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1990 秋間  俊夫 アキマ  トシオ 日本 オークランド大学  アジ
ア言語文学部

上級講師 日本文学 日本文学における個人主義的傾向の発達 1990.05.15
-1991.02.15

中西  進

1990 Reader, Ian John リーダー  リアンジョン イギリス スターリング大学  日本
研究センター

教授 宗教学 現代日本における巡礼と遍路 1990.10.01-
1991.03.26

柏岡  富英

1990 官  文娜 カン  ウェンナ 中国 中南民族学院  歴史学
部

講師 日中比較家族制度 日中家族制度の比較研究 1990.10.01-
1991.12.31

村井  康彦

1991 Shrestha, Manoj L. シュレスタ  マノジョ ネパール 龍谷大学  経済学部 非常勤講師 経営学 アジアにおける日本企業の経営戦略  下請け
化と技術移転をめぐって

1991.04.01
-1992.03.31

速水  融

1991 朴  正義 パク  チョンウィ 韓国
圓光大学校  日本語教
育学科

副教授 日本説話文学

日本説話にみられる日本人の「日本人の来世
観」の研究  ー韓国の説話文学との比較からー

1992.03.01
-1993.02.28 上垣外  憲一

1992 劉  徳潤 リュウ  トクジュン 中国 河南師範大学 副教授 比較文学 俳諧を中心とする日本詩歌の研究 1992.04.01
-1993.03.31

中西  進

1992 馬  樹茂 マ  ジョボ 中国 関西留学生新聞  芸術
編集担当

芸術家 日中比較美術 日中の山水画の比較研究 1992.04.01
-1994.03.31

早川  聞多

1992 金  春美 キム  チュンミ 韓国 高麗大学校 教授 比較文学 韓国・日本近代文学の比較研究 1992.08.01
-1993.07.31

上垣内  憲一

1992 Calhoun, Michael J. カルフーン  マイケル 米国 米国連邦厚生省  長官
主席補佐官

国際関係論・法律 健康・保健における日本文化と宗教 1992.9.20
-1993.3.30

木村  汎

1992 金  泰昌 キム  タイチャン 韓国 忠北大学校 教授 比較政治社会哲学 代表的日本人像の典型考 1992.10.1
-1993.9.30

安田  喜憲

1992 Tyrni, Ilari ティルニ  イラリ フィンランド タンペレ大学 教授 経営学 日本的経営に関する研究 1992.11.1
-1992.12.20

飯田  経夫

1992 Beukers, Harm ボイカース  ハルム オランダ ライデン大学 教授 医学史 幕末における西洋医学の日本への導入に関す
る研究

1992.11.14
-1992.12.14

白幡  洋三郎

1993 彭  飛 ポン  フェイ 中国

元  復旦大学分校
（現  上海大学文学院）
外国系

助教 比較文学 神話伝承の日中比較

1993.04.01
-1994.03.31 山折  哲雄

1993 朱  家駿 シュ  カシュン 中国 無職 民族音楽学 日本の祭祀儀礼に関する文献的、歴史的研究 1993.05.01
-1995.04.30

村井  康彦

1993 許  文道 ホ  ムンド 韓国 大韓傳統佛教研究院 研究員 佛教史 仏教を中心とする日本文化研究 1993.06.01
-1994.05.31

久野  昭

1993 Jungman, Burglind
ユングマン  ブルクリ
ント

ドイツ
ハイデンベルグ大学東
アジア美術研究部

研究員 東洋美術史 日本文人画に与えた朝鮮文人画の影響

1993.08.01
-1995.03.31 辻  惟雄

1993 Kristeva, Tzvetana I. クリステバ  ツベタナ ブルガリア ソフィア大学 教授 日本古典文学 日本古典文学の文学形式と詩的言語の特徴 1993.11.01
-1993.12.30

中西  進

1994 崔  博光 チェ  バクカン 韓国 成均館大学校 教授 比較文学文化 朝鮮通信使と日本 1994.04.01
-1995.03.31

芳賀  徹

1994 Starrs, Roy Anthony スターズ  ロイ  アント
ニー

デンマーク アールス大学  東アジア
研究所

準教授 近代日本文学・思想史 日本文学における「国」と伝統 1994.08.01
-1995.07.31

芳賀  徹

1994 梁  嶸 リャン  ロン 中国 北京中医薬大学  診断
教研室

助教授 医学史 日中医学史の比較研究 1994.08.25
-1995.08.24

山田  慶兒

1994 劉  建輝 リュウ  ジェンホイ 中国 南開大学  外国語言文
学系

副教授 日中比較文学・文化 文学を中心とする1920年代・1930 年代の日中
文化交流の研究

1994.09.01
-1994.10.31

芳賀  徹

1994 金  容局 キム  ヨンクック 韓国 木浦大学校自然科学大
学  数学家

教授 韓日比較数学史 韓日比較数学史の研究 1994.09.01
-1994.11.30

山田  慶兒

1994 Ford, Barbara Brennan フォード  バーバラブ
レナン

米国 メトロポリタン美術館 学芸員 日本美術史 雪村周継の研究 1994.09.01
-1995.01.10

辻  惟雄

1994 李  均洋 リ  チュンヤン 中国 国立西北大学  外国文
学研究室

助教授 日本文学 日本現代の経済小説の研究 1994.11.04
-1996.09.30

鈴木  貞美

1995 彭  飛 ポン  フェイ 中国 元日本学術振興会外国
人特別研究員

比較文化 日中・神話伝承の比較研究 1995.04.01
-1995.06.30

山折  哲雄

1997 唐  剛卯 タン  ガンマオ 中国 湖北省博物館  文物保
管研究部

副研究館員 中国文物・唐宋歴史 明治期に中国へ流出した日本寺院の旧蔵文書
の調査研究

1997.06.25
-1997.07.22

河合  隼雄

1998 Fisher, Susan フィッシャー  スーザン カナダ
ブリティッシュ  コロンビ
ア大学  英文学科

講師 比較文化
西洋と東洋とジェンダー：大庭みな子とアンジェ
ラ・カーター

1999.02.15
-1999.05.31 井波  律子

2000 Kracht, Kalus クラハト  クラウス ドイツ ベルリン  フンボルト大
学  日本学科

主任教授 日本文化・思想史 日本におけるクリスマスの文化の受容と表現形
態

2000.08.02
-2000.10.15

笠谷  和比古

2000 金  鋒 ジン  フン 中国 中国科学院遺伝研究所 助教授 人類遺伝学 中国人およびアジア人の分子人類学的研究 2000.10.22
-2000.12.15

赤澤  威

2000 梁  嶸 リャン  ロン 中国

北京中医薬大学基礎医
学院  中医診断教研室 教授 中・漢方医学史 中医診断学

日本漢方医学における舌診法の研究と舌診図
の画像処理

2000.12.01
-2001.11.30 栗山  茂久

2001 李  応寿 イ  ウンス 韓国

世宗大学校人文科学大
学  日語日文学科 副教授 韓日比較演劇学 李人稙と日本

2001.06.09
-2001.09.08 鈴木  貞美

2001 Kracht, Klaus クラハト  クラウス ドイツ ベルリン  フンボルト大
学  日本学科

主任教授 日本文化・思想史 日本におけるクリスマス文化の受容と表現形態 2001.07.21
-2001.10.13

笠谷  和比古

2002 Kracht, Klaus クラハト  クラウス ドイツ ベルリン  フンボルト大
学

主任教授 日本文化・思想史 日本におけるクリスマス文化の受容と表現形態 2002.08.03
-2002.10.13

笠谷和比古

2002 Poulton, Mark Cody ポールトン  マーク
コーディー

カナダ ヴィクトリア大学 準教授 日本文学・日本近代演劇 近代日本の戯曲と演劇 2002.12.10
-2003.03.31

Timothy Kern

2003 Whelan, Christal ウェラン  クリスタル 米国 宗教・世界問題研究所 研究員 宗教学 グローバリゼーションと日本の新々宗教ー阿含
宗の場合ー

2003.09.01
-2005.02.21

小松  和彦

2003 Bartholomew,James R. バーソロミュージェー
ムス

米国 オハイオ州立大学 教授 歴史学 ノーベル自然科学賞と日本：1901-1949 2003.07.15
-2004.06.30

James C. Baxter

2003 Kracht, Klaus クラハト  クラウス ドイツ ベルリン  フンボルト大
学

主任教授 日本文化・思想史 日本におけるクリスマス文化の受容と表現形態 2003.08.02
-2003.10.18

笠谷  和比古

2004 李  光濬 イ  クヮンジュン 韓国 東西心理学研究所 所長 心理学 韓日佛教文化交流史研究 2004.04.26
-2005.04.25

松田  利彦

2004 Okada, Richard Hideki オカダ  リチャードヒデ
キ

米国 プリンストン大学 教授 近世・近代日本文学 夏目漱石の小説における労働・資本・戦争 2004.06.22
-2004.07.15

鈴木  貞美

2004 Kubiak Ho-Chi, Beata クビャックホチ  ベアタ ポーランド ワルシャワ大学 助教授 美学 近松作品における悲劇構成要素に見る日本の
美意識

2004.06.30
-2004.08.14

稲賀  繁美

2004 Kracht, Klaus クラハト  クラウス ドイツ フンボルト大学 主任教授 日本文化・思想史 日本におけるクリスマス文化の受容と表現形態 2004.08.01
-2004.10.16

笠谷  和比古

2004 Poulton, Mark Cody ポールトン  マーク
コーディー

カナダ ビクトリア大学 準教授 日本文学・日本近代演劇 近代日本の戯曲、1900-1960年 2004.09.01
-2004.12.31

James C. Baxter

2004 王  述坤 ワン  シュクン 中国 中国東南大学 教授 日本近・現代文学

焼け跡と無頼派ー文学と社会を考える日本の
戦後派文学と中国プロ文革直後の文学「傷痕
文学」の社会的作用

2004.10.01
-2005.09.30 鈴木  貞美

2004 魯  成煥 ノ  ソンファン 韓国 蔚山大学校人文大学 教授 比較民俗学 朝鮮通信使の記録から見た近世日本の生活史
に関する研究

2004.11.30
-2005.11.29

小松  和彦

2004 張  哲嘉 チャン  チェチャ 台湾 中央研究院近代史研究
所

助研究員 医学史 江戸時代の薬売り文化 2004.12.12
-2005.03.11

栗山  茂久

2004 Elkholy, Yomna Tareef
Amin

エルホリ  ヨムナ  タレ
フ  アミン

エジプト カイロ大学 教授 哲学、方法論 フェミニスト認識論－西洋的科学原理に対する
新手法

2005.02.05
-2005.05.04

園田  英弘

2005 李  応寿 イ  ウンス 韓国 世宗大学校人文科学大
学

教授 韓日比較演劇学 日本演劇史の翻訳 2005.06.22
-2005.08.21

稲賀  繁美

2005 Okada, Richard Hideki オカダ  リチャードヒデ
キ

米国 プリンストン大学 教授 近世・近代日本文学 環境と日本大衆文化 2005.06.25
-2005.07.25

鈴木  貞美

2005 Nawrocka, Iwona
Kordzinska

ナブロツカ  イヴォナ
コルジンスカ

ポーランド ワルシャワ大学東洋学
院

助教授 日本文化、平安文学、古文 井原西鶴の町人文化論 2005.07.16
-2005.08.31

鈴木  貞美

2005 Cullen, Louis Michael カレン  ルイ  マイケ
ル

アイルランド ダブリン大学トリニ
ティーカレッジ

教授 経済史 徳川時代の官吏と支配  発展体制と情報源 2006.03.28
-2006.04.27

川勝  平太

2006 喬  瑩潔 シャオ  インジェ 中華人民共和国 広西大学外国語学院 教授 日本文学、日本文化、日漢翻訳
研究

日漢翻訳における文化翻訳の可能と不可能性
研究

2006.05.10
-2007.04.25

井波  律子

■外来研究員（外国人来訪研究員）
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2006 Okada, Richard Hideki オカダ  リチャードヒデ
キ

米国 プリンストン大学 教授 近世・近代日本文学 日本における環境学の現状 2006.07.01
-2006.07.31

James Baxer

2006
El Taib, Alaa Ali Zein
Elabedin

アッタイブ  アラーアリ
ゼインエラベディン エジプト カイロ大学 専任講師 近代日本思想

アラブ民族から見た現代日本文化にみられる
世界観

2006.08.01
-2008.08.31 園田  英弘

2006 Ravina, Mark ラビーナ  マーク 米国 エモリー大学 準教授 日本史 国際礼譲への取り組み：国際社会における日
本国民国家

2006.09.01
-2007.05.31

細川  周平

2006 Jelbring, Stina イエルブリン  ス
ティーナ

スウェーデン ストックホルム大学 講師 日本古典文学、翻訳 源氏物語の文体研究－比喩と象徴を中心に 2006.10.10
-2006.12.15

鈴木  貞美

2006 大森  恭子 オオモリ  キョウコ 日本 ハミルトン大学 助教授 日本近現代文学

「モダニズム」を探偵する：雑誌『新青
年』、探偵小説、日常と平俗のモダニズム文化
(1920-1950年）

2006.12.20
-2007.03.31 鈴木  貞美

2006 劉  春英 リウ  チュンイン 中国 東北師範大学日本研究
所

助教授 日本近代文学 「満洲新京」時代における日本人作家の創作 2007.01.10
-2007.03.20

劉  建輝

2006 藩  光哲 パン  カンジェ 台湾 中央研究院近代史研究
所

助研究員 中国近現代史 近代日本・中国における出版文化と国家アイイ
デンティティー

2007.02.01
-2007.06.30

劉  建輝

2006 Berry, Mary Elizabeth ベリー  メリー  エリザ
ベス

米国 カリフォルニア大学バー
クレー校

教授 歴史 なぜそれほど熱心に働くのかー前近代日本に
おける不安、利益、幸福

2007.02.01
-2007.07.31

James Baxter

2006 栗山  茂久 クリヤマ  シゲヒサ 日本 ハーバード大学東アジ
ア言語文明科

教授 比較医学史、科学史 1.江戸時代の医学と身体の研究
2.日本文化史諸相の映画化

2007.03.17
-2007.07.31

早川  聞多

2006 Cullen, Louis Michael カレン  ルイ  マイケ
ル

アイルランド ダブリン大学トリニ
ティーカレッジ

教授 経済史 徳川時代の官吏と支配  発展体制と資料 2007.03.21
-2007.04.22

川勝  平太

2006 Jelbring, Stina イエルブリン  ス
ティーナ

スウェーデン ストックホルム大学 講師 日本古典文学、翻訳 源氏物語の文体研究－比喩と象徴を中心に 2007.03.22
-2007.04.19

鈴木  貞美

2007 大森  恭子 オオモリ  キョウコ 日本
ハミルトン大学東アジア
言語文化学科

助教授 日本近現代文学

「モダニズム」を探偵する：雑誌『新青
年』、探偵小説、日常と平俗のモダニズム文化
(1920-1950年）

2007.05.08
-2007.05.31 鈴木  貞美

2007 Marra, Michael マルラ  マイケル 米国

カリフォルニア大学ロサ
ンゼルス校日本研究セ
ンター

教授 日本文学 日本美学の紹介

2007.06.11
-2007.06.25 鈴木  貞美

2007 李  漢燮 イ  ハンソップ 韓国 高麗大学校日語日文学
科

教授 日本語学（日本語語彙史 近代日本語語彙の研究文研調査 2007.07.19
-2007.08.25

鈴木  貞美

2007 Gerstle, Andrew
Clarence

ガーストル  アンド
リュー  クラランス

イギリス ロンドン大学SOAS 教授 日本文学、徳川時代の演劇 18世紀艶本の研究 2007.08.07
-2007.09.06

早川  聞多

2007 李  漢燮 イ  ハンソップ 韓国 高麗大学校日語日文学
科

教授 日本語学（日本語語彙史） 近代日本語語彙の研究文研調査 2007.12.24
-2008.02.03

鈴木  貞美

2007 Cullen, Louis Michael カレン  ルイ  マイケ
ル

アイルランド ダブリン大学トリニ
ティーカレッジ

教授 経済史 徳川時代の官吏と支配  発展体制と資料 2008.03.05
-2008.03.30

笠谷  和比古

2008 Lamarre,Thomas ラマール  トーマス 米国 カナダ・マッギル大学 教授 文化史、大衆文化 戦前の国策漫画映画と日本の動物観・進化論
に関する研究

2008.04.21
-2008.05.22

James Baxter

2008 Garcia, Amaury ガルシア  アマウリ キューバ共和国 エル・コレヒオ・デ・メヒコ
大学院大学

教授 日本史、日本美術史 西川祐信と上方艶本文化 2008.06.24
-2008.06.30

稲賀  繁美

2008 Kozyra, Agnieszka
Helena

コズィラ  アグネスカ
ヘレナ

ポーランド ワルシャワ大学東洋学
研究所

教授 日本の宗教・哲学・文学 西田幾多郎の芸術論 2008.06.28
-2008.07.28

鈴木  貞美

2008 Barnes, Gina Lee バーンズ  ジーナリー 英国 ダーラム大学 名誉教授 日本考古学 西4世紀中期～5世紀大和における工芸技術の
進歩

2008.07.01
-2008.12.15

宇野  隆夫

2008 金  榮哲 キム  ヨンチョル 韓国 漢陽大学校 教授 日本近世文学（浮世草子） 井原西鶴『浮世草子』の京都と遊興の美意識 2008.07.04
-2008.08.03

早川  聞多

2008 李  漢燮 イ  ハンソップ 韓国 高麗大学校 教授 日本語学（日本語語彙史） 近代日本語語彙の研究文研調査 2008.07.22
-2008.08.05

新井  菜緒子

2008

Vaporis, Constantine
Nomikos ヴァポリス  コンスタン

ティン  ノミコス
米国 メリーランド大学 教授 近世日本史 参勤交代と日本文化

2008.07.28
-2008.07.31 白幡  洋三郎

2008 Elkholy, Yomna Tareef
Amin

エルホリ ヨムナ  タレ
フアミン

エジプト カイロ大学 教授 哲学、方法論 日本文化における哲学と科学 2008.08.25
-2008.09.14

池内  恵

2008 楊  念群 ヤン  ネングン 中国 中国人民大学清史研究
所

教授 中国史 日中近代医学概念成立の比較的研究 2008.11.01
-2008.11.30

劉  建輝

2008 Cullen, Louis Michael カレン  ルイ  マイケ
ル

アイルランド ダブリン大学トリニ
ティーカレッジ

教授 経済史 鎖国時代日本の外交における意思決定
－資料分析を通して

2009.03.31
-2009.04.21

笠谷  和比古

2009 Thunman, Noriko トゥンマン  ノリコ スウェーデン ヨーテボリ大学東洋アフ
リカ言語学部

教授 文学 俳諧の連歌の文学史上の位置―中興の俳諧
復興期の批判的評価

2009.05.25
-2009.07.13

鈴木  貞美

2009 Bender, Shawn ベンダー ショーン 米国 ディッキンソン大学アジ
ア学部

准教授 人類学 高齢化社会向けの知的機械の創造―日本の
介護ロボット工学とテクノロジー

2009.06.17
-2009.08.03

細川  周平

2009 Karlsson, Mats カールソン  マッツ オーストラリア シドニー大学日本語学
科

講師 日本近現代文学、日本映画 日本のプロレタリア文化運動再考 2009.07.22
-2009.10.09

鈴木  貞美

2009 Svetanant, Chavalin
サウェッタナン  チャ
ワーリン

タイ マコーリー大学 講師 言語・思想

文化を越えた感情：標準日本語とタイ語の語彙
の比較からみた琉球語の「感情語」のエスノグ
ラフィー的研究

2009.11.16.
-2009.12.15 山田  奨治

2009 Poulton, Mark Cody ポールトン  マークコ
ウディ

カナダ ヴィクトリア大学アジア
太平洋学科

教授 日本文学・日本近代演劇 『コロンビア現代日本戯曲名作集』の翻訳、注
釈、編集完成

2009.08.07
-2010.01.03

宇野  隆夫／郭
南燕

2009 Tomasi, Massimiliano トマシ  マッシミリアー
ノ

イタリア ウェスタンワシントン大
学

教授 日本近代文学、日本の修辞学 キリスト教の比喩論－近代日本文学における
「信仰」の問題

2009.11.25
-2009.12.11

鈴木  貞美

2009 Svetanant, Chavalin
サウェッタナン  チャ
ワーリン

タイ マコーリー大学 講師 日本語、日本文化

文化を越えた感情：標準日本語とタイ語の語彙
の比較からみた琉球語の「感情語」のエスノグ
ラフィー的研究

2009.11.16
-2009.12.15 山田  奨治

2009 李  漢燮 イ  ハンソップ 韓国 高麗大学校 教授 日本語学（日本語語彙史） 近代日本語語彙の研究文研調査 2009.12.23
-2010.01.24

鈴木  貞美

2009 蔡  慧玉 ツァイ  フイユー 中国 中央研究院台灣史研究
所

研究員 日本の台湾支配、日本帝国殖民
行政の比較研究

鷲巣敦哉とその植民地世界 2009.12.01
-2010.03.30

松田  利彦

2009 Cullen, Louis カレン  ルイ アイルランド ダブリン大学トリニ
ティーカレッジ

教授 ヨーロッパ近代史 鎖国時代日本の外交政策決定における文書原
拠の研究と分析

2010.03.10
-2010.03.30

笠谷  和比古

2009 Cheung, Tobias チェン トビアス ドイツ フンボルト大学 ハイゼンベルグ・フェ
ロー

生物学、哲学 日本における生理学の受容：自然と人文科学
における星座比較

2010.04.01
-2010.04.30

笠谷  和比古

2010 Jelbring, Stina イエルブリン スティー
ナ

スウェーデン ストックホルム大学東洋
学部日本学科

講師 日本文学 『源氏物語』のメタファー論とスウェーデン語訳 2010.04.29
-2010.06.08

鈴木  貞美

2010 Garcia, Amaury ガルシア アマウリ キューバ共和国

エル・コレヒオ・デ・メヒコ
大学院大学（メキシコ） 教授 美学、美術史

19世紀の出版の商業戦略：国芳と国貞の艶本
の場合

2010.06.27
-2010.07.04 早川  聞多

2010 Hughes, David ヒューズ  デービッド 英国 ロンドン大学SOAS リサーチ・アソシエイト 文化人類学、音楽学

１）心の郷を守る：無形文化財としての民謡
２）日本民謡の将来：保存団体および民謡大会
の役割と影響                      ３）日本の盆踊
り：世俗的か宗教的か

2010.07.06
-2010.07.19

ジョン ブリーン

2010 Barnes, Gina バーンズ  ジーナ 米国／英国 ロンドン大学SOAS リサーチ・アソシエイト 文化人類学、考古学 ５世紀における移民テクノロジー 2010.07.06
-2010.07.19

ジョン ブリーン

2010 Kozyra, Agnieszka コズィラ アグネシカ ポーランド

ワルシャワ大学東洋学
部  日本・韓国学科 教授 民俗学

現代日本文化における神話・民間伝承の影響
名

2010.07.21
-2010.08.19 鈴木  貞美

2010
Abdelmaksoud, Wael
Mohamed Orabi

エルマクスード  ワ
イール  モハメッドオラ
ビ

エジプト
カイロ大学文学部日本
語日本文学科

専任講師 日本文学 横光利一「上海」論

2010.07.20
-2010.08.20 鈴木  貞美

2010 Mostafa, Ahmed
Mohamed Fathy

モスタファ アハマドム
ハマド ファトヒ

エジプト カイロ大学文学部日本
語日本文学科

准教授 日本中世文学、近代文学 野坂昭如文学におけるアメリカ人コンプレックス 2010.08.07
-2010.09.09

鈴木  貞美

2010 奥泉  栄三郎 オクイズミ  エイザブ
ロウ

日本 シカゴ大学図書館 日本文庫長 図書館学、日本研究 日本研究のための大型・特殊・デジタル情報等
の分析評価とメディア・リテラシー

2010.11.1
-2010.11.30

牛村  圭

2010 黄  自進 ホアン  ツチン 台湾
中央研究院近代史研究
所

研究員

近代日中関係史、近代日本政治
思想史、戦後日本外交史 池田勇人内閣の二つの中国政策（1960- 1964）

2011.01.09
-2011.01.23 劉  建輝

2010 Siderer, Yona シデラー  ヨナ イスラエル エルサレム・ヘブライ大
学

上級講師 日本科学技術史  太陽光発電 環境問題と日本における原子炉の安全策に関
する研究：政府と国民の視点から

2011.03.03
-2011.03.22

フレデリック クレ
インス



年度 氏名 読み仮名 国籍 就任時の所属先 所属先での職名 専門分野 研究課題名 受入期間 受入教員

2010 Thunman, Noriko トゥンマン  ノリコ スウェーデン ヨーテボリ大学東洋アフ
リカ言語学部

教授 日本文学 俳諧の連歌の文学史上の位置―中興の俳諧
復興期の批判的評価

2011.02.01
-2011.03.25

鈴木  貞美

2010 根川  幸男 ネガワ  サチオ 日本

ブラジリア大学外国語・
翻訳学部日本語学科 准教授

移民史・比較文化研究、日本語・
日本文化教育

人間文化研究機構「日本関連在外資料の調査
研究」プロジェク ト（カテゴリーＢアメリカ大陸
チームｂ）

2011.01.01-
2011.03.31 細川  周平

2010 孫  昌武 スン  チャンウー 中国 南開大学 教授 仏教学、古典文学 中国歴史における北方民族と仏教
2011.03.08
-2011.04.15 劉  建輝

2011 太田  雄三 オオタ  ユウゾウ 日本
マッギル大学（カナダ）

教授 文学
遠藤周作と井上洋治におけるキリスト教の土着
化の問題

2011.04.01
-2011.05.31 郭  南燕

2011 蔡  敦達 サイ  トゥンダァ 中国
同済大学外国語学院日
本研究所

教授兼所長 美術史、建築史、庭園史

辻惟雄著『日本美術の歴史』の翻訳・注釈およ
び伊東忠太・関野貞の中国美術・建築踏査に関
する資料調査

2011.05.06
-2011.06.30 早川  聞多

2011 呉  京煥 オウ  キョンファン 韓国 釜山大学校人文大学日
語日文学科

教授 日本近代批評史 保田与重郎と韓国の美 2011.07.04
-2011.08.03

劉  建輝

2011 Mostafa, Ahmed
Mohamed Fathy

モスタファ アハマドム
ハマド ファトヒ

エジプト カイロ大学文学部日本
語日本文学科

准教授 日本中世文学、近代文学 特攻隊と日本戦後小説・その流れと問題点 2011.08.01
-2011.08.31

鈴木  貞美

2011 Kubiak Ho-Chi, Beata クビャック  ホチ  ベア
タ

ポーランド ワルシャワ大学日本・韓
国学科

准教授 日本文学、美学 今日の日本文学における日常生活の審美化
(1980-2010)

2011.09.09
-2011.10.08

稲賀  繁美

2011 Wilkoszewska, Krystyna ヴィルコシェフスカクリ
スティナ

ポーランド ヤギエウオ大学 教授 美学、現代美術、ニューメディア・
アート

日常活動の審美化 2011.09.22
-2011.10.08

稲賀  繁美

2011 Schamoni, Wolfgang シャモ二  ヴォルフガ
ング

ドイツ ハイデルベルク大学日
本学科

教授 日本近世・近代文学史 松浦武四郎「近世蝦夷人物誌」の研究 2011.10.04
-2011.12.06

鈴木  貞美

2011 根川  幸男 ネガワ  サチオ 日本 ブラジリア大学外国語・
翻訳学部

准教授 移民史、エスニック文化研究、言
語文化教育

人間文化研究機構「日本関連在外資料の調査
研究」プロジェクト

2011.04.01
-2011.12.31

細川  周平

2011 柳  書琴 リュウ  シュウチン 台湾 台湾国立清華大学台湾
文学研究所

准教授 日本占領期の台湾文学、植民地
文学

上海魅影：植民都市としての台北と哈爾濱（ハ
ルピン)の現代的考察

2011.02.01
-2012.01.31

劉  建輝

2011 Grinshpun, Helena グリンシプン  ヘレナ イスラエル

エルサレム・ヘブライ大
学付属トルーマン平和
研究所

博士研究員 日本文化、人類学
グローバルチェーンと日本の都市論：グローバ
ル化の形成過程

2011.10.15
-2012.02.01 ジョン ブリーン

2011 Suleymenova, Aida
スレイメノヴァ  アイー
ダ

ロシア

極東連邦大学国際関係
学部アジア太平領域語
学科

准教授 近代日本文学

日本の作家の作品から見た満州（与謝野鉄幹・
晶子の紀行文に見た満州、シベリア、『巴里よ
り』、『蒙古紀行』）

2012.01.23
-2012.02.05 劉  建輝

2011 呂  莉 ロ  リ 中国 中国社会科学院外国文
学研究所

教授 日本文学 柿本人麻呂と中国文学 2011.11.01
-2012.04.30

劉  建輝

2011 黄  愛民 ホアン  アイミン 中国 上海海洋大学外国語学
院日本語学部

副教授 日本語、日本文化 日中文化交流史の研究 2012.01.10
-2013.01.09

白幡  洋三郎

2012 Jelbring, Stina イエルブリン  ス
ティーナ

スウェーデン ストックホルム大学東洋
学部日本学科

講師 日本古典文学 『源氏物語』のメタファー論とスェーデン語訳 2012.04.01
-2012.04.20

荒木  浩

2012 Dickinson, Frederick
Richard

ディキンソン  フレド
リック  リチャード

米国 ペンシルベニア大学 准教授 近代日本政治・外交史、二十世
紀世界史

戦間期世界における政治指導の困難：浜口雄
幸を中心に

2012.04.01
-2012.06.22

戸部  良一

2012 柳  吉東 ユー  キルドン 韓国 漢陽女子大学日語通訳
学科

教授 日本文化（能） 能を中心とする日本文化の研究 2012.06.01
-2012.07.31

小松  和彦（松田
利彦）

2012 張  艶茹 チョウ  エンジョ 中国 中国社会科学院世界歴
史研究所

助理研究員 日本近現代史 近代日本の元老政治 2012.07.12
-2012.08.10

瀧井  一博

2012 Suleymenova, Aida
スレイメノヴァ アイー
ダ

ロシア

ロシア極東連邦大学ア
ジア太平領域地 域・国
際学スクール、アジア太
平領域諸国言語学学科

准教授 近代日本文学

「近代文学の紀行文における中国、朝鮮、ロシ
アのイメージ」（与謝野寛・晶子、、若山牧水、
宮沢賢治に対するP.
シュクールキン、N.マトベエフ、N.バイコフのよう
な作家、詩人）

2012.07.26
-2012.08.22

劉  建輝

2012 Uher, David ウヘル  ダヴィド チェコ共和国
パラツキー大学・オロモ
ウツ  アジア学科

准教授 中国言語史 中国漢字字典『説文解字』の書記法研究

2012.06.17
-2012.08.24 郭  南燕

2012 李  泰昇 イ  テスン 韓国 威徳大学校  仏教文化
学科

副教授 インド大乗仏教哲学及び日本近
代仏教思想史

近代日本仏教界の戦争に対する認識研究 2013.01.15
-2013.01.30

末木  文美士

2012 黄  自進 ホアン  ツチン 台湾
中央研究院近代史研究
所

研究員

近代日中関係史、近代日本政治
思想史、戦後日本外交史 東アジアの国際政治と沖縄返還

2013.02.01
-2013.02.15 劉  建輝

2012 Karlsson, Mats カールソン マッツ オーストラリア
シドニー大学 言語文化
学部日本語学科

シニア講師 日本現代文学、日本映画史
日本の紅い星：日本のプロレタリア文化運動再
考

2013.01.21-
2013.07.14 稲賀 繁美

2012 Krämer, Hans Martin
クレーマ  ハンスマー
ティン

ドイツ

ハイデルベルク大学東
アジア研究セン  ター日
本学科

准教授 日本史 日本におけるアジア主義の宗教的底流

2013.03.01
-2013.03.14 ジョン ブリーン

2013
Vialle, Cynthia Rose
Marie Kim-lem

フィアレー シンシア
ローズ  マリー  キム‐
レン

オランダ
アントン・ウルリッヒ公爵
美術館

特別研究員
アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

江戸期のオランダ商館日記にみる医療交流

2013.04.03-
2013.04.30 フレデリック クレ

インス

2013 楊  暁旋 ヤン  シャオジェ カナダ カルガリー大学 教授 日本中世文学（絵巻） 「後三年合戦絵詞」模本群をめぐる基礎研究 2013.06.17-
2013.07.15

荒木 浩

2013 佐伯  千鶴 サエキ  チズル 日本 北アラバマ大学歴史政
治学部

准教授・大学院研究
科長

日本史、日米文化交流、日米外
交

日米文化外交における日本人のアメリカ感の
移り変わり

2013.05.10-
2013.07.30

佐野  真由子

2013 Exley, Charles エクスリー チャール
ズ

米国 ピッツバーグ大学 准教授 日本文学・映像学 文化的批評としての「Cross-dressing 異性の服
を着ること」：森村泰昌の芸術

2013.07.01-
2013.07.31

パトリシア フィス
ター

2013
Lindberg-Wada Kaarin
Gunilla

リンドバーグ・ワダカリ
ン  グニラ

スウェーデン

ストックホルム大学東洋
言語日本研究学科

教授 日本文学 世界の中の日本文学史

2013.07.15-
2013.08.26

佐野  真由子

2013 Nguyen Thi Oanh グエン  ティ  オワイン ベトナム ベトナム社会科学院 准教授

ベトナム前近代における漢籍、漢
文資料によるベトナム漢文文学、
漢文説話に関する研究、ベトナ
ム・中国・日本の説話に関する比
較研究

日本説話における「夢告」「讖緯」「童謡」などの
未来記についての考察-ベトナムの漢文説話と
の比較 2013.07.01-

2013.08.30
荒木 浩

2013 潘 光哲 パン  カンジェ 台湾 台湾中央研究院 副研究員（准教授） 近代中日交涉史 胡適と蒋介石 2013.06.17-
2013.08.31

劉  建輝

2013 Kowner, Rotem コーネル ロテム イスラエル

ハイファ大学アジア学科

教授 日本史、日本文化
戦前日本のインドネシア（かつてオランダ領東イ
ンド）に対する態度と印象

2013.08.15-
2013.09.05 ジョン ブリーン

2013 Schamoni, Wolfgang シャモ二 ヴォルフガ
ング ドイツ

ハイデルベルク大学日
本学科

教授 日本文学 松浦武四郎「近世蝦夷人物誌」の研究 2013.10.01-
2013.11.30 笠谷 和比古

2013 Hickey, Gary James ヒッキー ギャリー
オーストラリア

クイーンズランド大学 研究員 日本美術史（浮世絵） オーストラリア国立図書館の口絵研究 2013.09.05-
2013.12.04

パトリシア フィス
ター

2013 鄭  義徹 チョン オイチョル
韓国

尚志大學校 助教授/准教授 メディアスタディーズ、異文化コ
ミュニケーション

エスニックメディアと共同体参与 – 移住民の社
会、文化政治活動を中心に

2013.10.25-
2013.12.27

稲賀 繁美

2013 Jelbring, Stina
イエルブリン スティー
ナ

スウェーデン

ストックホルム大学東洋
学部日本学科 准教授 日本古典文学 『源氏物語』のメタファー論とスウェーデン語訳

2013.12.09-
2014.01.08 荒木 浩

2013 黄  自進 ホアン ツチン 台湾
中央研究院近代史研究
所

研究員

近代日中関係史、近代日本政治
思想史、戦後日本外交史 満州国の成立初期における社会基盤

2014.01.07-
2014.01.21 劉 建輝

2013 李 泰昇 イ  テスン 韓国 威徳大学校  仏教文化
学科

副教授 インド大乗仏教哲学及び日本近
代仏教思想史

近代日本仏教界の戦争に対する認識研究 2014.01.09-
2014.01.28 末木 文美士

2013 Girmond, Sybille ギルモンド シビル ﾄﾞｲﾂ ヴュルツブルク大学
リサーチ・アソシエイ
ト、非常勤講師

美術史

1885年 (明治18年) ドイツ・ニュルンベルク万国
金工博覧会に出品された日本の金工および七
宝について

2013.10.01-
2014.03.31 白幡  洋三郎

2013 Papalexandropoulos,
Stylianos

パパレクサンドロプロ
ス スティリアノス

ギリシア アテネ大学神学部 教授 日本の宗教、仏教 ギリシア日本学の危機的状況への対処 2014.02.10-
2014.03.03

末木 文美士

2013 Cullen, Louis カレン  ルイ アイルランド
ダブリン大学トリニ
ティーカレッジ 教授 ヨーロッパ近代史

江戸時代の統計的資料：長崎貿易の資料と研
究の問題

2014.03.20-
2014.04.04

ジョン ブリーン



年度 氏名 読み仮名 国籍 就任時の所属先 所属先での職名 専門分野 研究課題名 受入期間 受入教員

2013 秦  剛 シン  ゴウ 中国

北京外国語大学北京日
本学研究センター 副教授 日本近現代文学

一九三〇年代日本の出版メディアと中国知識
界—改造社と「改造」雑誌に繰り広げられた中日
文化交渉

2013.12.15-
2014.09.15 劉 建輝

2013 Brian A.  VICTORIA

ブライアン  ビクト
リア

アメリカ

オックスフォード大学付
属仏教研究所

研究員 仏教学（禅）

仏教とくに禅宗の役割：井上日召と他の血盟団
団員の思想と行動から探る。 2013.9.1-

2015.8.31
山田奨治

2014 Farris, Wayne ファリス ウェイン 米国 ハワイ大学マノア校 教授 日本前近代社会経済史 近世以降におけるお茶の食生活的および文化
的位置

2014.06.01-
2014.07.31

山田  奨治

2014 奈良 博 ナラ ヒロシ 日本

ピッツバーグ大学東ア
ジア言語文学科 教授

言語学、思想史、翻訳論、日本
語教授論

日本の近代化におけるギリシャへの志向

2014.06.15-
2014.07.07 パトリシア フィス

ター

2014 金  榮哲 キム ヨンチョル 韓国 漢陽大学校 日本言語
文化学部

教授 日本近世文学 西鶴と淀川の文芸的かかわり 2014.07.01-
2014.07.31

早川 聞多

2014 Kowner, Rotem ロテム コーネル イスラエル
ハイファ大学アジア学科

教授 日本史、日本文化 近現代日本における肉食の文明
2014.07.09-
2014.07.23

ジョン ブリーン

2014 佐伯  千鶴 サエキ  チズル 日本 北アラバマ大学歴史政
治学部

准教授・大学院研究
科長

日本史、日米文化交流、日米外
交

日米の民間文化外交 2014.05.12-
2014.08.05

佐野  真由子

2014 張  文良 チョウ  ブンリョウ 中国 中国人民大学 副教授 仏教学 日本における中国仏教研究 2014.07.25-
2014.08.25

末木 文美士

2014 Dalibor KLICKOVIC ダリボル・
クリチュコビッチ

セルビア ベオグラード大学 准教授 日本文学、禅学 セルビアにおける日本仏教研究の推進 2014.08.04-
2014.08.28

細川  周平

2014 曹  景惠 ソウ  ケイケイ 台湾 台湾大学日本語文学系 副教授 日本中世文学・和漢比較文学 鎌倉期の三教一致論 2014.06.25-
2014.08.31

荒木 浩

2014

Stylianos
PAPALEXANDROP
OULOS

スティリアノス
パパレクサンドロプロ
ス

ギリシア

アテネ大学神学部

教授
宗教史、日本の仏教、日本の宗
教

ギリシア日本学の危機的状況への対処

2014.09.10-
2014.10.09 末木 文美士

2014 Cynthia Rose Marie
Kim-lem  VIALLE

シンシア  ローズマ
リー  キム‐レンフィア
レー

オランダ アントン・ウルリッヒ公爵
美術館

特別研究員 江戸時代における日蘭関係 「日蘭文化交渉と海賊行為」に関する文献調
査・分析

2014.10.01-
2014.11.30

フレデリック クレ
インス

2014 Stina JELBRING

スティーナ  イエルブ
リン スウェーデン

ストックホルム大学東洋
学部日本学科 准教授 日本古典文学

歌物語における死のテーマー伊勢物語と大和
物語の場合

2014.10.27-
2014.12.07 荒木 浩

2014 陳  紅 チェン  ホン 中国 浙江工商大学 日本言
語文化学院

講師 翻訳学 意訳から直訳へ―魯迅の翻訳姿勢の転換と明
治の翻訳思想の受容―

2014.07.22-
2014.12.18

劉 建輝

2014
Wolfgang SCHAMONI ヴォルフガングシャモ

二 ドイツ
ハイデルベルグ大学日
本学科 教授 日本文学 松浦武四郎の「近世蝦夷人物誌」の研究

2014.11.03-
2014.12.19 笠谷 和比古

2014 戴  暁芙 ダイ  ギョウフ 中国
復旦大学日本研究セン
ター

准教授 日本経済、中日経済の比較

日本的生活スタイルの変化を影響する要因に
関する研究：戦後女性洋装化における影響要
因の分析

2014.04.01-
2014.12.31

井上  章一

2014

Mark  Cody POULTON マーク  コウディポー
ルトン カナダ ヴィクトリア大学 教授 日本文学・日本近代演劇

日本演劇における「非人間的なるもの」との遭
遇：霊・動物・テクノロジー

2014.11.03-
2015.01.31

パトリシア フィス
ター

2014 李  泰昇
(LEE Tae-seung)

イ  テスン 韓国 威徳大学校  仏教文化
学科

副教授 インド大乗仏教哲学及び日本近
代仏教思想史

日本近代仏教家の井上円了研究 2015.01.22-
2015.02.10

末木 文美士

2014
趙  建民 (ZHAO
Jianmin)

チョウ  ケンミン 中国

復旦大学日本研究中心
/南開大学日本研究所 兼任研究員/兼任教

授
日本史、中日関係史、東アジア
地域文化交流史

欧州の日本研究者と宣教師の言語取得と出版
に貢献した南洋華僑

2015.02.27-
2015.03.28 郭  南燕

2014 矢野  明子 ヤノ  アキコ 日本

ロンドン大学アジア・ア
フリカ研究学院
ジャパン・リサーチ・セ
ンター

リサーチ・アソシエイト 日本美術史

江戸時代中後期の上方における視覚芸術（書
画）制作に関する美術史的・文化社会史的考察

2014.09.05-
2015.08.27

早川  聞多

2015
SATO=ROSSBERG
Nana

ナナ  サトウロスベア
グ 日本

ロンドン大学SOAS言語
文化学部 講師 翻訳学

1970年代80年代の日本における Translation
Studies

2015.07.01-
2015.07.27 坪井 秀人

2015 阿武  正英 (ANNO
Masahide)

アンノ  マサヒデ 日本 祥明大学韓日文化コン
テンツ学科

副教授 近現代日本文学・文化 日韓サブカルチャーの比較研究 2015.04.06-
2015.08.22

稲賀 繁美

2015 Dennitza GABRAKOVA デンニッツアガブラコ
ヴァ

ブルガリア 香港城市大学 助理教授 日本研究 主権の島々 ― 有吉佐和子及び池澤夏樹作品
考察

2015.07.27-
2015.08.26

稲賀 繁美

2015
王  来特
（WANG Laite） オウ  ライトク 中国

東北師範大学・歴史文
化学院 講師 東アジア経済貿易史

近世日中貿易形態と交易品の数量的研究 2015.11.20-
2015.12.20 劉 建輝

2015 Stina JELBRING
スティーナ イエルブリ
ン スウェーデン

ストックホルム大学東洋
学部日本学科 准教授 日本古典文学 古代日本の歌論：比喩概念を中心に

2015.11.24-
2015.12.16 荒木 浩

2015

Cynthia
Rose Marie Kim- Len
VIALLE

シンティア
ローズ  マリーキム-
レン
フィアレ

オランダ ライデン大学 研究員

江戸期における日蘭関係史、オ
ランダ東インド会社の貿易と献上
行為

平戸オランダ商館往復書簡(1609-1633)の基礎
的研究

2015.10.23-
2015.12.23 フレデリック クレ

インス

2015 姜  娜
（JIANG Na）

キョウ  ナ 中国 中山大学 歴史人類学
研究センター

講師 歴史人類学 沖縄の対外文化交流史――海洋移民を中心に 2015.10.20-
2016.01.15

劉 建輝

2015
Marina KOVALCHUK マリーナ

コヴァルチュク ロシア
極東総合国立大学東洋
学大学 准教授 歴史、文化、国際関係

幕末日本人留学生の目から見たロシア帝国 2015.12.24-
2016.01.24 佐野  真由子

2015

黄  自進
（HUANG Tzuchin） ホアン  ツチン 台湾

中央研究院近代史研究
所

研究員

近代日中関係史、近代日本政治
思想史、戦後日本外交史 全面戦争前夜における日中関係：緩衝勢力の

位置づけを中心に（1933－35年）

2016.1.24-
2016.02.06 劉 建輝

2015 唐  権 (TANG Quan) トウ  ケン 中国 華東師範大学 外語学
院日語系

副教授 日中文化交流史 来舶清人の研究--江芸閣を中心に 2016.1.21-
2016.2.20

劉 建輝

2015 David JOHNSON ディビット　ジョンソン 米国 ボストンカレッジ 哲学部 助教 近代日本哲学：京都学派（特に和
辻哲郎、西田幾多郎）大陸哲学：
解釈学、現象学（特にガダマー、
メルロ＝ポンティ）

自我について：和辻と共に 2015/9/1-
2016/8/29

稲賀 繁美

2015 Galia Todorova
PETKOVA

ガリア　トドロヴァ　ペ
トコヴァ

ブルガリア National Academy for
Theatre and Film Arts

客員講師 日本文化、日本文学 女もの：日本の伝統的男性演劇における女性
性の登場と役割

2015/10/1-
2016/3/31

佐野 真由子

2015 Christopher LEHRICH レーリック クリスト
ファー

米国 なし なし 宗教学、歴史 宗教、音楽、表象について 2016/1/18-
2016/8/1

磯前 順一

2015 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部
研究員

研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2016/3/11-
2016/3/28

フレデリック クレ
インス

2016 Wolfgang SCHAMONI ヴォルフガング　シャ
モニ

ドイツ ハイデルベルク大学日
本学科

名誉教授 日本近世・近代文学史 松浦武四郎の「近世蝦夷人物誌」と幕末の文人
社会の研究

2016/4/15-
2016/6/15

マルクス リュッ
ターマン

2016 Mark Cody POULTON マーク　コウディ
ポールトン

カナダ ヴィクトリア大学人文学
部アジア太平洋学科

教授 日本文学・日本近代演劇 日本演劇における「非人間的なるもの」との遭
遇：霊・動物・テクノロジー

2016/4/27-
2016/7/17

パトリシア フィス
ター

2016 Stina JELBRING スティーナ イエルブリ
ン

スウェーデン ストックホルム大学東洋
学部日本学科

准教授 日本古典文学 古代日本の歌論: 比喩概念を中心に 2016/6/25-
2016/7/20

荒木 浩

2016 Mats KARLSSON マッツ　カールソン オーストラリア シドニー大学言語文化
学部日本語学科

講師 日本現代文学、日本映画史 木下恵介監督再評価：日本映画黄金時代にお
ける人気映画製作の原点を探る

2016/7/1-
2016/12/31

細川 周平

2016 奈良  博 (Nara Hiroshi) ナラ　ヒロシ 日本 ピッツバーグ大学　東ア
ジア言語文学科

教授 言語学、思想史、翻訳論、日本
語教授論

フェノロサ著「美術真説」の英語訳 2016/7/4-
2016/8/1

パトリシア フィス
ター

2016 阿武　正英 (Masahide
ANNO)

アンノ　マサヒデ 日本 祥明大学 副教授 近現代日本文学 日韓サブカルチャーと映像文化研究 2016/7/15-
2016/8/29

稲賀 繁美

2016 Agnieszka  KOZYRA アグネシカ　コズィラ ポーランド ワルシャワ大学東洋学
部　日本・韓国学科

教授 哲学・思想・倫理学 / 宗教学 現代日本文化における神話・民間伝承の影響 2016/8/1-
2016/8/31

稲賀 繁美

2016 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2016/10/5-
2016/12/7

フレデリック クレ
インス

2016 李　康民 (Kangmin YI) イ　ガンミン 韓国 漢陽大学校（国際文化
大学日本言語文化学
科）

教授 日本語史 文化記号論としての「見立て」 2016/12/2-
2017/1/25

松田 利彦

2016 于 华 (Hua YU) ウ　カ 中国 青島大学外国語学院日
本語科

教授 日本近代文学、日本近代女性文
学

『青鞜』の文学空間 2016/12/26-
2017/5/26

劉 建輝



年度 氏名 読み仮名 国籍 就任時の所属先 所属先での職名 専門分野 研究課題名 受入期間 受入教員

2016 Aldo TOLLINI アルド　トリーニ イタリア ヴェネツィア・カ・フォス
カリ大学　アジア・北アフ
リカ研究学科

准教授 日本語学と日本中世文化 キリシタン文学に見えるヨーロッパ人の日本文
化の受容

2017/2/28-
2017/5/26

郭 南燕

2016 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2017/3/2-
2017/3/28

フレデリック クレ
インス

2017 官　文娜 (Wenna
GUAN)

カン　ウェンナ 中国 香港中文大学アジア太
平洋研究所

助教 日本史、社会学、人類学 着衣改造の近代――わが母の服装観から見る
日中衣装変遷史

2017/4/1-
2017/6/22

井上 章一

2017 Mark Cody POULTON マーク　コウディ
ポールトン

カナダ ヴィクトリア大学人文学
部アジア太平洋学科

教授 日本文学・日本近代演劇 「日本演劇における「非人間的」なるもの・霊、
動物、テクノロジー」

2017/4/20-
2017/5/20

パトリシア フィス
ター

2017 Paolo GIRARDELLI パオロ　ジラルデッリ イタリア トルコ共和国国立ボア
ジチ大学

准教授 建築史・都市史、宗教コミュニ
ティーの空間

明治維新前後の日本のキリスト教建築 2017/7/7-
2017/7/31

佐野 真由子

2017 Robert Ingels HELLYER ロバート　ヘリヤー 米国 ウェイク・フォレスト大学 准教授 日本史 万国博覧会における日本茶のマーケティング：
１８７６－１９４０年

2017/7/18-
2017/9/30

佐野 真由子

2017 Gary James HICKEY ギャリー　ヒッキー オーストラリア オーストラリア国立図書
館

日本研究員 日本美術史（浮世絵） ビクトリア州の地域美術館における日本美術コ
レクション

2017/9/14-
2017/10/15

パトリシア フィス
ター

2017 陳　月娥 (Yuee CHEN) チン　ゲツガ 中国 上海財経大学　外国語
学院日本語学科

准教授 日本近代思想と文化、言語政策 歴史という語りにおける日本の漢字問題と政策 2017/9/26-
2018/9/25

劉 建輝

2017 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2017/10/3-
2017/11/21

フレデリック クレ
インス

2017 尹　蕾 (Lei YIN) イン　ライ 中国 中南財経政法大学　外
国語学部日本語学科

専任講師 日本古典文学 中日同類型物語の比較研究 2017/11/7-
2018/2/28

荒木 浩

2017 山崎　佳代子 (Kayoko
YAMASAKI)

ヤマサキ　カヨコ 日本 ベオグラード大学文学
部日本語・日本文学専
攻課程

教授 日本学、比較文学、スラブ文学、
アヴァンギャルド詩運動

日本正教会セルゲイ府主教の日本語による著
作活動 – 『曙』をめぐって

2017/11/10-
2017/12/9

細川 周平

2017 李　康民 (Kangmin YI) イ　ガンミン 韓国 漢陽大学校（国際文化
大学日本言語文化学
科）

教授 日本語史 文化記号論としての「見立て」 2017/12/26-
2018/2/26

松田 利彦

2017 黄　自進 (Tzuchin
HUANG)

ホアン　ツチン 台湾 中央研究院近代史研究
所

研究員 近代日中関係史研究、近代日本
政治思想史研究、近代日本外交
史研究

盧溝橋事件再考――日中戦争拡大過程を中心
に

2018/1/24-
2018/2/7

劉 建輝

2017 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2018/2/13-
2018/3/23

フレデリック クレ
インス

2018 葉　涛  (Tao YE) ヨウ　トウ 中国 中国社会科学院 世界
宗教研究所

研究員 民俗学、民間文芸学、民間信仰 日文研所蔵の画像資料を用いた中国近代大衆
文化・民間信仰の研究

2018/5/23-
2018/8/31

劉 建輝

2018 奈良  博 (Hiroshi
NARA)

ナラ　ヒロシ 日本 ピッツバーグ大学　東ア
ジア言語文学科

教授、学科長 言語学、思想史、翻訳論、日本
語教授論

明治大正期における「神経衰弱」の実態−−新
聞雑誌記事を中心に

2018/6/4-
2018/6/23

パトリシア フィス
ター

2018 Brenda G.JORDAN ブレンダ　ジョルダン 米国 ピッツバーグ大学 Director 日本美術史 Japanese Art’s Role in the Discourse on the
Nature of Art in the Late 19th and Early 20th
Centuries

2018/6/4-
2018/6/23

パトリシア フィス
ター

2018 Anna ANDREEVA アンナ　アンドレーワ ロシア ハイデルベルグ大学、
ハイデベルグ超文化的
研究センター

研究員 前近代日本の文化史・宗教史 前近代日本における御産と女性健康の文化史
的研究

2018/7/31-
2018/9/26

ジョン ブリーン

2018 Alexander MURPHY アレクサンダー　マー
フィー

米国 シカゴ大学 PhD Student,
Teaching Assistant

近代日本文学 The Era of the Voice: Performance,
Technology, and Politics in Japan, 1918-1942

2018/9/1-
2019/11/27

坪井 秀人

2018 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2018/9/19-
2018/10/12

フレデリック クレ
インス

2018 Rotem KOWNER ロテム　コーネル イスラエル ハイファ大学 教授 日本史 The Japanese in Modern Racial Thought, 1735–
1854

2018/9/22-
2018/10/10

ジョン ブリーン

2018 陳　秀芬 (Hsiu-fen
CHEN)

チェン　シュウフン 台湾 国立政治大学 歴史学
系

Professor 中国医学史、東アジアにおける
医学交流の歴史

Self-Cultivation and Mind-Body Therapy in
China, 1900-1920: A Comparative Study of

2018/10/1-
2019/1/14

劉 建輝

2018 将基面　貴巳 (Takashi
SHOGIMEN)

ショウギメン　タカシ 日本 オタゴ大学 教授 政治思想史（中世ヨーロッパ、近
代日本）

明治時代の愛国主義 2018/11/5-
2018/12/14

瀧井 一博

2018 山崎　佳代子 (Kayoko
YAMASAKI)

ヤマサキ　カヨコ 日本 ベオグラード大学文学
部日本語・日本文学専
攻 程

教授 日本学、比較文学、スラブ文学、
アヴァンギャルド詩運動

セルビアにおける日本古典詩歌のテキスト翻訳
と歌曲

2018/11/16-
2018/12/6

細川 周平

2018 Stina JELBRING スティーナ イエルブリ
ン

スウェーデン ストックホルム大学東洋
学部日本学科

准教授 日本古典文学 1) Studies of Imagery in Early Mediterranean
and East Asian Poetry 『地中海と東アジアの初
期の詩における比喩表現の研究』, 2) 20世紀の
日本の女流作家の作品集刊行プロジェクト,  3)
源氏物語第3帖「空蝉」のスウエーデン語訳と解
説

2018/12/6-
2019/1/14

荒木 浩

2018 官　文娜 (Wenna
GUAN)

カン　ウェンナ 中国 香港大学アジア研究セ
ンター助教授・研究員

研究員（名誉職） 日本史学・社会学・文化人類学 民俗学の分野から見る日本終身雇用制 2018/12/10-
2019/9/30

井上 章一

2018 Mark Cody POULTON マーク　コウディ
ポールトン

カナダ ヴィクトリア大学アジア
太平洋学科

教授 演劇、文学 「日本の社会及び文化における「人外」という概
念・霊、動物、テクノロジー」

2018/12/22-
2019/6/30

坪井 秀人

2018 金　京姫 (Kyoung Hee
KIM)

キム キョンヒ 韓国 韓国外国語大学
MINERVA 教養大学助
教授、韓国外国語大学
大学院 グロ－バル文化
コンテンツ学科助教授

助教授 日本近世文学（怪談）・伝統文化
及び大衆文化

日本大衆文化における古典の受容と変容 2019/1/7-
2019/2/5

小松 和彦

2018 韓　京子 (Kyoung Ja
HAN)

ハン キョンジャ 韓国 韓国慶煕大学校外国語
大学日本語学科

副教授 日本古典文学・芸能 日本・植民地朝鮮・満州における素人義太夫の
ネットワーク－「素義会」を中心に－

2019/1/7-
2019/2/5

小松 和彦

2018 汪　暉 (Hui WANG) ワン　フィ 中国 清華大学 人文社会科
学学院

教授 文学 特に無し（緊急を要する目的による外国人研究
者の短期招へいのため）

2019/1/16-
2019/1/30

磯前 順一

2018 郭　連友 (Lianyou GUO) カク　レンユウ 中国 北京外国語大学 北京
日本学研究センター

教授・主任 日本思想史、日本文化史、中日
文化交流史

特に無し（緊急を要する目的による外国人研究
者の短期招へいのため）

2019/1/18-
2019/2/16

劉 建輝

2018 張　寅性 (In-sung
JANG)

ジャン　インソン 韓国 ソウル大学校 政治外交
学部

教授 東アジア国際関係思想、日本政
治思想史

「日本文化会議」と文化的保守主義―「日本文
化会議」の活動と思想

2019/1/21-
2019/3/1

瀧井 一博

2018 林　志宣 (Jie-sun LIM) イム　ジソン 韓国 延世大学校　音楽大学
作曲科

教授 芸術 Understanding of Classical Music in the Novels
of 村上春樹

2019/1/24-
2019/2/22

細川 周平

2018 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学歴史学部 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書
の調査・研究・活用

2019/2/1-
2019/3/15

フレデリック クレ
インス

2019 Gary James HICKEY ギャリー　ヒッキー オーストラリア オーストラリア国立図書
館

日本研究員 日本美術史（浮世絵） 明治時代の口絵 2019/4/2-
2019/5/15

ジョン ブリーン

2019 Agnieszka KOZYRA アグネシカ　コズィラ ポーランド ワルシャワ大学 教授 Japanese religion and philosophy.
Zen Buddhism, Nishida Kitarō’s
philosophy

Body in Japanese Buddhism – a comparison of
Shingon and Zen

2019/8/11-
2019/9/3

稲賀 繁美

2019 郭　海紅 (Haihong
GUO)

カク　カイコウ 中国 山東大学外国語学院 准教授 日本民俗学関連 ポスト・柳田国男における日本民俗学の脱構築
と再構築の研究

2019/9/1-
2020/8/24

安井 眞奈美

2019 李 ハンナ (Hannah LEE) イ　ハンナ 韓国 東国大学校 博士修了生 現代文学 世界女性の日の宣布とポスト冷戦文化としての
東アジア文学

2019/9/1-
2019/11/26

坪井 秀人

2019 袁　漸達 (Jianda YUAN) エン　ゼンタツ 中国 グエルフ大学 研究助手 歴史 満州国前期（1932-37）の漢、満州中国政府高
官（例：溥儀、鄭孝胥）と日本関東軍統治者の
政治的交流

2019/10/1-
2022/1/31

劉 建輝

2019 山崎　佳代子 (Kayoko
YAMASAKI)

ヤマサキ カヨコ 日本 ベオグラード大学 教授 日本学、比較文学、スラブ文学、
アヴァンギャルド詩運動

セルビアにおける日本古典詩歌のテキスト翻訳
と歌曲

2019/10/2-
2019/11/4

山田 奨治

2019 Cynthia Rose Marie
Kim-Len VIALLE

シンティア　フィアレ オランダ ライデン大学 研究員 アジアを中心としたヨーロッパ拡
張の歴史

近世初期における日蘭関係の構造に関する基
礎的研究

2019/10/24-
2019/12/6

フレデリック クレ
インス

2019 Erwin DEJASSE アーウィン・デジャス ベルギー ブリュッセル自由大学 Postdoctoral
Researcher

comics studies, art brut &
outsider art studies

Study of the influence of comics and local
media culture on three Japanese outsider

2019/11/1-
2019/11/30

山田 奨治

2019 将基面　貴巳 (Takashi
SHOGIMEN)

ショウギメン　タカシ ニュージーランド オタゴ大学 教授 政治思想史（中世ヨーロッパ、近
代日本）

明治時代末期の愛国主義 2019/11/25-
2019/12/25

瀧井 一博

2019 姜 姗 (Shan JIANG) キョウ　サン 中国 北京大学 Post-doctoral
researcher

江戸時代鍼灸用人体模型にみる
歴史と芸術

日本制－－ 江戸の医学立像における文化複
合（17-19世紀）

2019/11/30-
2020/10/10

安井 眞奈美

2019 周　暁霞 (Xiaoxia
ZHOU)

シュウ　ギョウカ 中国 天津社会科学院日本研
究所

助理研究員 日本思想史 近現代日本における「教育勅語」認識の変遷―
―知識人の勅語解釈論を中心に

2019/12/21-
2020/3/22

劉 建輝

2019 Mats KARLSSON マッツ　カールソン オーストラリア シドニー大学 Senior Lecturer Japanese cinema and modern
literature

Popular cinema during Japan’s Period of High
Economic Growth

2020/1/11-
2020/3/17

坪井 秀人

2019 周　穎 (Ying ZHOU) シュウ　エイ 中国 清華大学人文学院 博士候補 比較文学 近代東アジアの女性と文学――与謝野晶子を
中心に

2020/3/31-
2020/4/13

劉 建輝

2020 西野　亮太 (Ryota
NISHINO)

ニシノ　リョウタ 日本 南太平洋大学 准教授 現代日本史、紀行文、歴史教科
書

越境する太平洋戦争の記憶の想像と創造：貫
戦期（トランスウォー）からみた戦記、映像、紀
行文を中心に

2020/4/1-
2021/7/17

楠 綾子

2020 唐　権 (Quan TANG) トウ　ケン 中国 華東師範大学 外語学
院

副教授 日中文化交流史 木下逸雲旧蔵来舶清人関連資料に関する整理
と研究

2020/4/15-
2020/9/17

劉 建輝



年度 氏名 読み仮名 国籍 就任時の所属先 所属先での職名 専門分野 研究課題名 受入期間 受入教員

2020 高　偉 (Wei GAO) コウ　イ 中国 深圳大学 助理教授 日本思想史、東アジア神話受容
史

近世国学における中国神話考についての研究 2020/5/25-
2020/8/8

伊東 貴之

2020 James Edward
KETELAAR

ジェームス　エドワー
ド　ケテラー

米国 シカゴ大学 教授 日本の宗教思想史、日本文化史
論

An Archipelago of Tears 2020/7/1-
2020/8/20

磯前 順一

2020 廖　欽彬 (Chin-ping
LIAO)

リョウ　キンヒン 台湾 広州中山大学 准教授 日本哲学、比較哲学 東アジアにおける哲学の生成
と展開―間文化の視点から

2020/8/1-
2021/7/31

伊東 貴之

2020 Simon Christopher
PARTNER

サイモン　クリスト
ファー　パートナー

米国 デューク大学 教授 近代と現代の日本の歴史、日常
生活の歴史

Samurai women’s history before and after the
Meiji Restoration: the case of Kawai Koume

2020/8/1-
2021/5/11

劉 建輝

2020 Astghik
HOVHANNISYAN

アストギク　ホワニ
シャン

アルメニア ロシア・アルメニア大学 上級講師 近現代日本史、日本研究 知的障害の社会史：近現代日本の場合 2020/8/1-
2020/10/14

坪井 秀人

2020 李　杰玲 (Jie Ling LI) リ　ケツレイ 中国 蘇州大学;泰山研究院 研究員 文学 比叡山信仰の研究－泰山府君の受容と変容を
中心に－

2020/9/1-
2020/12/25

荒木 浩

2020 Jamila RODRIGUES ジャミラ・ロドリゲス ポルトガル バーミンガム大学 客員講師 人類学、身体化および儀礼研究 「沖縄ルール」：沖縄県民を通してCOVID-19を
検討する

2020/11/20-
2022/6/30

安井 眞奈美

2020 Vu Quynh Nhu NGUYEN グエン  ヴー クイン
ニュー

ベトナム ベトナム国家大学ホー
チミン校社会科学大学

講師 文学、俳句 国際化時代の新たな日本古典学―ベトナムに
おける教育実践の研究―

2020/11/21-
2021/4/22

荒木 浩

2021 王　志松 (Zhi Song
WANG)

オウ　シショウ 中国 北京師範大学外国語言
文学学院日文系

教授 中日比較文学 大衆化社会での文学流通――近代以降中日文
学交流の一視点

2021/8/1-
2021/8/30

劉 建輝

2022 周　实 (Shi ZHOU) シュウ　ジツ 中国 中国東北大学 教授 行政法 中日両国の行政機関についての比較研究 2022/4/1-
2022/5/25

瀧井 一博


