議 事 事 項 会議の結果 

Ｒ3.4.21 

書面による 

決議 

1.「令和 3 年度 助成対象案件」選考の件 全会一致で可決 

④ 契約に関する事項

契約日 契約内容 

Ｈ26.10.31 建物賃貸借契約（自動更新） 

Ｈ19.12.28 業務委託基本契約（自動更新） 

⑤ 寄附に関する事項

入金日 寄附者 寄附金額 

R4.3.25 株式会社丸仁ホールディングス 8,000,000 円 

R4.3.25 株式会社修徳 500,000 円 

R4.3.25 株式会社ヴィアン 300,000 円 

R4.3.25 株式会社和貴 150,000 円 

R4.3.31 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 100,000 円 

合 計 9,050,000 円 

⑥ 行政庁（内閣府）への届出等

日付 届出等 備考 

R3.7.28 令和 2 年度 事業報告等（決算）の提出 

R4.3.28 令和 4 年度 事業計画書等（予算）の提出 

⑦ 行政庁（内閣府）からの連絡事項等

日付 連絡事項等 備考 

R3.4.7 

～R4.3.30 
内閣府公益法人メールマガジン  年度内 23 回受信 

公益法人運営のワンポイン

トアドバイス 他

R4.1.19 令和４年度税制改正大網の決定等について 

以上 




