
人文社会科学系の研究力把握
に向けた試み

人社系分野への研究支援と研究評価～グッドプラクティスを探る～

RA研究会セッション

2014.9.17 （於：北海道大学 学術交流会館）

森本行人（筑波大学URA）



0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRIOS* vs Scopus*
（Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba）

TRIOS論文数 Scopus 割合
TRIOS：筑波大学 研究者総覧
Scopus：エルゼビア社 抄録・引用文献データベース
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No 研究分野（科研費） No 研究分野（科研費）
1 総合人文社会 地域研究 地域研究 29 社会科学 法学 公法学
2 総合人文社会 ジェンダー ジェンダー 30 社会科学 法学 国際法学
3 総合人文社会 観光学　観光学 31 社会科学 法学 社会法学
4 人文学 哲学 哲学・倫理学 32 社会科学 法学 刑事法学
5 人文学 哲学 中国哲学・印度哲学・仏教学 33 社会科学 法学 民事法学
6 人文学 哲学 宗教学 34 社会科学 法学 新領域法学
7 人文学 哲学 思想史 35 社会科学 政治学 政治学
8 人文学 芸術学 美学・芸術諸学 36 社会科学 政治学 国際関係論
9 人文学 芸術学 美術史 37 社会科学 経済学 理論経済学

10 人文学 芸術学 芸術一般 38 社会科学 経済学 経済学説・経済思想
11 人文学 文学 日本文学 39 社会科学 経済学 経済統計
12 人文学 文学 英米・英語圏文学 40 社会科学 経済学 経済政策
13 人文学 文学 ヨーロッパ文学 41 社会科学 経済学 財政・公共経済
14 人文学 文学 中国文学 42 社会科学 経済学 金融・ファイナンス
15 人文学 文学 文学一般 43 社会科学 経済学 経済史
16 人文学 言語学 言語学 44 社会科学 経営学 経営学
17 人文学 言語学 日本語学 45 社会科学 経営学 商学
18 人文学 言語学 英語学 46 社会科学 経営学 会計学
19 人文学 言語学 日本語教育 47 社会科学 社会学 社会学
20 人文学 言語学 外国語教育 48 社会科学 社会学 社会福祉学
21 人文学 史学 史学一般 49 社会科学 心理学 社会心理学
22 人文学 史学 日本史 50 社会科学 心理学 教育心理学
23 人文学 史学 アジア史・アフリカ史 51 社会科学 心理学 臨床心理学
24 人文学 史学 ヨーロッパ史・アメリカ史 52 社会科学 心理学 実験心理学
25 人文学 史学 考古学 53 社会科学 教育学 教育学
26 人文学 人文地理学 人文地理学 54 社会科学 教育学 教育社会学
27 人文学 文化人類学 文化人類学・民俗学 55 社会科学 教育学 教科教育学
28 社会科学 法学 基礎法学 56 社会科学 教育学 特別支援教育

人文社会系の研究分野（科研費）

※JSPS（http://www.jsps.go.jp/j-
grantsinaid/03_keikaku/data/h26
/I/h26_koubo_06.pdf） 3

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h26/I/h26_koubo_06.pdf
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人文社会系の研究分野（科研費）
No 研究分野（科研費） No 研究分野（科研費）

1 総合人文社会 地域研究 地域研究 29 社会科学 法学 公法学
2 総合人文社会 ジェンダー ジェンダー 30 社会科学 法学 国際法学
3 総合人文社会 観光学　観光学 31 社会科学 法学 社会法学
4 人文学 哲学 哲学・倫理学 32 社会科学 法学 刑事法学
5 人文学 哲学 中国哲学・印度哲学・仏教学 33 社会科学 法学 民事法学
6 人文学 哲学 宗教学 34 社会科学 法学 新領域法学
7 人文学 哲学 思想史 35 社会科学 政治学 政治学
8 人文学 芸術学 美学・芸術諸学 36 社会科学 政治学 国際関係論
9 人文学 芸術学 美術史 37 社会科学 経済学 理論経済学

10 人文学 芸術学 芸術一般 38 社会科学 経済学 経済学説・経済思想
11 人文学 文学 日本文学 39 社会科学 経済学 経済統計
12 人文学 文学 英米・英語圏文学 40 社会科学 経済学 経済政策
13 人文学 文学 ヨーロッパ文学 41 社会科学 経済学 財政・公共経済
14 人文学 文学 中国文学 42 社会科学 経済学 金融・ファイナンス
15 人文学 文学 文学一般 43 社会科学 経済学 経済史
16 人文学 言語学 言語学 44 社会科学 経営学 経営学
17 人文学 言語学 日本語学 45 社会科学 経営学 商学
18 人文学 言語学 英語学 46 社会科学 経営学 会計学
19 人文学 言語学 日本語教育 47 社会科学 社会学 社会学
20 人文学 言語学 外国語教育 48 社会科学 社会学 社会福祉学
21 人文学 史学 史学一般 49 社会科学 心理学 社会心理学
22 人文学 史学 日本史 50 社会科学 心理学 教育心理学
23 人文学 史学 アジア史・アフリカ史 51 社会科学 心理学 臨床心理学
24 人文学 史学 ヨーロッパ史・アメリカ史 52 社会科学 心理学 実験心理学
25 人文学 史学 考古学 53 社会科学 教育学 教育学
26 人文学 人文地理学 人文地理学 54 社会科学 教育学 教育社会学
27 人文学 文化人類学 文化人類学・民俗学 55 社会科学 教育学 教科教育学
28 社会科学 法学 基礎法学 56 社会科学 教育学 特別支援教育 8
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雑誌・出版社の例（日本語学・日本史・日本文学）

雑誌 論文数 出版社 著書数
文藝言語研究. 言語篇 83 岩田書院 19
筑波大学留学生センター日本語教育論集 62 くろしお出版 14
学術講演梗概集 48 大修館書店 12
日本語学 28 凡人社 12
文藝言語研究. 文藝篇 27 吉川弘文館 10
筑波日本語研究 21 ひつじ書房 9
俳文芸 19 岩波書店 8
日本建築学会計画系論文集 16 思文閣出版 8
日本語教育論集 16 中央公論美術出版 6
近代史料研究 13 農山漁村文化協会 6
月刊国語教育研究 13 スリーエーネットワーク 5
稿本近代文学 13 清文堂 5
人文科教育研究 13 勉誠出版 5
○○大学▲▲部紀要 11 ぺりかん社 4
徳川林政史研究所研究紀要 11 彩流社 4
日本語教育方法研究会誌 11 三省堂 4
地方史研究 10 山川出版社 4
日本語教育 10 ぎょうせい 3
日本歴史 10 研究社 3
国語と国文学 9 和泉書院 3
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
総計 1,163 総計 403
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