JGSS研究課題採択分一覧表
■2008年度採択分
研究課題名
日本人の意識と行動の変化に関する研究
東アジアにおける世代間援助の研究
東アジアにおける家事頻度に関する研究
東アジアの価値観
調査の回収方法の改善に関する研究
中高年齢者の地域活動参加の促進要因に関する研究
モンゴル国の好感度に関する研究
子育て観に関する研究
ワークライフバランスに関する研究
地域からの国際協力に関する研究
医療アクセスに関する研究
医療に関する不安と社会経済的地位の関連
インフルエンザの流行に関する意識と保健行動
英語能力に関する研究
職業・産業コーディングの自動化に関する研究
東アジアにおける人口学的研究
社会意識の社会学的研究
知事支持率に関する研究
東アジアにおける世代間関係の社会家族的研究
職業分類に関する研究
エコ行動に関する研究
耽溺行動に関する研究
社会ネットワークの社会心理的側面
社会意識の社会意識的研究
女子の高等教育進学選好に対する少子化の影響
教育から職業へのトランジッションに関する研究
東アジアの経済と社会に関する研究
地区類型・地域指標とJGSSデータの関連性に関する研究
国際人口移動・国際結婚に関する意識・行動の規定要因の比較分析
有権者の貿易に対する態度の規定要因
職業分類におけるマイクロクラスの有効性に関する研究
長子にかけた教育費に関する研究
結婚・出産に関する意識と行動の比較分析
職業アスピレーションに関する研究
東アジア社会における結婚の比較研究
外国人増加の影響認知の規定要因
ライフコース調査における教育社会学的研究
賃金格差の経済学的研究
将来的不安感と主観的幸福感との関係に関する研究
東アジアにおける日本アニメの視聴者分析
東アジアの社会階層に関する研究
社会調査における多変量解析の応用

実施研究者
岩井 紀子
宍戸 邦章
岩井 紀子
保田 時男
岩井 紀子
岩井 紀子
保田 時男
宍戸 邦章
湊 邦生
佐々木 尚之
佐々木 尚之
埴淵 知哉
埴淵 知哉
村田 千代栄
中谷 友樹
小磯 かをる
高橋 和子
小島 宏
杉田 陽出
前田 幸男
田渕 六郎
田邉 俊介
大橋 正彦
谷岡 一郎
池田 謙一
木村 雅文
平尾 桂子
山内 乾史
仁田 道夫
中谷 友樹
埴淵 知哉
小島 宏
直井 恵
三輪 哲
都村 聞人
小島 宏
相澤 真一
筒井 淳也
永吉 希久子
岩井 八郎
篠崎 武久
三澤 仁平
孫 郁ブン
中尾 啓子
岡太 彬訓

所属・職（採用時）
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
浜松医科大学医学部・助教
立命館大学文学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
敬愛大学国際学部・教授
早稲田大学社会科学総合学術院・教授
大阪商業大学経済学部・准教授
東京大学大学院情報学環・准教授
上智大学総合人間科学部・准教授
東京大学社会科学研究所・助教
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学・学長
東京大学大学院人文社会系研究科・文学部・教授
大阪商業大学総合経営学部経営学部・教授
上智大学文学部・教授
神戸大学大学教育推進機構・准教授
東京大学社会科学研究所・教授
立命館大学文学部・准教授
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
早稲田大学社会科学総合学術院・教授
カルフォルニア大学サンディエゴ校政治学科・准教授
東京大学社会科学研究所・准教授
東京福祉大学教育学部・専任講師
早稲田大学社会科学総合学術院・教授
成蹊大学アジア太平洋研究センター・特別研究員
立命館大学産業社会学部・准教授
大阪大学人間科学研究科・大学院生
京都大学大学院教育学研究科・教授
早稲田大学理工学術院・准教授
東北大学大学院医学系研究科・大学院生
なし（2007年度まで京都大学大学院人間・環境学研究科）・大学院生
首都大学東京 都市教養学部・教授
多摩大学大学院経営情報学研究科・教授

コンピューター利用率とIT意識
日本人のペットの安楽死に関する意識傾向とその規定要因
教育期待・教育選択に関する合理的選択理論の実証
職業経歴と家族イベントの動態的分析
日本人と外国人の共生を促す決定要因について
非正規雇用者における教育と職業のマッチング
若年世代における職業キャリアと仕事への取組み
地域住民によるパトロールに対する「賛成」に関する回答者の積極性
日本人の英語能力と英語使用
地域ボランティア活動の参加決定要因
若年層の職業キャリア形成における職業資格の役割
IT社会における社会関係資本
非正規被雇用者の社会経済的地位の測定、および職業能力開発のニーズの分析について
出産時期・学歴・収入・就労形態など本人の属性および教育に関する選好
外国人割合が高い地域における外国人増加に対する意識

白川 俊之
杉田 陽出
中澤 渉
平尾 桂子
李 容玲
岡田 丈祐
小林 盾
石田 祐
小磯 かをる
奥山 尚子
阿形 健司
白川 俊之
轟亮
野崎 祐子
大槻 茂実

同志社大学大学院社会学研究科・大学院生
大阪商業大学総合経営学部・准教授
東洋大学社会学部・専任講師
上智大学文学部・教授
大阪大学大学院人間科学研究科・研究生
京都大学大学院教育学研究科・大学院生
成蹊大学文学部・専任講師
(財)ひょうご震災記念21世紀研究機構・研究員
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪大学大学院国際公共政策研究科・大学院生
同志社大学社会学部・准教授
同志社大学大学院社会学研究科・大学院生
金沢大学文学部・准教授
広島大学社会科学研究科・助教
東京都立大学大学院社会科学研究科・大学院生

実施研究者
湊 邦生
菅澤 貴之
三輪 加奈
斉藤 豊治
鈴木 公啓
林 幸史
カレイラ 松崎順子
寺沢 拓敬
松本 みゆき
宍戸 邦章
竹上 未紗
山本 洋介
林野 泰明
赤枝 尚樹
岩井 八郎
仁田 道夫
篠崎 武久
池田 謙一
稲増 一憲
埴淵 知哉
村中 亮夫
花岡 和聖
中谷 友樹
永吉 希久子
村田 千代栄
田辺 俊介
Guiherme Kenjy Chihaya
和田 有朗

所属・職（採用時）
大阪大学外国語学部 非常勤講師
大阪商業大学JGSS研究センター ポスト・ドクトラル研究員
大阪商業大学JGSS研究センター ポスト・ドクトラル研究員
大阪商業大学経済学部・教授
東洋大学社会学部・非常勤講師
関西学院大学大学院社会学研究科・大学院研究員
東京未来大学こども心理学部・専任講師
東京大学大学院総合文化研究科・博士課程
名古屋大学大学院教育発達科学研究科・博士課程後期課程
大阪商業大学総合経営学部・講師
京都大学大学院医学研究科医療疫学・特定助教
京都大学大学院医学研究科医療疫学・博士課程
京都大学大学院医学研究科医療疫学・講師
大阪大学大学院人間科学研究科・博士後期課程
京都大学教育学研究科・教授
東京大学社会科学研究所・教授
早稲田大学理工学術院・准教授
東京大学大学院人文社会系研究科・教授
東京大学大学院人文社会系研究科・博士課程大学院生
立命館大学・日本学術振興会特別研究員PD
立命館大学文学部・講師
立命館大学文学部・助教
立命館大学文学部・准教授
大阪大学人間科学研究科・博士後期課程/学術振興会・特別研究員
浜松医科大学健康社会医学・助教
東京大学社会科学研究所・准教授
東北大学大学院文学研究科・大学院生
神戸山手大学現代社会学部・講師

■2009年度採択分
研究課題名
日本および東アジアにおけるグローバリゼーションへの意識
高校中退者の職業移動に関する基礎的分析
東アジアの健康に関する研究
刑事司法に対する意識に関する研究
身体についての意識と行動に関する研究
観光行動に関する社会心理学的研究
英語教育への意識に関する研究
英語の必要性の認知に関する研究
社会風土の変化と幸福感に関する研究
中高年の地域活動・ボランティア活動の研究
生きがいと健康との関連に関する研究
皮膚のそう痒感の環境要因に関する研究
行動変容の変化ステージと健康状態の関係に関する研究
Fischer下位文化理論の再検討―都市・ネットワーク・パーソナリティ―
体罰経験の連鎖に関する分析
労働組合の賃金効果の検証
バイコットと社会参加の社会心理的研究
地区類型・地域指標とJGSSデータのリンケージに関する研究

多文化状況における社会統合に対する信頼感の影響
医療・救急体制に対する不安と社会経済的地位の関連
国・地域別外国人の受入意識の分析
出会いの場・紹介者が東アジアにおける職業・学歴による同類婚に及ぼす影響
ライフスタイルがエネルギー利用意識と行動に与える影響の考察

回収率の地域差に関する研究

埴淵 知哉
村中 亮夫
花岡 和聖
中谷 友樹
都市化指標を用いたJGSSデータの地域分析
埴淵 知哉
村中 亮夫
花岡 和聖
中谷 友樹
メディアへの接触が体感治安と厳罰化の意見に与える影響の分析
上田 光明
社会関係資本とマイノリティに対する寛容さに関する研究
大岡 栄美
社会関係資本と移民・マイノリティに対する寛容さに関する研究
大岡 栄美
防災行動と社会関係資本の関連について
塩谷 尚正
東アジアの社会関係資本は文化を越えて豊かな効果を及ぼすか
池田 謙一
垂直的・水平的ネットワーク多様性を用いた弱い紐帯の測定
稲増 一憲
社会関係資本が寛容性に及ぼす効果
池田 真季
プロダクティブ・アクティビティにかかわる心理的要因の検討―市民が支える社会のサステナビ 片桐 恵子

立命館大学・日本学術振興会特別研究員PD
立命館大学文学部・講師
立命館大学文学部・助教
立命館大学文学部・准教授
立命館大学・日本学術振興会特別研究員PD
立命館大学文学部・講師
立命館大学文学部・助教
立命館大学文学部・准教授
大阪商業大学JGSS研究センター ポスト・ドクトラル研究員
関西学院大学・助教
関西学院大学・助教
関西大学大学院社会学研究科・大学院生
東京大学大学院人文社会系研究科・教授
東京大学大学院人文社会系研究科・大学院生
東京大学大学院人文社会系研究科・大学院生
（財）日本興亜福祉財団社会老年学研究所・主席研究員

■2010年度採択
研究課題名
学歴と健康の因果経路における将来の不確実性の効果―JGSS‐2008データを用いた分析―
国際ニュースへの接触と東アジアへの心理的近接性との関連
社会の持続可能性に関する研究
バランスがとれた夫婦関係とは―EASS2006データからの知見―
子ども数に関する現実と理想 ―EASS2006データを用いた日韓台中の比較―
東アジアにおける女性就業に関する実証分析
都市的生活様式と郊外的生活様式に関する計量分析―マルチレベルモデルを用いて―

実施研究者
藤井暢弥
山本明
竹橋洋毅
李秀眞
曹陽
野崎華世
赤枝尚樹

所属・職（採用時）
東京大学医学部・研究生
中部大学人文学部コミュニケーション学科・専任講師
名古屋大学エコトピア科学研究所・助教
弘前大学教育学部 講師
中国科学院心理研究所（北京） 研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD
大阪大学大学院 人間科学研究科・博士後期課程

地位達成の国際比較―日韓中台の分析
地位達成における教育の効果に関する比較研究
スペクトル分解による外国人に対する抵抗感の分析
国際標準職業分類（ISCO）のコーディングの自動化に関する研究
環境配慮行動に関する研究
規範順守の合理的選択理論としつけデータによるその検証
体感治安を規定する要因の時系列変化に関する分析- JGSS累積データ（2000-2010）を用い
JGSS累積データ2000-2010に基づく年齢・時代・世代効果の検討
JGSS累積データ2000-2010に基づく年齢・時代・世代効果の検討
職業経験が賃金に与える影響に関する実証分析
市民的・社会的関与に対する生涯学習の効果と政策課題について
「承認」の格差とその関連要因の検討
無縁社会の検証
世代間交流の検証

中尾啓子
岩井八郎
岡太彬訓
高橋和子
柴田由己
林光
上田光明
宍戸邦章
佐々木尚之
野崎華世
佐藤智子
源氏田憲一
宍戸邦章
佐々木尚之

首都大学東京大学院人文科学研究科・教授
京都大学大学院教育学研究科・教授
多摩大学経営情報学部 教授
敬愛大学国際学部・教授
大阪商業大学JGSS研究センター・PD
大阪商業大学JGSS研究センター・PD
大阪商業大学JGSS研究センター・PD
大阪商業大学総合経営学部講師
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD
中央大学非常勤講師
実践女子大学非常勤講師
大阪商業大学総合経営学部講師
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員

実施研究者
Dimitris Ballas
李 容玲
伊達 平和
岩井紀子

所属・職（採用時）
Department of Geography, University of Sheffield (Senior Lecturer)
大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
京都大学大学院教育学研究科教育科学専攻博士後期課程
大阪商業大学総合経営学部教授

■2011年度採択
研究課題名
日本における主観的幸福感の地理的・社会経済的規定要因の探索
制度が意識に及ぼす影響について
親の学歴同類婚が子の教育達成に与える影響に関する実証分析
JGSS累積データ2000-2010に基づく社会変動の研究

JGSS累積データ2000-2010に基づく学歴の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく家族形成の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく家族観の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく余暇活動の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく英語能力の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく健康行動の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づくペット飼育の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく政治意識の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づくエコ行動の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づくカジノ合法化の賛否に関する研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく教育費の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく宗教観の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく労働環境の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく政治状況の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく旅行行動の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づくインターネット利用の変容の研究
JGSS累積データ2000-2010に基づく外国人に対する排外意識の研究

岩井八郎
佐々木尚之
篠原さやか
柴田由己
小磯かをる
埴淵知哉
杉田陽出
前田幸男
大橋正彦
谷岡一郎
都村聞人
木村雅文
野崎華世
林光
林幸史
宍戸邦章
永吉 希久子

京都大学大学院教育学研究科教授
大阪商業大学JGSS研究センター主任研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学総合経営学部 教授
立命館大学・日本学術振興会特別研究員PD
大阪商業大学経済学部准教授
東京大学社会科学研究所准教授
大阪商業大学総合経営学部 教授
大阪商業大学総合経営学部 教授･学長
東京福祉大学教育学部専任講師
大阪商業大学総合経営学部教授
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪国際大学人間科学部講師
大阪商業大学総合経営学部准教授
東北大学大学院文学研究科准教授

実施研究者
柴田由己
濱田国佑
柴田由己
岩井紀子
宍戸邦章
武内智彦
佐々木尚之
濱田国佑
濱田国佑
武内智彦
上ノ原秀晃

所属・職（採用時）
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学総合経営学部教授
大阪商業大学総合経営学部准教授
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学総合経営学部助教
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員
大阪商業大学JGSS研究センターPD研究員

実施研究者
岩井紀子・宍戸邦章

所属・職（採用時）
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
慶應義塾大学社会学研究科・訪問研究員
中京大学国際教養学部・准教授
立命館大学文学部・教授
大阪大学グローバルコラボレーションセンター・特任准教授
中京大学国際教養学部・准教授
国立循環器病研究センター・研究員
立命館大学文学部・教授
中京大学国際教養学部・准教授
立命館大学文学部・教授
立命館大学大学院文学研究科・大学院生（博士課程）
大阪大学グローバルコラボレーションセンター・特任准教授
立命館大学文学部・教授

■2012年度採択
研究課題名
通勤者の自動車利用と環境配慮意識の関連性
東アジアにおけるグローバリゼーション受容の構造――EASS 2008データを用いた分析から
東日本大震災が仕事に与えた影響
東日本大震災における寄付行動とボランティア活動
東日本大震災における節電行動とエコ商品の利用
現代日本における若者の幸福感と将来不安
東アジアにおける社会経済的属性と健康格差―EASS 2010健康モジュールを用いた比較―
東アジアにおけるトランスナショナル・アイデンティティ―EASS 2008 データを用いた国際比較
■2013年度採択
研究課題名
東日本大震災と原子力政策意識
JGSS-12のデータ分析による社会および個人生活に対する意識の世代別検討
近隣環境と生活習慣病リスクの関連性に関する研究
近隣環境と健康関連QOLの関連性に関する研究
近隣環境指標の構築とその健康影響に関する研究

大坪寛子
埴淵知哉
中谷友樹
本庄かおり
埴淵知哉
竹上未紗
中谷友樹
埴淵知哉
中谷友樹
米島万有子
本庄かおり
矢野桂司

日本の選挙における投票依頼
近隣の居住者属性が近隣評価に与える影響の分析
若年層の地域との関わりを規定する就業・家庭・近隣要因の分析
家族に関わる意識と行動の変化
現代日本の若年層のライフコース
多様化するライフコースとその課題
介護や育児など社会保障は誰の責任か
ゆとり・癒しを求める人々
中高年期の働き方と階層帰属意識・幸福度
若者の働き方とウェルビーイング
高齢期の世帯と生活の質
節約行動・消費意欲の状況と変化
企業規模で異なる若年労働者の職場環境
中小企業におけるワークライフバランス

上ノ原秀晃
上杉昌也
上杉昌也
宍戸邦章
岩井紀子
佐々木尚之
佐々木尚之
岩井八郎
宍戸邦章
岩井紀子
埴淵知哉
岩井紀子
宍戸邦章
佐々木尚之
佐々木尚之
宍戸邦章
宍戸邦章
伊達平和
岩井紀子
小浜駿
岩井紀子
岩井紀子
小浜駿

大阪商業大学 JGSS研究センター・主任研究員
東京大学大学院工学系研究科・博士課程／学振特別研究員DC
東京大学大学院工学系研究科・博士課程／学振特別研究員DC
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・助教
大阪商業大学総合経営学部・助教
京都大学大学院教育学研究科・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
中京大学国際教養学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・助教
大阪商業大学総合経営学部・助教
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学JGSS研究センター・研究員
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員

実施研究者
佐々木尚之
上ノ原秀晃
岩井紀子
岩井紀子
上ノ原秀晃
伊達 平和
岩井 八郎
佐々木 尚之
宍戸 邦章
岩井 紀子
伊達平和
園部 香里
岩井 八郎
佐々木尚之
佐々木尚之
宍戸邦章
宍戸邦章
宍戸邦章
吉田俊文
勝村史昭
髙松里江

所属・職（採用時）
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員
京都大学大学院文学研究科・博士課程／学振特別研究員
京都大学大学院教育学研究科・教授
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
京都大学大学院文学研究科・博士課程／学振特別研究員
京都大学大学院教育学研究科・修士課程
京都大学大学院教育学研究科・教授
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
首都大学東京大学院人文科学研究科・博士前期課程
一橋大学大学院国際企業戦略研究科・博士課程
大阪大学大学院人間科学研究所・助教

■2014年度採択
研究課題名
若年女性の人口移動と家族形成
東アジア社会における会食文化の比較研究
東アジア社会における意見が異なる人同士のコミュニケーション
「失われた10年」以降のライフコースの変化と多様性

子育ての悩みが出産行動に与える影響
日本のあるべき姿の持続と変化
女性の職業経歴の持続と変化
理想の子どもの数と、現実の子どもの数
未婚者の現状における地域差
若年層の未婚者と有配偶者の違い
女性の働き方の変化
夫婦の働き方と夫の家事頻度
成人期への移行過程における帰家行動の計量的研究
職場環境が社員の主観的感情に及ぼす影響
初職の非正規雇用化に対する性別および専攻分野の影響について

■2015年度採択
研究課題名
身についた能力と身につけたい能力
職場環境意識の変化
女性の職業経歴の変化
チャレンジ精神の保有とその多様性
学歴と離家－親と子の学歴差に着目して
卒業者のライフコースから見た工業高校の機能
日本における女性の継続就業と職業に関する分析
Effects of Economic Recessions on Family Experiences in Japan
学歴社会のゆくえ
職場環境が労働時間に与える影響
男性の育児休業取得の向上にむけて
労働環境がもたらす幸福度の変化
教育機会の量的・質的不平等の長期変容についての分析
現代の日本社会における同居歴と出産歴の関係
無業経験にみるキャリアにおける格差の男女比較分析
夫婦階層と家庭環境に着目した有配偶女性の再就労に関するライフコース分析
チームで働く力を高めたい
性別で異なる資格の役立ち方
教育と職務内容のミスマッチ
既婚女性の就労継続と三世代近居の関係
職種別にみた外国人労働者の受け入れ意識
職場のパワーハラスメント
大規模災害発生のリスク認知と原子力政策に対する態度の変化
住民基本台帳の閲覧・回収率・データ公開問題について
墓の継承についての意識の変化
JGSSを用いた健康格差の分析
高齢者の雇用延長と生活の変化
ギャンブル依存に関する実証的調査研究
学校の効用認識に関する研究
教育過剰に影響を与える要因

実施研究者
岩井八郎
岩井八郎
岩井八郎
岩井八郎
林川友貴
山田宏
野崎華世
Wei-hsin Yu
中尾啓子
大林真也
綾野佳菜子
泉谷樹生也
白川俊之
茂木良平
麦山亮太
打越文弥
岩井八郎
阿形健司
岩井八郎
佐々木尚之
眞住優助
宍戸邦章
岩井紀子
宍戸邦章
眞住優助
岩井紀子
孟哲男
岩井紀子
埴淵知哉
川口大司
谷岡一郎
阿形健司
都村聞人

所属・職（採用時）
京都大学大学院教育学研究科・教授
京都大学大学院教育学研究科・教授
京都大学大学院教育学研究科・教授
京都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・修士課程
一橋大学大学院社会学研究科・博士後期課程
一橋大学経済研究所／学振特別研究員
Professor, Department of Sociology, University of Maryland, College
首都大学東京人文科学研究科・教授
東京大学大学院経済学研究科／学振特別研究員
慶應義塾大学法学部
富山大学経済学部
大阪大学大学院人間科学研究科／学振特別研究員
明治大学大学院政治経済学研究科・修士課程
東京大学大学院人文社会系研究科・修士課程
東京大学大学院人文社会系研究科・修士課程
京都大学大学院教育学研究科・教授
同志社大学社会学部・教授
京都大学大学院教育学研究科・教授
大阪商業大学総合経営学部・講師
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・准教授
大阪商業大学JGSS研究センター・主任研究員
大阪商業大学総合経営学部・教授
大阪商業大学JGSS研究センター・PD研究員
大阪商業大学総合経営学部・教授
中京大学国際教養学部・准教授
一橋大学経済学部・教授
大阪商業大学総合経営学部・教授／学長
同志社大学社会学部・教授
神戸学院大学現代社会学部・専任講師

