
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 日文研での職名 受入期間 受入教員

1987 Maraini,  Fosco
マライーニ  フォス
コ

イタリア イタリア日本研究学会 会長 アイヌ研究
フィレンツェと京都における比較文化的研究

客員教授 1987.11.16-1988.06.30 埴原

1987 Jorissen, Engelbert
ヨリッセン  エンゲ
ルベルト

ドイツ
無職（ケルン大学教授資格候補者） キリシタン思想、共生文明学、比較

文明論、文明交流論
16・１７世紀における日欧文化交渉史 客員助教授 1987.12.01-1988.03.15 埴原

1988 Tyler, Royall
タイラー  ロイヤ
ル

米国 オスロ大学 高級講師 日本古典文学 中世説話文学における「人称」の研究 客員教授 1988.07.01-1989.06.30 埴原

1988 卞  立強 ベン  リッチァン 中国 北京大学  日本研究中心 常務副主任 日本文学
18世紀を中心とする東アジア文化交流の研究

客員教授 1988.11.01-1989.04.30 埴原

1988 Gerstle, Andrew
ガーストル  アンド
リュー

米国 オーストラリア国立大学
日本語上級講師

日本文学、徳川時代の演劇 浄瑠璃における歴史観の研究 客員助教授 1988.11.04-1989.05.31 埴原

1989 汪  向榮 オウ  コウエイ 中国 中国中日関係史研究会 常務理事 中日関係史 近代における中日両国の文化関係 客員助教授 1989.05.08-1989.11.07 埴原

1989 Levy, Ian Hideo
リービ  イアン  ヒ
デオ

米国
スタンフォード大学  アジア言語学部

準教授 日本文学 和歌史における自我の研究 客員助教授 1989.06.01-1990.05.31 埴原

1989 李  御寧 イ  オリョン 韓国 梨花女子大学校  記号学研究所 教授 韓国文学、記号学 江戸時代における演劇の空間論の研究 客員教授 1989.08.01-1989.12.31 埴原

1989 Goodman, Grant K.
グッドマン  グラン
ト

米国 カンザス大学  史学科 教授 近代日本史 インドと日本のナショナリズムの比較研究 客員教授 1989.10.01-1990.09.30 埴原

1989 馬  興国 マ  ユウコク 中国 遼寧大学  日本研究所 副教授 日本文学、比較文学 中日文学交流史の研究 客員助教授 1989.11.17-1990.11.16 埴原

1990 Fiala, Karel フィアラ  カレル
チェコス  ロバキア チェコスロバキア科学アカデミー東洋研

究所
常任研究員 日本文学、日本語学、言語学 平家物語の文章型の研究 客員助教授 1990.04.01-1991.03.31 埴原

1990 Melanowicz, Mikolaj
メラノビッチ  ミコラ
イ

ポーランド ワルシャワ大学  日本研究学科 教授 日本文学 日本文学における時間意識に関する研究 客員教授 1990.11.16-1991.11.15 埴原

1990 Berndt, Jurgen
ベルント  ユルゲ
ン

ドイツ フンボルト大学  日本研究所 教授 日本文学 世界文学における日本文学の研究 客員教授 1990.11.21-1991.10.31 埴原

1990 王  暁平 ワン  シャオピン 中国 天津師範大学  中文系 助教授 日本文学
文学を通して見られる個人性の中日文学による比
較研究

客員助教授 1990.12.01-1991.11.30 埴原

1990
Verma, Satya Bhushan ワルマ  サトヤブ

シャン
インド ジャワハラル・ネール大学 教授 日本文学 日本の文化史に関する研究 客員教授 1991.01.07-1992.01.06 埴原

1990

Bodart-Bailey, Beatrice
Marinne

ボダルト-ベイリー
ベアトリス  マリア
ンヌ

ドイツ

オーストラリア国立大学  太平洋研究所

助教授 日本史 ケンペルから見た17世紀日本の研究 客員助教授 1991.03.04-1992.02.29 埴原

1991
Vishwanathan, Savitri ウィシュワナタン

サウィトリ
インド デリー大学  中国日本研究学科 教授 日本政治，外交史 日本の政治・外交史に関する研究 客員教授 1991.06.03-1992.05.31 埴原

1991 Bohackova, Libuse
ボハーチコバ  リ
ブシェ

チェコスロバキア ナプルステク博物館  アジア部門 部長
日本とチェコスロバキアの文化交流史  特に美術品
を中心に

客員教授 1991.10.11-1992.09.30 杉本

1991 Tyrni, llari Heikki
ティルニ  イラリヘ
イキ

フィンランド タンペレ大学  経済学部 教授 経済学，社会科学
現代日本の企業経営と労働形態に関する研究

客員教授 1991.11.01-1992.10.31 埴原

1991 王  勇 ワン  ヨング 中国 杭州大学  日本文化研究センター 所長 中日関係史 日本文化史における日中交流の研究 客員助教授 1991.12.01-1992.11.30 中西

1991 Kim, Le Chun キム  レチュン ロシア
ロシア科学アカデミー  世界文学研究所

教授 日本・東洋文学、比較文化 現代日本小説に関する研究 客員教授 1991.12.06-1992.11.30 中西

1991 Johnston, William D.
ジョンストン  ウィ
リアム

米国 ウェゼリアン大学  歴史学科 助教授 科学史 19世紀の日本における家族の研究 客員助教授 1992.01.10-1993.01.09 埴原

1991 Cornell, Laurel
コーネル  ローレ
ル

米国 インデアナ大学  社会学科 助教授 日本社会学 イエ概念の再検討  徳川日本の農民家族 客員助教授 1992.03.01-1992.08.31 速水

1991 李  栄九 リ  ヨング 韓国 中央大学校  文学部 教授 近世文学 中世詩歌 連歌俳諧の美学 客員教授 1992.03.01-1993.02.28 中西

1992 Monnet, Rodica Livia
モネ  ロディカ  リ
ヴィア

スイス ミネソタ大学  言語文学研究所 準教授 日本現代文学
文化・政治とエロチシズム理論  ポスト・モダン日本
におけるフィクションの現状

客員助教授 1992.06.16-1993.05.15 久野

1992 姜  希雄 カン  ヒューヒュン 米国
ハワイ大学マノア校  社会科学部歴史学
科

教授 歴史（東アジア）
10世紀の日本と高麗  中国文明から受けた衝撃の
比較研究

客員教授 1992.09.01-1993.08.31 村井

1992

Collcutt, Martin Charles コルカット  マー
ティン  チャール
ズ

イギリス

プリンストン大学  東アジア研究学科

教授 現代日本史、日本の宗教史 中世・近世日本の民衆文化と宗教 客員教授 1992.09.02-1993.08.31 速水

1992
Kristeva, Tzvetana llieva クリステバ  ツベタ

ナ  イリエワ
ブルガリア ソフィア大学  日本学科 教授 日本文学史

日本文学、とくに古典文学の記号論的研究
客員教授 1992.11.03-1993.10.31 中西

1992 Lidin, Olof Gustaf
リディン  オロフグ
スタフ

デンマーク
コペンハーゲン大学  東アジア研究所

教授 近代日本文学、思想
日欧の日本研究の現状と課題に関する研究

客員教授 1992.12.01-1993.11.30 濱口

1992 Milcinski, Maja
ミルシンスキーマ
ヤ

スロヴェニア リュブリャーナ大学  東洋哲学科 助教授
東洋哲学、宗教、文化人類学、社
会学

中国儒教と日本の伝統思想との比較研究 客員助教授 1993.01.10-1994.01.09 山折

1992
Esenbel, Selcuk Ayse エセンベル  セル

チュク  アイセ
トルコ ボスポラス大学  歴史学科 助教授 日本歴史

明治期日本とオスマン・トルコの近代化における西
洋文化及び固有文化の利用に関する研究

客員助教授 1993.02.21-1993.08.20 飯田

1993
Vande Walle, Willy Freddy ヴァンドゥワラウィ

リー  フレッディー
ベルギー

ルーバン・カトリック大学  東洋学部
教授 仏教、文学 日本とベルギーとの文化交流史の研究 客員教授 1993.04.01-1994.02.06 濱口

1993 金  容雲 キム  ヨンウン 韓国 漢陽大学校  人文社会学部 教授 数学史、比較科学史 日韓比較科学史・文化史 客員教授 1993.06.01-1993.11.30 伊東

■外国人研究員
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1993

McCarthy, Paul Francis マッカーシー
ポール  フランシ
ス

カナダ 駿河台大学  法学部 教授 比較文学 谷崎潤一郎研究 客員教授 1993.06.01-1994.03.31 中西

1993 Miner, Earl マイナー  アール 米国
プリンストン大学  英日比較文学部

教授 比較文学 比較詩学 客員教授 1993.09.01-1994.02.28 中西  進

1993 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 日本文学
文学を中心とする1920年代・1930年代の日中文化
交流の研究

客員助教授 1993.09.01-1994.08.31 鈴木  貞美

1993 Berque, Augustin
ベルク  オギュス
タン フランス

フランス国立社会科学高等  研究院
教授

文化地理学、日本文学、都市研
究、風土問題 日本の科学と文明 客員教授 1993.10.05-1994.04.04 伊東  俊太郎

1993 Mace Francois マセ  フランソワ フランス
フランス国立東洋言語文化  研究所

教授
思想史、宗教史、歴史文化人類学

豊臣秀吉の葬送儀礼について 客員教授 1993.11.01-1994.10.31 山折  哲雄

1993 賈  蕙萱 ジャ  フィシュアン 中国 北京大学  日本研究中心 助教授 民俗、文化 中国と日本の風俗の比較検討 客員助教授 1994.01.01-1994.12.31 村井  康彦

1993

Liman, Anthony Venceslas リーマン  アント
ニー  ヴェンセス
ラス

カナダ トロント大学  東アジア学部 教授 日本文学、日本近代文学

近代日本の物語における風景のナラトロジー

客員教授 1994.01.10-1994.07.09 中西  進

1994 毛  昭晰 マオ  ジャオシー 中国 杭州大学  歴史系 教授 考古学
稲作文化の起源と伝播に関する日中比較研究

客員教授 1994.04.01-1994.06.30 安田  喜憲

1994
Tsurumi, Patricia Elizabeth ツルミ  パトリシア

エリザベス
カナダ ヴィクトリア大学  歴史学部 教授 近代日本史

明治期日本における「女性」社会構造のイデオロ
ギー的変容

客員教授 1994.04.01-1994.12.31 速水  融

1994 厳  紹璗 ヤン  シャオダン 中国 北京大学  比較文学研究所 教授 政治
日中における神話から小説への発展の軌跡の研究
について

客員教授 1994.04.01-1995.03.31 中西  進

1994

Uspensky, Michail
Vladimirovich

ウスペンスキー
ミハイル  ヴラ
ディミロヴィッチ

ロシア ロシア国立エルミタージュ美術館 上級学芸員

江戸時代の日本美術、19世紀浮世
絵 歌川国芳の版画及び四条派版画の研究 客員助教授 1994.04.01-1995.03.31 早川  聞多

1994 Sharkey, John
シャーキー  ジョン

イギリス バークレイズ・ド・ズート・ウェド 非常勤調査員
20世紀における日本の貿易と世界
市場

20世紀における日本の貿易と世界市場 客員助教授 1994.04.16-1995.03.31 柏岡  富英

1994 王  家hua ワン  ジアファ 中国
南開大学  歴史研究所日本史研究室

教授 日本思想史 日本人の「経・権」観  日中儒教の比較 客員教授 1994.06.01-1995.05.31 中西  進

1994
Johnson, Regine Diane ジョンソン  レジン

ダイアン
米国 ハーバード大学  日本文学科 担当助教授

日本音楽、民族音楽学、世界音
楽、器官学

江戸期の戯作の研究 客員助教授 1994.07.01-1995.06.30 芳賀  徹

1994
Gerasimova, Maya Petrovnz ゲラシモア  マイ

ヤ  ベトローブナ
ロシア

ロシア科学アカデミー  東洋学研究所
研究員 日本文化、日本文学 川端康成における想像力 客員教授 1994.07.10-1995.06.30 中西  進

1994 Cartier, Michel Louis
カルティエ  ミッ
シェル  ルイ

フランス 社会科学高等学院 主任教授 経済社会史
東北アジアに人口および経済史の比較研究

客員教授 1994.11.05-1995.03.31 速水  融

1994
Samonides, William Harry サモニデス  ウィリ

アム  ハリー
米国 カンサス大学  美術史学部 助教授 日本美術、文化史 １７世紀日本における家元制の研究 客員助教授 1994.12.10-1995.12.9 辻  惟雄

1994
Tokita, Alison Isovel Rae トキタ  アリソンイ

ザベル  レイ
オーストラリア モナシュ大学  日本研究学部 助教授 日本伝統音楽、文化 日本の伝統音楽（語り物）の研究 客員助教授 1995.01.01-1995.06.30 濱口  惠俊

1994 Misra, Bijay Anand
ミスラ  ビジャイア
ナンド

インド 都市計画建築研究学院 教授 都市計画及び開発
都市部再開発の政策と戦略：日本とアジアの比較
研究

客員教授 1995.02.12-1995.12.31 飯田  経夫

1995 廖 育群 リャオ  ユイチュン 中国 中国科学院自然科学史研究所 副研究員 医史と科学技術通史 日本医学の形成・交流および特長 客員助教授 1995.04.01-1996.03.31 山田  慶兒

1995 Sharkey, John
シャーキー  ジョン

イギリス 国際日本文化研究センター
外国人研究員
（助教授）

20世紀における日本の貿易と世界
市場

１９２０年代における日本の貿易とインドの経済国
家主義

客員助教授 1995.04.01-1996.03.31 柏岡  富英

1995 Linhart, Sepp リンハルト  セップ オーストリア ウィーン大学  日本学研究所 教授 日本社会 現代日本における労働と遊び 客員教授 1995.04.05-1996.03.31 園田  英弘

1995 嚴  安生 イェン  アンション 中国 北京外国語学院  日本語学部 教授 日中比較文化史
清代文人から留日第二世代にかけての”東洋”理想
像の世界

客員教授 1995.05.10-1996.03.31 芳賀  徹

1995
Rotermund, Hartmut O. ローターモンドハ

ルトムート
フランス フランス国立高等研究院 教授

日本宗教史、説話文学、民間信仰
近世の修験道 客員教授 1995.07.01-1995.12.31 山折  哲雄

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

日中文化比較研究 日中・神話伝承の比較研究 客員助教授 1995.07.01-1996.06.30 山折  哲雄

1995 Clark, John Anthony
クラーク  ジョンア
ントニー

イギリス シドニー大学 助教授 近代日本美術、日本映画 大正期の美術  その他 客員助教授 1995.07.03-1996.02.10 鈴木  貞美

1995 Berton, Peter
バートン  ピーター

米国
南カリフォルニア大学  国際関係学部

名誉教授 日本政治、外交防衛政策 日本政治の心理学的・精神分析学的側面 客員教授 1995.09.01-1995.12.31 木村  汎

1995 Rubin, Jay ルービン  ジェイ 米国 ハーバード大学 教授 現代日本文学 能楽研究 客員教授 1995.09.04-1996.07.31 芳賀  徹

1995 Wijeyaratna, Mohan
ウィジェヤラトナモ
ハン

フランス
コレージュ・ド・フランス  インド文化研究
所

研究員 文化人類学、宗教、仏教 仏教における死をめぐる儀礼・慣習・観念 客員教授 1995.10.01-1996.03.31 山折  哲雄

1995 Linhartova, Vera
リンハルトーヴァ
ヴェラ

フランス 国立ギメ美術館 主任学芸員 近代美術史
明末・徳川初期における禅文化の再興－とくに黄檗
僧と徳川美術

客員教授 1995.11.01-1996.04.30 芳賀  徹

1995 Plutschow, Herbert
プルチョウ  ハー
バート

スイス
カリフォルニア大学ロサンゼルス校東ア
ジア言語文化研究学科

教授 日本文化人類学 日本文明史 客員教授 1996.01.01-1996.12.31 山折  哲雄

1995
Ermakova, Lyudmila M. エルマコーワリュ

ドミーラ
ロシア

ロシア科学アカデミー  東洋学研究所
極東文学課長 日本の神話、言語学、文学 古事記・日本書紀の研究及び翻訳

客員助教授
(COE)

1996.01.01-1996.12.31 山折  哲雄

1995
Morton, Leith Douglas モートン  リースダ

グラス
オーストラリア

ニューキャッスル大学  現代言語学科
教授 現代日本文学、日本史

日本近・現代文学[詩・小説]史および大正思想総論
客員教授 1996.01.10-1996.07.20 鈴木  貞美
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1995 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  太平洋・アジア研究学
部

助教授 日本文学、演劇
アニミズムと芸術  折口信夫における日本の芸能と
文学の宗教的起源

客員助教授 1996.01.12-1996.07.31 上垣外  憲一

1995 方  克立 ファン  コーリー 中国 中国社会科学院 院長 中国哲学 「和魂洋才」と「中体西洋」の異同について
客員教授
（COE)

1996.02.27-1996.05.26 芳賀  徹

1995 王  秀文 ワン  シウウェン 中国 東北民族学院  基礎部 助教授 日本言語・文化 日本の民間信仰の研究
客員助教授
(COE)

1996.03.21-1997.03.19 山折  哲雄

1996 Fister, Patricia Jean
フィスター  パトリ
シア  ジーン

米国 国際日本文化研究センター 教員 日本美術史 日本美術史における女性 客員助教授 1996.04.01-1997.03.31 木村  汎

1996 Bakos, Gabor バコス  ガボール ハンガリー
ハンガリー科学アカデミー  経済学研究
所

上級研究員 経済学 日本の技術政策とイノベーション・システム 客員教授 1996.04.01-1997.03.31 飯田  経夫

1996 王  宝平 ワン  パオピン 中国 杭州大学  日本文化研究所 副所長 日本文学
江戸期に於ける中国絵画文献の日本への流布と浸
透

客員助教授 1996.04.01-1997.03.31 辻  惟雄

1996 郭  永喆 カク  ヨンチョル 韓国 漢陽大学校文科大学 学長 日本語学 韓国開化期における和製漢字語の渡来 客員教授 1996.04.01-1997.03.31 芳賀  徹

1996 譚  晶華 タン  ショウカ 中国 上海外国語大学 副学長 近代日本文学 日本近代文学の研究 客員教授 1996.06.01-1996.09.30 山折  哲雄

1996 Marra, Michele マルラ  ミケーレ イタリア
カリフォルニア大学  ロサンゼルス校

助教授 日本文学
徳川期文人・画人の言語観及び詩作の意識

客員助教授 1996.07.01-1997.06.30 稲賀  繁美

1996 陳  生保 チェン  ションパオ 中国 上海外国語大学  日本語系 教授 中日比較文学 森鴎外評伝 客員教授 1996.07.01-1997.06.30 井波  律子

1996
Le Grand, Carl Magnus レグランド  カール

マグナス
スウェーデン ストックホルム大学  社会学部 教授 社会学 日本における熟練と勤労態度 客員教授 1996.07.21-1997.07.20 飯田  経夫

1996 Kerr, Alex Arthur
カー  アレックス
アーサー

米国 宗教法人「大本」  国際部 嘱託 比較文化 日本と東アジアの比較文化論 客員助教授 1996.08.01-1996.12.31 山折  哲雄

1996 銭  国紅 チェン  クォフォン 中国 国際文理大学  準備室 副主任 中国，日本比較思想・文化 日中知識人に見るアジア像の形成 客員助教授 1996.08.01-1997.02.10 芳賀  徹

1996 王  暁秋
ワン  シャオチュ
ウ 中国 北京大学  歴史系 教授 歴史専業 １９世紀中日比較思想史研究 客員教授 1996.08.01-1997.07.31 上垣外  憲一

1996
Origas, Jean- Jacques オリガス  ジャン

ジャック
フランス 国立東洋語東洋文化研究所 教授 日本文学

鴎外、漱石における近代散文の成立と変容 客員教授
(COE)

1996.8.29-1996.11.28 芳賀  徹

1996 Wallace, John ウォレス  ジョン 米国 ウィスコンシン大学 助教授
平安日記文学，現代文学批評 平安朝文学における「愛」-  ポストモダン文学との

対比において
客員助教授 1996.09.26-1997.07.31 光田  和伸

1996 Hirota, Dennis Yukio
ヒロタ  デニス  ユ
キオ

米国 京都浄土真宗翻訳シリーズ 主任翻訳家 日本浄土教 日本浄土教の研究 客員教授 1996.10.01-1997.04.30 木村  汎

1996 姜  信杓 カン  シンピョウ 韓国 仁済大学校  人文社会学研究所 教授 文化人類学，社会学
古都におけるコスモロジーの比較研究-京都・ソウ
ル・北京

客員教授 1996.10.01-1997.09.30 千田  稔

1996 Sykora, Jan シコラ  ヤン チェコ カレル大学 助教授 日本思想史
江戸時代における日本経済思想の比較史的研究

客員助教授 1997.01.01-1997.12.25 飯田  経夫

1996 Tyler, Royall
タイラー  ロイヤ
ル

オーストラリア
オーストラリア国立大学  アジア研究学
部日本センター

教授 日本古典文学 「源氏物語」の英語完訳 客員教授 1997.01.07-1998.01.06 鈴木  貞美

1996 程  広林 チェン  グアンリン 中国
中国社会科学院  文学研究所比較文学
研究室

副研究員 中国文学
中国現代文学における日本留学作家と欧米留学作
家の比較研究

客員助教授 1997.02.11-1998.02.10 鈴木  貞美

1997 高  文漢 カオ  ウェンハン 中国
山東大学外国語学院  東方言語文学部

教授 日本語学・日本文学 五山文学の研究 客員教授 1997.04.01-1998.03.31 井波  律子

1997 高  崇文 カオ  チョンウェン 中国 北京大学  考古学学部 助教授 中国考古学，戦国秦漢考古 日中考古学の文化比較研究 客員助教授 1997.04.01-1998.03.31 安田  喜憲

1997 Fister, Patricia Jean
フィスター  パトリ
シア  ジーン

米国
国際日本文化研究センター  研究部

客員助教授 日本美術史 日本美術史における女性 客員助教授 1997.04.01-1998.03.31 木村  汎

1997 Morris, Mark Robert
モリス  マーク  ロ
バート

米国
(英国）ケンブリッジ大学トリニティカレッ
ジ

レクチャラー 現代日本文学・文芸批評
戦後日本におけるサルトルの受容について 客員教授

(COE)
1997.05.01-1997.07.31 鈴木  貞美

1997 Lynn, John Richard
リン  ジョン  リ
チャード 米国 アルバータ大学 教授 中国文学史

黄遵憲の日本滞在及び近代早期日中文学交流 客員教授
(COE) 1997.05.01-1997.07.31 上垣外  憲一

1997 鶴田  欣也 ツルタ  キンヤ カナダ
ブリティッシュ・コロンビア大学  アジア研
究学部

教授 近代日本文学・比較文学 近代日本小説における叙情的想像力 客員教授 1997.05.01-1998.03.31 鈴木  貞美

1997
Goossen, Theodore William グーセン  セオド

ア  ウィリアム
カナダ ヨーク大学  人文学部 準教授 近代日本文学 近代日本文学における「自然」の変容 客員助教授 1997.05.01-1998.04.30 鈴木  貞美

1997
Pietrusewsky, Michael ピエトルゼフス

キー  マイケル
米国 ハワイ大学マノア校  人類学部 教授 自然人類学

アジア・太平洋地域の人類集団の形態人類学的研
究－とくに日本人集団を中心として－

客員教授 1997.07.01-1998.06.30 尾本  恵市

1997 Shapiro, Hugh L.
シャピーロヒュー

米国 ネヴァダ州立大学リーノ校 助教授 近代東洋史 民国期中国における日本医療文化の影響 客員助教授 1997.07.01-1998.06.30 栗山  茂久

1997
Wilson, Christopher C.B. ウィルソン  クリス

トファー イギリス
オーストラリア国立大学  社会科学研究
所 研究員 歴史人口学

ユーラシア社会における人口再生産のパターンと決
定要因 客員助教授 1997.07.01-1998.06.30 笠谷  和比古

1997
Gunergun, Feza Ayse グネルグン  フェ

ザ  アイシェ
トルコ イスタンブール大学  芸術学部 助教授 オスマントルコの科学史

トルコと日本における近代科学技術の導入
客員助教授 1997.08.01-1997.10.31 栗山  茂久

1997 Mosk, Carl Anthony
モスク  カールア
ントニー

米国 ビクトリア大学  経済学部 教授 日本経済，経済人口統計学
日本における都市化と経済発展(1880- 1970）

客員教授 1997.08.01-1997.12.31 園田  英弘

1997 張 従軍 チャン  コンジュン 中国 山東省  文物局弁公室 主任 歴史学 中国東部の先史文化と日本との比較研究
客員助教授
(COE)

1997.08.04-1998.03.31 千田  稔
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1997 Jones, Sumie A. ジョーンズ  スミエ 米国
インディアナ大学  東アジア言語文化学
科

教授
比較文学・比較文化，東西18世紀
文化，江戸文化

江戸のレトリック 客員教授 1997.08.26-1998.08.25 早川  聞多

1997 金  禹昌 キム  ウチャン 韓国 高麗大学校文科大学 教授 英文学，韓国文学 東アジアの近代文学
客員教授
（COE)

1997.09.09-1998.03.08 稲賀  繁美

1997 厳  文明 ヤン  ウェンミン 中国 北京大学  考古学系 教授 考古学 稲作の起源に関する考古学的研究 客員教授 1997.10.06-1998.06.30 安田  喜憲

1997 葛  劍雄
グァオ  ジェンシォ
ン 中国 復旦大学  中国歴史地理研究所 所長、 教授 歴史学

明治期に楊守敬が中国に将来した日本の漢籍につ
いての研究 客員教授 1997.11.02-1998.03.31 笠谷  和比古

1997 王  克非 ワン  コーフェイ 中国 北京外国語大学  言語学研究所 教授
文化言語学，翻訳と文化の歴史

近代中国・日本における翻訳文化 客員助教授 1998.01.05-1999.01.04 井波  律子

1997 Shultz, Edward John
シュルツ  エド
ワード  ジョン 米国 ハワイ大学  西オアフ校 教授 東アジア史

東アジア諸国の文化特性をめぐる比較史的研究
客員教授 1998.01.12-1998.07.11 笠谷  和比古

1997 田  桓 ティエヌ  ホアン 中国
中国社会科学院  アジア太平洋・日本研
究所

教授
日本学，中日関係史，中日歴史文
化比較

国際化と政治構造の転換－日中の比較－ 客員教授 1998.01.20-1999.01.19 石井  紫郎

1998 Palmer, Edwina
パーマー  エド
ウィーナ

イギリス・ニュージー
ランド

カンタベリー大学  アジア言語学科 シニアレクチャ
ラー

地理学 日本古代風土記の研究 客員教授 1998.04.01-1998.06.30 千田  稔

1998 Tokita, Alison トキタ  アリソン オーストラリア モナシュ大学 日本研究センター 所長 日本の伝統音楽（邦楽） 日本の語り物ー口頭性・機構・意味 客員助教授 1998.04.01-1999.03.29 井波  律子

1998 霍  巍 フォ  ウェイ 中国 四川大学  歴史学部 教授 考古学 日中の稲作文化の比較研究 客員教授 1998.04.09-1999.03.31 安田  喜憲

1998 島崎  博 シマザキ  ヒロシ カナダ レスブリッジ大学  経営学部 教授 文化地理学・経営学
旧国鉄の分割・民営化にともなう廃線活用にみた日
本人の創造性

客員教授 1998.04.20-1998.08.28 千田  稔

1998 Vinh, Sinh ヴィン  シン カナダ アルバータ大学  歴史古典学部 教授 日本思想史
東アジアにおける近代化・啓蒙運動の比較研究－
明治日本のベトナム近代化運動への影響

客員教授 1998.04.20-1998.08.31 園田  英弘

1998 Rhyner, Bruno
リーネル  ブルー
ノ

スイス チューリッヒ大学  東アジア研究所 講師 日本社会の心理社会的現象 現代日本人の個性化における仏教の役割 客員助教授 1998.05.01-1999.04.30 井上  章一

1998 Hut, Piet ハット  ピート オランダ
プリンストン高等研究所  天体物理学

教授 天体物理学 個人主義の比較文化的研究
客員教授
(COE)

1998.05.04-1998.08.03 井上  章一

1998 Agrawal, Dharma Pal
アグラワル  デハ
ルマ  パル

インド インド国立科学アカデミー
プロジェクト研究
員

考古学  インダス文明研究
考古学的時間についての比較研究ー日本・長江・イ
ンダスの諸文明の比較

客員教授
（COE)

1998.05.04-1999.05.03 安田  喜憲

1998
Moore, Madeline Roberta モーア  マデリン

ロベルタ
米国 ミルズ大学  英文学 客員教授 英文学 神谷美恵子とヴァージニア・ウルフ 客員教授 1998.07.01-1998.09.30 稲賀  繁美

1998 金  春美 キム  チョンミ 韓国
高麗大学校文科大学  日本語日本文学
科

教授 日本近・現代文学
日韓近代文学の比較文学的研究－1910年-1950年

客員教授 1998.07.01-1999.02.26 井波  律子

1998 李  暁 リ  シャオ 中国
山東大学  二一世紀山東発展研究セン
ター

副主任  助教授 歴史学  宋史  経済文化史 中日茶道文化の比較研究
客員助教授
(COE)

1998.07.01-1999.06.30 千田  稔

1998

Mostafa, Ahmed Mohamed
Fathy

モスタファ  アファ
マット  モハメッド
ファトヒ

エジプト

カイロ大学  文学部日本語日本文学科

専任講師 日本中世文学・近代文学

戦時下の日本と安岡章太郎文学の視点・展開

客員助教授 1998.08.01-1999.07.31 園田  英弘

1998 Smith, Sheila Anne
スミス  シーラ  ア
ン

米国 ボストン大学  国際関係学部 助手 日本政治
沖縄における米軍基地に対する地方の政治的抗議

客員助教授 1998.08.01-1999.07.31 木村  汎

1998 劉  蘭華 リュウ  ランファ 中国 中国文物研究所  古文献部 副主任 中国考古学 長江流域における古代土器の研究 客員助教授 1998.09.01-1999.02.28 安田  喜憲

1998 Koh, Hesung Chun
コー  ヘスング
チュン 米国

イェール大学  イーストロック研究所
名誉教授

社会学および文化情報論（比較親
族構造論）

18世紀における中国・日本・朝鮮・ヴェトナムの親族
構造に関する比較研究 客員教授 1998.09.01-1999.03.31 笠谷  和比古

1998
Tyler, William Jefferson タイラー  ウィリア

ム  ジェファーソン
米国

オハイオ州立大学  東アジア言語・文学
科

助教授 近代日本文学・言語・文化
モダニズム－日本散文文芸におけるモダニズム研
究  1930年代を中心に

客員助教授 1998.09.01-1999.08.25 鈴木  貞美

1998

Cranston, Edwin Augustus クランストン  エド
ウィン  オーガスタ
ス

米国 ハーバード大学  人文・社会学部 教授 古典文学

（英訳）和歌アンソロジー第２巻の翻訳・編集

客員教授 1998.09.01-1999.08.31 光田  和伸

1998 Gatten, Aileen
ガッテン  エイリー
ン

米国 ミシガン大学 日本研究センター 研究員 日本古典文学 平安時代古写本の研究 客員教授 1998.09.15-1999.01.14 千田  稔

1998 杜  勤 ドゥ  キン 中国
華東師範大学外国語学院  第二学部 副学部長  助教授 言語文化学  比較文化学  日本語

教育学
中日間の非言語的メッセージに関する比較研究

客員助教授 1998.10.01-1999.03.31 千田  稔

1998 Kracht, Klaus クラハト  クラウス ドイツ
ベルリン・フンボルト大学  日本語科

教授 日本文化・思想史 日本文化における儀礼の研究 客員教授 1998.11.05-1999.09.30 笠谷  和比古

1998 Krupp, Helmar
クルップ  ヘル
マール

ドイツ フラウエンホーファー研究所 元所長元教授 システム工学  文明論 システム工学・技術革新と日本の将来
客員教授
（COE)

1998.12.01-1999.02.28 尾本  恵市

1998 楊  林 ヤン  リン 中国 中国歴史博物館  考古学部 副主任 中国の水中考古学 現代科学技術による長江文明の考古学 客員助教授 1999.01.10-1999.04.09 安田  喜憲

1998 金  知見 キム  ジキュン 韓国 韓国仏教教育大学大学院 院長 仏教学  華厳学専攻 日本の仏教研究 客員教授 1999.02.01-2000.01.31 頼富  本宏

1998 宋  敏 ソン  ミン 韓国 国民大学校 教授 韓国語学・日本語学 比較：古代日本と韓国文化 客員教授 1999.03.01-1999.11.30 千田  稔

1998 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 海峡を渡った演劇人たち 客員助教授 1999.03.01-2000.02.29 稲賀  繁美

1999 Reece 幸子  滝
リース  サチコ  タ
キ

米国
個人開業（ユング派分析)  箱庭療法ト
レーニングコンサルタント

分析心理学
箱庭療法における象徴的表現に関する日米の比較
研究

客員助教授 1999.04.01-1999.07.31 小松  和彦
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1999 Vojvodich, Maria
ヴォイディッチ  マ
リア

ユーゴスラビア
モンテネグロ共和国政府  民営化推進
部

外資担当課長 外国投資
セルビア語ｰ日本語辞典編纂の為の基礎研究

客員助教授 1999.04.01-1999.09.30 石井  紫郎

1999 Nguyen, Dung Duy
グエン  ズン  ズイ

ベトナム ベトナム日本研究センター 副所長 政治経済学
ベトナム・日本関係のアジアにおける役割と影響－
太平洋協力関係の現在と未来

客員助教授 1999.04.01-2000.03.31 木村  汎

1999 Robert, Jean-Noel Alexandre

ロベール  ジャン
ノエル  アレキサ
ンドル

フランス 国立高等研究院 第5部（宗教学部) 教授 日本仏教 日本天台宗の教義史 客員教授 1999.04.01-2000.03.31 頼富  本宏

1999
Goregliad, Vladislav
Nikanorovich

ゴレグリャード  ヴ
ラディスラブ  ニカ
ノロヴィッチ

ロシア ロシア科学アカデミー東洋研究所 極東部長 中世日本文学史 江戸時代の在露日本人 客員教授 1999.4.10-2000.4.8 白幡  洋三郎

1999 Yang, Xiao-Jie ヤン  シャオチェ カナダ カルガリー大学  ドイツ・ロシア・東アジア
学部

準教授 日本中世文学 絵巻もの注釈への試み－マルチメディア技術の発
達を手掛りに－

客員助教授 1999.05.01-2000.04.30 光田  和伸

1999 梁  山栄 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 江戸時代における漢方診断技術の日本化 客員教授
（COE)

1999.05.01-2000.04.30 栗山  茂久

1999 Teramoto, John Tadao テラモト  ジョンタ
ダオ

米国 カンザス大学 助教授 日本芸術史 江戸末期における身体像の研究 客員助教授 1999.7.15-2000.6.30 栗山  茂久

1999 侯  楊方 ホー  ヤンファン 中国 復旦大学  中国歴史地理研究所 講師 歴史人口学、中国社会経済学史 徳川時代の人口についての研究 客員助教授 1999.08.01-2000.07.31 落合  恵美子

1999 金  貞禮 キム  チョンレ 韓国 国立全南大学校 副教授 日本近世俳文芸 松尾芭蕉の紀行文の研究－『おくのほそ道』を中心
に

客員助教授
(COE)

1999.08.01-2000.07.31 小松  和彦

1999 Thranhardt, Anna Maria
トレーンハルト  ア
ンナ  マリア

ドイツ ルーバンカトリック大学 客員教授 日本社会制度 日独両国における家族形態に関する比較研究 客員教授 1999.09.01-2000.03.31 笠谷  和比古

1999

Mechtcheriakov, Alexandre
Nikolaevich

メシェリヤコフ  ア
レキサンダー  ニ
コラエヴィッチ

ロシア
ロシア科学アカデミー東洋学  研究所
古代東アジア歴史

上級研究員  文化
課長

日本古代文化 『続日本紀』のロシア語訳のための基本的研究 客員助教授 1999.09.01-2000.06.30 千田  稔

1999 周  紹泉
ツォー  サオチュ
アン

中国 中国社会科学院歴史研究所 教授 徽学・中国明清史
中世後期における中国徽州･日本近江の商人家
族ー比較史の視点から

客員教授 1999.09.01-2000.08.31 笠谷  和比古

1999 Korhonen, Ari Pekka
コルホネン  アリ
ペッカ

フィンランド ユワスクラ大学 政治科学研究所 教授 地理（政治）学 ｢アジア｣という概念について 客員助教授 1999.10.1-2000.08.31 千田  稔

1999

Holodovitch, Lyudmila
Alexandrovna

ホロドヴィッチ
リュドミラ  アレク
サンドロブナ

ロシア ソフィア大学東洋言語文化  センター 助教授 日本文学 日本文学と民俗の関係 客員助教授 1999.12.20-2000.12.19 千田  稔

2000 蔡  敦達 ツァイ  トゥンダァ 中国 同済大学外国語学院  日本学研究所 助教授 日中建築史･庭園史 日本庭園に及ぼす中国文化の影響 客員助教授 2000.04.05-2001.03.31 白幡  洋三郎

2000 Okimoto, Daniel Iwao
オキモト  ダニエ
ル  イワオ

米国 スタンフォード大学  政治学部 教授 政治学 東アジアの経済危機 客員教授 2000.04.09-2000.07.08 木村  汎

2000 Schulz, Knut Karl Johann
シュルツ  クヌート
カール  ヨハン

ドイツ ベルリン自由大学  歴史学部 教授 ドイツ中世史 手工業職人団体の日欧比較研究 客員教授 2000.04.26-2000.07.25 石井  紫郎

2000 Rubin, Jay ルービン  ジェイ 米国 ハーバード大学 教授 近代日本文学 生きている劇場としての能:謡曲の多角的研究 客員教授 2000.06.01-2001.03.31 光田  和伸

2000 Waynforth, David Charles

ウェインフォース
デイヴィッド
チャールズ

イギリス (米国)ニューメキシコ大学  人類学部 助教授 人類の進化生態学 ヒトの配偶者選択 客員助教授 2000.06.01-2001.05.31 赤澤  威

2000 Rubinger, Richard
ルビンジャー  リ
チャード

米国
インディアナ大学  東アジア言語・文化
学科

所長･ 教授 近世･近代日本教育史 日本近世･近代におけるリテラシー 客員教授 2000.07.01-2001.06.30 白幡  洋三郎

2000 Sankarnarayan, Kalpakam
シャンカルナラヤ
ン  カルパカム

インド K.J.ソーマイヤ仏教学センター 所長 仏教学・比較宗教 インドと日本の文化的交流 客員教授 2000.07.01-2001.06.30 頼富  本宏

2000 辛  容泰 シン  ヨンタエ 韓国 東国大学校 教授
古代韓・中・日語音韻論及び語彙
論

古代韓国・日本文化形成に関する研究ー言語地理
学・歴史民俗学的見地から

客員教授
（COE)

2000.07.03-2001.07.02 千田  稔

2000 Dolukhanov, Pavel
ドゥルカノフ  パー
ヴェル

イギリス ニューキャッスル大学  考古学部 リーダー 先史考古学
先史人類の移動･拡散についての考古･民族･言語
学的研究

客員教授 2000.08.02-2001.02.01 赤澤  威

2000 Groner, Paul Sheldon
グローナー  ポー
ル  シェルダン

米国 ヴァージニア大学 教授 宗教学 日本仏教思想史 客員教授 2000.08.15-2001.08.14 頼富  本宏

2000 Picone, Mary Johns
ピコネ  メアリ
ジョーンズ

イタリア フランス社会科学高等研究院 助教授 文化人類学 妖怪テキストとその絵画的表現の相互作用の研究 客員助教授 2000.8.31-2001.01.09 小松  和彦

2000 Barnes, Gina Lee
バーンズ  ジーナ
リー

米国 (英国)ダーラム大学 教授 日本考古学 東アジアにおける国家形成に関する考古学的研究 客員教授 2000.09.01-2001.01.31 赤澤  威

2000 Rabinovitch, Judith Nancy

ラビノヴィッチ
ジュディス  ナン
シー

米国 モンタナ州立大学 教授 日本古典文学 平安人物志における漢詩研究 客員教授 2000.09.01-2001.05.31 光田  和伸

2000 Schamoni, Wolfgang
シャモニ  ウォル
フガング

ドイツ ハイデルベルク大学  日本学科 主任教授 日本近代文学
江戸時代の自伝の研究ージャンルの問題との関連
において

客員教授
（COE)

2000.10.01-2001.03.31 鈴木  貞美

2000 李  卓 リ  ツォ 中国 南開大学歴史研究所  日本史研究室 教授 日本社会史・日本古代史 養子の制と日本人の血縁観 客員教授 2000.10.01-2001.09.30 笠谷  和比古

2000 Shinde, Vasant Shivram
シンデ  バサント
シブラム

インド デカン大学 助教授 考古学 初期南･東アジア文明の比較研究 客員助教授 2000.10.02-2001.04.01 安田  喜憲
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2000 裴  炯逸 ペイ  ヒョンイル 韓国 カリフォルニア大学 準教授 人類学 植民地時代下の朝鮮文化遺産管理の歴史 客員助教授 2000.11.01-2001.06.30 稲賀  繁美

2000 May, Ekkehard マイ  エッケハルト ドイツ フランクフルト大学 教授 近世日本文学・出版史 蕉門俳諧の研究 客員教授 2001.03.01-2002.02.28 白幡  洋三郎

2000 蔡  鳳書 ツァイ  フェンシュ 中国 山東大学  歴史文化学院 教授 考古学 日中比較文化からみた日本考古学の研究 客員教授 2001.03.01-2002.02.28 千田  稔

2000 Miriello, Barbara ミリエロ  バーバラ 米国 センターフォーインナーワーク 所長 心理学
臨床的抑うつ：西洋（アメリカ）医学的見方と東洋（日
本）「身体マンダラ思想」の比較研究

客員助教授 2001.03.01-2002.02.28 頼富  本宏

2001 徐  蘇斌 シュ  スーピン 中国 清華大学(1998.3まで) 講師 建築学 近代中国産業技術における日本の影響 外国人研究員 2001.04.01-2002.03.31 井上  章一

2001 Vovin, Alexander
ボビン  アレキサ
ンダー

米国 ハワイ大学  東洋言語・文学部日本語 助教授 言語学・日本語の歴史 日本語系統論の現在 客員助教授 2001.04.14-2002.3.31 鈴木  貞美

2001 Smith, Henry ・ DeWitt
スミス  ヘンリー
ドゥィット

米国 コロンビア大学  東洋学部 教授 日本近代史 日本伝説における忠臣蔵の近代化 外国人研究員 2001.05.01-2001.12.15 園田  英弘

2001 官  文娜 カン  ウェンナ 中国 武漢大学中国伝統文化研究センター 客員教授 国史学 日中古代社会における財産の相続をめぐって 外国人研究員 2001.06.01-2002.03.31 笠谷  和比古

2001 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 胎生論についての禅心理学的研究 外国人研究員 2001.07.01-2002.06.30 頼富  本宏

2001 鄭  惠卿 チョン  ヘキョン 韓国
世宗大学校人文科学大学  日語日文学
科

副教授 日本語学・応用言語学・地域研究 日本の言語文化研究ー古代から現代まで 外国人研究員 2001.07.01-2002.06.30 鈴木  貞美

2001 McKelway, Matthew Philip
マッケルウェイ マ
シュー  フィリップ

米国 ニューヨーク大学  美術学科 助教授 日本美術史・日本都市史 「洛中・洛外図」：中世後期日本の都市絵画 外国人研究員 2001.07.01-2002.06.30 早川  聞多

2001 Kimura-Steven, Chigusa
キムラ-スティーブ
ン  チグサ

ニュージーランド カンタベリー大学  アジア言語学科 準教授 日本文学・比較文学・映像評論 世界文学としての日本文学 外国人研究員 2001.07.01-2002.06.30 鈴木  貞美

2001 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  日本語科 助教授
近代日本修辞学史・近代日本文
学・日本語教育

日本のモダニズムにおけるレトリック 外国人研究員 2001.09.01-2002.03.29 鈴木  貞美

2001 蒋  立峰
ジャン  リー  フォ
ン

中国 中国社会科学院日本研究所 副所長 日本史･日本政治史中日関係史
十三世紀の前後における騎馬文明のグローバルな
発展と中日両国の政治文化に対するその影響

客員教授 2001.09.01-2001.12.08 笠谷  和比古

2001 Lowe, John Evelyn
ロウ  ジョン  エヴ
リン

イギリス 執筆業 美術・応用芸術
ヨーロッパ及び米国における日本関連出版物ー15
世紀から今日まで

外国人研究員
（ＣＯＥ）

2001.10.01-2001.12.31 白幡  洋三郎

2001 魯  義 ル  イ 中国
北京外国問題研究会  東北亜研究セン
ター

副秘書長、主任 日本政治と中日関係
中日両国民間における“相互認識”についての比較
研究

外国人研究員 2001.10.12-2002.10.11 園田  英弘

2001 Boro, Alexia ボロ  アレクシア イタリア
カ・フォスカリ大学  東アジア学部日本語
科

助手 日本史 日本近代の都市発達史 外国人研究員 2001.10.28-2002.09.30 千田  稔

2001 金  采洙 キム  チェスー 韓国 高麗大学校  文科大学  日語日文学科 教授
日本近代文学・比較文学・文芸理
論

近現代日本人の文化意識と民族意識との関連様相
及びその形成要因に関する研究

外国人研究員 2001.12.16-2002.08.16 鈴木  貞美

2001 McCallum, Donald Fredrick
マッカラム  ドナル
ド  フレドリック

カナダ
カリフォルニア大学  ロサンゼルス校  美
術史学科

教授 日本美術史 日本の七世紀の四大寺の研究
外国人研究員
（ＣＯＥ）

2002.02.01-2002.07.31 頼富  本宏

2001 金  文吉 キム  ムンギル 韓国 釜山外国語大学校  日本語科 教授 韓国日関係史 近代朝鮮における開化思想の形成と日本 外国人研究員 2002.03.01-2003.02.28 松田  利彦

2002 Hareven, Tamara Kern
ハレブン タマラ
カーン

米国 デラウェア大学 教授 歴史学・社会史学 西陣絹織物業における家族と労働 外国人研究員 2002.04.01-2002.06.30 落合  恵美子

2002 厳  安生 イェン  アンシェン 中国
北京外国語大学北京日本学研究セン
ター

専任教授 中日近代比較文化史 大正時代の日本留学に見られる゛あわい"の構造 外国人研究員 2002.04.01-2002.08.31 鈴木  貞美

2002 Botz, Thorsten ボッツ  トルステン ドイツ フランス社会科学高等研究大学院 助教授 哲学・美学 「私と汝」西田とバフチンの比較の研究 外国人研究員 2002.04.01-2003.03.30 鈴木  貞美

2002 Klopfenstein, Eduard

クロップフェン
シュタイン  エ
デュ
アート

スイス チューリッヒ大学 教授
20世紀と江戸時代日本劇の日本文
学

1920-1970の五十年間にわたる日本文学・日本文
化の連続性・不連続性

外国人研究員 2002.04.02-2003.03.31 鈴木  貞美

2002 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 近世・近代日本の内政と外交 外国人研究員 2002.05.01-2003.04.30 川勝  平太

2002 Ruttermann, Markus
リュッターマン  マ
ルクス

ドイツ フンボルト大学 助教授
日本中世社会史・文化史、古文書
学

日本中・近世社会における書札礼 外国人研究員 2002.06.01-2002.10.15 笠谷  和比古

2002 Burns, Susan Lynn
バーンズ  スーザ
ン  リン

米国 テキサス大学オースティン校 準教授 近世・近代日本文化・思想史
奇妙な身体の文化史ー日本における「奇形」と「障
害」

外国人研究員 2002.06.12-2003.06.11 小松  和彦

2002 鄭  在書 チョン  チェソ 韓国 梨花女子大学 教授 中国神話学･道教学 中・韓･日古代道教文化の比較 外国人研究員 2002.07.01-2003.06.30 千田  稔

2002 Howell, David Luke
ハウウェル  デー
ビッド  ルーク

米国 プリンストン大学 準教授 日本近代史 明治初期の政治と民俗 外国人研究員 2002.07.01-2003.06.30 小松  和彦

2002 王  瀝 ワン  リー 中国 中国科学院遺伝学研究所 教授 人類遺伝学・分子遺伝学 古代生物の遺伝的多様性の研究 外国人研究員 2002.07.01-2003.06.30 安田  喜憲

2002 Okada, Richard Hideki
オカダ  リチャード
ヒデキ

米国 プリンストン大学 準教授 近世・近代日本文学 在日韓国人作家とエスニシティーの問題 外国人研究員 2002.08.01-2003.07.31 鈴木  貞美

2002 王  淑英 ワン  スーウィン 中国 香港中文大学 助教授
教育社会学・歴史的社会学・比較
社会学・比較教育学

教師と教育方法の比較歴史社会学的研究；日本と
中国

外国人研究員 2002.09.01-2002.12.31 園田  英弘

2002 Sewell, William Shaw
シーウェル  ウィリ
アム  ショー

米国 セントメアリー大学 助教授 歴史学 近代中国東北部（旧満州）文化に関する総合研究 外国人研究員 2002.09.01-2003.06.30 劉  建輝
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2002 Tsigova, Boyka Elitova
ツィゴヴァ  ボイカ
エリトヴァ

ブルガリア ソフィア大学 助教授 日本文学・比較文化論 俳句における普遍妥当性の部面 外国人研究員 2002.09.01-2003.08.31 光田  和伸

2002 林  容澤 イム  ヨンテク 韓国 仁荷大学校 副教授 韓日比較文学・日本近代詩 日本近代詩と金素雲及び『朝鮮詩集』 外国人研究員 2002.09.01-2003.08.31 稲賀  繁美

2002 朴  銓烈 パク  ジョンユル 韓国 中央大学校文科大学 教授 民俗学、韓日比較文化論 日本芸能の精神世界について 外国人研究員 2002.12.01-2003.11.30 小松  和彦

2002 Kim, Le Choon キム  レチュン ロシア ロシア科学アカデミー  世界文学研究所 首席研究員 日本・東洋文学、比較文化 満州国と白系ロシア亡命 外国人研究員 2002.12.03-2003.03.31 劉  建輝

2003 王  成 ワン  チェン 中国 首都師範大学外国語学院 助教授
日本近・現代文学・文化中日比較
文学

修養の時代の読者と漱石文学 外国人研究員 2003.04.01-2004.03.31 鈴木  貞美

2003 陳  暉 チェン  フイ 中国 中国社会科学院亜太日本研究所 教授 文化史、女性史 東アジア家族の変遷 外国人研究員 2003.04.01-2004.03.31 落合  恵美子

2003 Baksheev, Evgeny Sergeevich

バクシェエフ  エフ
ゲーニー  セルゲ
エヴィッチ

ロシア 国立ロシア文化研究所 研究員 日本文化史
生と死の間の識閾に関する日本的・スラブ的見解の
比較研究

外国人研究員 2003.04.01-2004.03.31 小松  和彦

2003 Segers, Rien Theodor
セーヘルス  リー
ン  セオドア

オランダ フローニンゲン大学日本研究センター 所長、教授
文化・企業アイデンティティー、現代
日本研究

現代日本の文化的アイデンティティ 外国人研究員 2003.06.01-2003.11.30 園田  英弘

2003 LaFleur, William Roger
ラフルーア  ウィリ
アム  ロジャー

米国 ペンシルバニア大学 教授
日本の宗教・哲学・社会、比較倫理
学

H.ヨーナスと日本：生命倫理学の国際化 外国人研究員 2003.06.21-2003.12.22 栗山  茂久

2003 李  貞徳 リ  ジェンダー 台湾 台湾中央研究院歴史語言研究所 副研究員 女性史、医学史 伝統中国医学及び日本医学における月経概念 外国人研究員 2003.08.01-2003.12.31 栗山  茂久

2003 Misra, Bijay Anand
ミスラ  ビジェイア
ナンド

インド 都市計画建築研究学院 名誉教授 近郊地域計画・地方共同体開発
地方都市共同体ー構成地域の開発と自然災害対
策の必要性の変化における共同体の発展と統合

外国人研究員 2003.09.01-2004.05.31 白幡  洋三郎

2003 Donovan, Maureen Hildegarde
ドノバン  モーリー
ン  ヒルデガルド

米国 オハイオ州立大学図書館 準教授 図書館情報学、日本研究 日本に関する研究資料のオンライン・ガイド 外国人研究員 2003.08.01-2004.07.31 井波  律子

2003

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 準教授 近世日本史 参勤交代と日本文化 外国人研究員 2003.08.01-2004.07.22 白幡  洋三郎

2003 張  翔 ジャン  シャン 中国 復旦大学人文学院 教授 日本史
「封建・郡県」論を巡った中国と日本における思想連
環ー漢字文化圏における他国認識と自国改革ー

外国人研究員 2003.08.29-2004.08.28 園田  英弘

2003 閔  周植 ミン  ジョシク 韓国 嶺南大学校造形大学・大学院 教授 美学芸術学、美術史 日本における風流の美意識 外国人研究員 2003.09.01-2004.08.31 稲賀  繁美

2003 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 日本近代における文学と社会の対流 外国人研究員 2003.09.01-2004.08.31 鈴木  貞美

2003 Rybin, Victor Victorovich
リビン  ヴィクター
ヴィクトロヴィッチ

ロシア サンクトペテルブルグ大学 助教授 日本語・古文・音韻学
喜多川歌麿の「百千鳥狂歌歌合はせ」の詩学的言
語学的研究

外国人研究員 2003.09.15-2004.09.14 早川  聞多

2003 李  御寧 イ  オリョン 韓国 中央日報社 顧問 韓国文学、記号学 日韓文化における象徴とイメージの比較研究 外国人研究員 2003.10.01-2004.09.30 白幡  洋三郎

2003 Hausser, Jutta ハウザー  ユタ ドイツ ミュンヘン大学日本学研究所 助教授 国文学、民俗学
日本の語り物の伝統におけるアウトサイダー：変化
する生活感覚における模範としての鬼

外国人研究員 2003.10.01-2004.03.31 小松  和彦

2003 色音 セイン 中国 中国社会科学院民族研究所 教授 宗教人類学、民俗学 日本東北地方における巫女の宗教人類学的研究 外国人研究員 2003.12.01-2004.11.30 小松  和彦

2003 金  仁徳 キム  イントク 韓国 韓国国立中央博物館 学芸研究師 韓国近代史

戦間期日本における帝国主義文化と植民地文化の
衝突様相の研究ー在日韓国人社会の文化様相を
中心にー

外国人研究員 2003.12.01-2004.11.27 松田  利彦

2003 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）
１９世紀以後韓中日三国における新文明語彙の創
出と交流について

外国人研究員 2004.03.01-2005.02.28 鈴木  貞美

2004 Clarke, Hugh Denis Blake
クラーク  ヒューデ
ニスブレイク

オーストラリア シドニー大学 教授 日本語、日本文化 日豪文化交流史の研究 外国人研究員 2004.04.01-2004.06.30 園田  英弘

2004 Karlsson, Mats Arne
カールソン  マッツ
アーナ

スウェーデン ストックホルム大学 助教授 近代日本文学 日本型のリアリズム 外国人研究員 2004.04.01-2005.03.31 鈴木  貞美

2004 Ho, Hoa Hoang ホ  ホア  ホアン ベトナム 国立社会人文科学センター 部長 日本文化論・生活文化
京都（日本）とフェ-（ベトナム）における食文化の美
の比較

外国人研究員 2004.04.21-2005.03.31 小松  和彦

2004 Starrs, Roy Anthony
スタ-ズ  ロイ  ア
ンソニー

イギリス・カナダ オタゴ大学 教授 近代日本文学・思想史 明治・大正文学における国家のイメージ 外国人研究員 2004.07.01-2005.01.31 鈴木  貞美

2004 Pinnington, Noel John
ピニントン  ノエル
ジョン

イギリス アリゾナ大学 助教授 日本思想・日本文学 和算：その価値観と社会的背景 外国人研究員 2004.07.01-2005.06.30 栗山  茂久

2004 呉  咏梅 ウ  ヨンメイ 中国 北京日本学研究センター 専任講師 社会学・文化人類学 コマーシャル映像と日本の消費文化の構築 外国人研究員 2004.08.01-2005.07.31 山田  奨治

2004 McMullen, Ian James
マクマレン  イアン
ジェームズ

イギリス オックスフォード大学 教授 近代日本思想史 日本に於ける釈奠の歴史 外国人研究員 2004.09.01-2005.08.31 笠谷  和比古

2004 Kozyra, Agnieszka Helena
コズィラ  アグニェ
スカ  ヘレナ

ポーランド ワルシャワ大学東洋学研究所 助教授 日本の宗教・哲学・文学 近代日本における哲学概念の形成 外国人研究員 2004.09.01-2005.08.31 鈴木  貞美

2004 Galliano, Luciana
ガリアーノ  ル
チャーナ

イタリア ヴェニス大学 助教授 東アジア音楽・日本音楽・美学 日本音楽における時間の概念 外国人研究員 2004.09.16-2005.06.30 井波  律子

2004 馮  天瑜
フォン  ティエン
ユー

中国 武漢大学中国伝統文化研究センター 教授 歴史学・中国文化史
近代東アジアにおける二字熟語概念の成立に関す
る総合的研究

外国人研究員 2004.10.01-2005.08.31 劉  建輝

2004 Respicio, Norma Absing レスピシオ  ノー
マ  アブシン

フィリピン フィリピン大学 教授 伝統芸術史・美学 京都を中心とした伝統工芸  フィリピンとの比較にお
いて

外国人研究員 2004.10.07-2005.10.06 稲賀  繁美
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2004 Rotermund, Hartmut Otto ロタモンド  ハルト
ムート  オットー

フランス フランス国立高等研究院 教授 日本社会宗教史・仏教説話文学 明治期の日本と西洋ー内地雑居文献を通しての分
析

外国人研究員 2004.10.10-2005.04.09 小松  和彦

2004 池  明観 チ  ミョン  クヮン 韓国 翰林大学校日本学研究所 所長 思想史 1970年代及び1980年代における日韓関係に対する
比較思想史的研究

外国人研究員 2004.11.19-2005.05.18 千田  稔

2004 翟  新 ザイ  シン 中国 上海交通大学 副教授 政治学・東亜国際関係史・日中関
係論・日本政治外交史

近代日本の上海での文化事業－1937-45 外国人研究員 2004.12.01-2005.11.30 劉  建輝

2004 韓  錫政 ハン  サクジュン 韓国 東亜大学校 教授 歴史社会学、国家論 発展国家の系譜、満洲国から韓国まで 外国人研究員 2005.01.05-2006.01.04 劉  建輝

2004 Ibrahim, Ahmed Hassan イブラヒム  アー
ムド  ハッサン

エジプト カイロ大学 教授、学部長 地理学 中部及び近畿地方における都市化ーその比較研究 外国人研究員 2005.02.01-2005.07.31 鈴木  貞美

2004 Berglund, Bjorn ベルグルンド
ビョーン

スウェーデン ルンド大学 名誉教授 環境史 先史・歴史時代の人間活動と景観ー環境と社会の
変遷に関連してー

外国人研究員 2005.02.25-2005.05.31 安田  喜憲

2004 鄭  在貞 チョン  ジェチョン 韓国 ソウル市立大学校文理科大学 教授
近代韓日関係史、韓国と日本の歴
史教育、歴史認識

東アジア鉄道文化の比較史的研究ー20世紀前半
の日本・朝鮮・満洲・台湾を中心にして

外国人研究員 2005.03.01-2006.02.28 松田  利彦

2004 尹  相仁 ユン  サンイン 韓国 漢陽大学校 教授 近現代日本文学・比較文学、比較
文化

明治前期近代文学・美術制度の成立過程に関する
研究

外国人研究員 2005.03.01-2006.02.28 稲賀  繁美

2005 Wagner, Mayke ワグナー  マイク ドイツ ドイツ考古学研究所 副学科長
東アジア地理考古学、中国先史考
古学

縄文時代・弥生時代の日本とその周辺地域の環境
史と人間文化の相互関係の研究

外国人研究員 2005.04.01-2005.09.30 安田  喜憲

2005
Berque, Augustin laurent
Pierre

ベルク  オギュス
タン  ローレン  ピ
エール

フランス フランス国立社会科学高等研究院 教授 文化地理学、風土論 日本における住まいの風土性と持続性 外国人研究員 2005.04.01-2006.06.29 鈴木  貞美

2005 Laptev, Sergey ラプテフ  セルゲ
イ

ロシア ゴリキー文学学院 助教授 考古学、文化交流史 古代日本に於ける漢字文化の拡大に関する考古学
研究

外国人研究員 2005.07.01-2006.06.30 宇野  隆夫

2005 金  容儀 キム  ヨンウィ 韓国 全南大学校 助教授 民俗学、文化人類学
1600-1800年代東アジアにおける朝鮮通信使・江戸
上りの文化的意味およびその現 在的追求

外国人研究員 2005.08.01-2006.07.31 小松  和彦

2005 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 旧「満洲」における山田清三郎の研究 外国人研究員 2005.08.15-2006.08.14 劉  建輝

2005 Inouye, Charles Shiro イノウエ  チャー
ルズ  シロー

米国 タフツ大学 教授 近代日本文学 フィギュラリティと近代意識の発達 外国人研究員 2005.09.01-2006.08.31 鈴木  貞美

2005 周  維宏 ツォウ  ウェイホン 中国 北京日本学研究センター 教授、研究部主
任

日本史 近代におけるアジア農村の変貌－日中両国の比較
を通して

外国人研究員 2005.09.01-2006.08.31 白幡  洋三郎

2005 Makohonienko, Miroslaw マコホニエンコ  ミ
ロスロウ

ポーランド アダム ミツキェヴィチ大学  第四紀学地
生態学研究所

助教授 ヨーロッパ・アジア環境考古学 完新世の東アジアにおける人間と自然環境－立山
の環境変遷からみた立山信仰

外国人研究員 2005.09.01-2006.08.31 安田  喜憲

2005 孫  承 スン  チェン 中国 中国国際問題研究所 教授、学術委員
会副主任

日本史 中日近代化における士文化と武家文化との比較研
究

外国人研究員 2005.09.10-2006.09.09 笠谷  和比古

2005 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 上方歌舞伎と都市文化：役者、俳諧師、絵師 外国人研究員 2005.09.20-2006.09.19 早川  聞多

2005 Saleh, Adel Amin サーレ  アーデル
アミン

エジプト カイロ大学 専任講師 社会言語学、日本研究 日本型言語ナショナリズムにみる言語意識の変遷 外国人研究員 2005.10.01-2006.03.31 鈴木  貞美

2005 崔  博光 チェ  バッカン 韓国 成均館大学校 教授 比較文学
近世における東アジア三国の交流と文明の空間－
朝鮮通信使と燕行使を中心として 外国人研究員 2005.10.14-2006.06.30 笠谷  和比古

2005 Svambaryte, Dalia シュバンバリーテ
ダリア

リトアニア ビリニュス大学 講師 日本文化、日本文学 太平洋の島国のアイデンティティー 外国人研究員 2005.12.01-2006.11.30 小松  和彦

2005 Greiner, Christine グレーナー  クリ
スティーン

ブラジル サンパウロカトリック大学 教授 記号論、ボディーアート、日本文化 舞踏と歌舞伎における身体の解体 外国人研究員 2005.12.10-2006.03.12 栗山  茂久

2005 Schneider, Roland
シュナイダーロー
ラント

ドイツ ハンブルク大学 教授（学科長） 日本語史、日本文学史

中世における庶民と小歌－『宗安小歌集』の研究を
軸として：異本考証・独訳と注釈・内容分析

外国人研究員 2006.01.05-2006.05.31
マルクス  リュッ
ターマン

2006 Powell, Brian William Farvis

パウエル  ブライ
アン  ウィリアム
ファーヴィス

イギリス オックスフォード大学ケブルカレッジ 名誉フェロー 日本演劇 近代演劇史における関西の役割 外国人研究員 2006.04.01-2006.09.30 白幡  洋三郎

2006 Kyburz, Josef Antonius キブルツ  ヨセフ
アントニウス

フランス/ スイス フランス国立科学研究センター 教授 民族学・宗教人類学・思想史 フランク・コレクションのお札の研究 外国人研究員 2006.04.01-2006.12.31 小松  和彦

2006 Segers, Rien Theodor
セーヘルス  リー
ン  セオドア

オランダ フローニンゲン大学日本研究センター 教授、所長
文化･企業アイデンティティー現代
日本研究

新しい日本に向って－現代日本の文化的アイデン
ティティーに関する認識の相違を埋める－

外国人研究員 2006.06.01-2007.05.31 川勝  平太

2006 Palmer, Edwina パーマー  エド
ウィナ

イギリス/ ニュージー
ランド

カンタベリー大学 シニアレクチャ
ラー

地理学・人類学 ニュージーランドでの高等学校社会科カリキュラム
における日本に関する項目内容

外国人研究員 2006.07.01-2006.11.30 千田  稔

2006 Eskildsen, Robert Alan エスキルドセンロ
バート  アラン

米国 スミス大学 助教授 日本史 万国像の屈折－近世日本における文明と野蛮の画
像－

外国人研究員 2006.07.01-2007.04.30 James Baxter

2006 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 日本の科学哲学：その20世紀における発展 外国人研究員 2006.08.01-2006.11.30 園田  英弘

2006 George, Pullattu Abraham ジョージ  プラッ
トゥ  アブラハム

インド ジャワハルラル・ネルー大学 準教授 日本文学（明治期） 宮沢賢治作品に見られる普遍性、東洋性及び民俗
性の考察

外国人研究員 2006.08.01-2007.07.31 小松  和彦

2006 張  哲俊 ジャン  ジェジュン 中国 北京師範大学文学院 副教授 中日比較文学、比較文化 「物」の交流と中日文学 外国人研究員 2006.09.01-2007.08.31 劉  建輝
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2006 呂  莉 ロ  リ 中国 中国社会科学院外国文学研究所 助教授 日本文学（万葉集） 人麻呂と漢詩－修辞法を中心にー 外国人研究員 2006.09.01-2007.08.31 井波  律子

2006 陸  留弟 ル  リュディ 中国 華東師範大学外国語学院 教授 茶の芸・道観から見た中日茶文化の違い 外国人研究員 2006.09.10-2007.09.09 鈴木  貞美

2006 Papalexandropoulos, Stylianos

パパレクサンドロ
ポロス  スティリア
ノス

ギリシャ アテネ大学 準教授 日本の宗教・仏教 道元における真実の概念 外国人研究員 2006.10.01-2007.03.31 笠谷  和比古

2006 Svetanant, Chavalin サウェッタナン
チャワーリン

タイ チュラロンコン大学 専任講師 言語学・思想学・比較文化的歴史
的映像と社会的行動

タイと日本のメディアにおける青少年をめぐるディス
コース

外国人研究員 2006.10.01-2007.09.30 山田  奨治

2006 Zayas, Cynthia Neri
ザヤス  シンチャ
ネリ

フィリピン フィリピン大学国際研究センター 準教授 文化人類学・海洋学

石製潮止堰とアジア太平洋諸島民の石文明－沖
縄、ポンフー島、フィリピン諸島、インドネシア諸島－ 外国人研究員 2006.10.01-2007.09.30 川勝  平太

2006 Tran, Thi Chung Toan チャン  ティ  チュ
ン  トアン

ベトナム ベトナム国立大学大学院 副学科長 言語学・日本文化 宮本常一の日本人と日本文化理解 外国人研究員 2006.10.15-2007.09.20 白幡  洋三郎

2006 Tomar, Rajendra トマル  ラジェンド
ラ

インド ジャワハルラル・ネルー大学 客員教授 日本史・日本社会・インド日本比較
文化

ヒンドゥー教と神道 外国人研究員 2006.12.01-2007.07.31 小松  和彦

2006 Espinas, Milagros Ragos
エスピナス  ミラグ
ロス  ラゴス

フィリピン フィリピン大学アジアセンター 教授 国際関係学
日本におけるフィリピン女性労働者：その社会的政
治的意識とフィリピン国家に対する影響

外国人研究員 2006.12.01-2007.08.31 猪木  武徳

2006 Sarkar Arani, Mohammad Reza
サルカール  アラ
ニ  モハメド  レザ

イラン アラーメ・タバタバイ大学 助教授 教育学 学校文化と教師文化に関する比較研究 外国人研究員 2006.12.04-2007.08.31 渡辺  雅子

2006 李  均洋 リ  ジュンヤン 中国 首都師範大学外国語学院 教授 日本文学・日本文化 出雲大社の哲学思想についての研究 外国人研究員 2007.01.05-2007.07.04 千田  稔

2007 Giannnakopoulou, Ioulia Karali ヤナコプル  イオ
ウリア  カラリ

ギリシャ アテネ大学歴史考古学科 教授 環境考古学 エーゲ海新石器時代の貝文化-日本の縄文・弥生と
の比較

外国人研究員 2007.04.01-2007.07.31 安田  喜憲

2007 金  榮哲 キム  ヨンチョル 韓国 漢陽大学校国際文化大学日本言語文
化学部

教授 日本近世文学（浮世草子） 朝鮮と江戸時代の文芸に表れる遊興の美意識の比
較研究

外国人研究員 2007.04.01-2008.03.31 早川  聞多

2007 PAI, Hyung Il ペイ  ヒュンイル 米国 カリフォルニア大学サンタバーバラ校東
アジア言語文化学科

準教授 人類学、考古学 観光産業と"日本文化財"の宣伝：博物館、記念物
と先祖遺産のマーケティング

外国人研究員 2007.04.01-2008.03.28 山田  奨治

2007
Campagnolo, Gilles Jean-
Pierre

カンパニョーロジ
ル ジャン・ピエー
ル

フランス

フランス国立科学研究センター
（CNRS） 研究員 哲学、経済学

日本の近代化を論じた「外書」－日文研および関西
の図書館を利用して

外国人研究員 2007.04.01-2008.03.31 猪木  武徳

2007 王  維坤 ワン  ウェイクン 中国 西北大学国際文化交流学院 副院長 考古学、歴史学 古代中国と日本の都城・墓制文物交流の研究 外国人研究員 2007.04.01-2008.03.31 宇野  隆夫

2007 汪  宏倫 ワン  ホンリン 台湾 台湾中央研究院社会学研究所 準研究員 歴史社会学
日中に於ける歴史を書く政治：そのフィーリング、価
値観及びモダニティーの未完成プロジェクト

外国人研究員 2007.07.01-2008.06.30 牛村  圭

2007 Ruppert, Brian Douglas ルパート  ブライ
アン  ダグラス

米国 イリノイ大学アーバナシャンペーン校東
アジア言語文化学科

準教授 日本宗教史 日本中世後期における経蔵・書写活動及び寺院
ネットワークの変遷

外国人研究員 2007.07.01-2008.06.30 Patricia Fister

2007 De Ferranti, Hugh Barry デフェランティ
ヒュー  バリー

オーストラリア ニューイングランド大学言語文化学科 助教授 音楽学 音楽体験から観た日本の近代：世界大戦間の大阪
を例に

外国人研究員 2007.08.01-2008.01.31 細川  周平

2007 Girard, Frederic Rene Robert

ジラール  フレデ
リック  リーン  ロ
バート

フランス フランス国立極東学院 研究員 日本仏教史、思想史、哲学 中世に於ける宗教・思想の研究 外国人研究員 2007.08.01-2008.07.31 稲賀  繁美

2007 金  貞恵 キム  ヨンヘ 韓国 釜山外国語大学校東洋語大学日本語
学部

教授 日本近現代文学、日韓比較文学 在日コリアン文学に表れたディアスポラの様相と意
味

外国人研究員 2007.09.01-2008.08.31 松田  利彦

2007 Molasky, Michael S. モラスキー  マイ
ケルS.

米国 ミネソタ大学アジア言語文学科 準教授 近代日本文学、文化史、近代沖縄
文学

ジャズ喫茶と戦後日本文化 外国人研究員 2007.09.01-2008.08.31 細川  周平

2007 周  見 ゾウ  ジャン 中国 中国社会科学院世界経済政治研究所 教授 比較経営史、日本経済 渋沢栄一と近代中国 外国人研究員 2007.09.01-2008.08.31 猪木  武徳/劉
建輝

2007 Lindberg-Wada, Karin 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 世界文学史の中の日本文学 外国人研究員 2007.10.01-2008.08.31 鈴木  貞美

2007 Tyler, William Jefferson
タイラー  ウィリア
ム  ジェファーソン

米国 オハイオ州立大学東アジア言語文学科 準教授 近代日本文学・言語・文化
世界に石川淳を紹介する（その第三段）-壮年期代
表作『荒魂』の英訳

外国人研究員 2007.10.01-2008.09.30 鈴木  貞美

2007 Jain, Purnendra Chandra ジェイン  プルネン
ド  ラチャンドラ

オーストラリア アデレード大学アジア研究センター 教授 近現代日本文学 日本の選択：急成長する中国と浮上するインドの間
で

外国人研究員 2007.11.01-2008.01.31 猪木  武徳

2007 Vovin, Alexander ボビン  アレキサ
ンダー

米国 ハワイ大学マノア校東洋言語･文学部
日本語

教授 言語学・日本語の歴史 『万葉集』の英語全注釈と翻訳 外国人研究員 2008.01.10-2008.12.31 光田  和伸

2007 金  弼東 キム  ピルドン 韓国 世明大学校日本語学科 副教授 日本近現代の民衆意識研究 日本の「東アジア経済圏」構想と「アジアアイデン
ティティ」に関する研究

外国人研究員 2008.03.01-2009.02.28 小松  和彦

2007 王  中忱 ワン  ゾンチェン 中国 清華大学人文社会科学院 教授 比較文学・近代中国比較文化史 近代知としての「満蒙」及び「満蒙史」研究の設立と
その行方

外国人研究員 2008.03.01-2009.02.28 劉  建輝

2008 Tokita, Alison トキタ  アリソン オーストラリア モナシュ大学 准教授 日本舞台芸術（音楽） 両世界大戦間(1918-1938年）の大阪における音楽
と近代

外国人研究員 2008.04.01-2009.03.31 細川  周平

2008 蔡  敦達 ツァイ  トゥンダァ 中国 同済大学  外国語学院  日本学研究所 教授 日本語教育・日本研究 日本文明における長江文明の摂取 外国人研究員 2008.04.01-2008.09.03 安田  喜憲

2008 Bhan, Kuldeep バーン  クル
ディープ

インド マハラジャサラジラオ大学 教授 東アジア考古学 インド考古学へのGISの応用 外国人研究員 2008.06.03-2009.03.20 宇野  隆夫

2008 Hughes, David ヒューズ  デビッド 米国／イギリス ロンドン大学SOAS シニアレクチャ
ラー

日本音楽 日本民謡の将来：保存会とコンクールの役割と影響 外国人研究員 2008.07.01-2008.12.15 細川  周平
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2008 Kaputu, Felix
カプトゥ  フェリック
ス

コンゴ民主共和国
ルブンバシ大学  アフリカ文学・宗教学
専攻

教授

古代宗教、ジェンダー、文学
（アフリカ文学、英文学、神話）、口
述歴史

北日本の”いたこ”現象と中央アフリカの "Mikishi"
－社会宗教学的比較研究

外国人研究員 2008.07.01-2009.03.31 稲賀  繁美

2008 Schamoni, Wolfgang シャモニ  ウルフ
ガング

ドイツ ハイデルベルク大学  日本学科 名誉教授 日本文学 十八・十九世紀の自伝・伝記文学の研究 外国人研究員 2008.10.01-2009.03.31 鈴木  貞美

2008 Meutia, Ami ムティア  アミ インドネシア
インドネシア科学研究所  陸水学研究セ
ンター

研究員
水環境学（湖沼、河川、湿地、廃水
利用法等）

環境サステイナビリティにおけるローカルノレッジの
役割、インドネシア・マンニンジョウ湖と日本・琵琶湖
の比較研究

外国人研究員 2008.10.01-2009.03.31 安田  喜憲

2008 林  慶花 (LIM Kyounghwa) イム  キョンファ 韓国 成均館大学校  東アジア学術院 研究教授 東アジア比較文学（詩歌） 帝国の声・民族の声－近代東アジアにおける「民
謡」言説比較

外国人研究員 2008.11.01-2009.03.31 細川  周平

2008 Martinez, Mauricio マルティネス  マ
ウリシオ

コロンビア ロス・アンデス大学・エクステルナド大学
アジア研究科

教授 音楽学、アジア舞台芸術 スペイン語版インターネット日本芸能百科事典 外国人研究員 2008.07.01-2009.06.30 細川  周平

2008 趙  政男 チョウ  チンナム 韓国 高麗大学校政経大学 教授・学長 比較政治学、民族問題、東北亜地
域研究

現代日本の政治理念研究 外国人研究員 2008.08.01-2009.07.31 松田  利彦

2008 雷  国山 レイ  グォシャン 中国 南京大学外国語学院 助教授 日本の歴史と文化、中日関係史
（近代）

武士道総合研究 外国人研究員 2008.09.01-2009.07.31 笠谷  和比古

2008 Dalissir, Michel ダリシエ  ミシェル フランス 中国日本チベット文明研究センター  同
志社大学

研究員 現代日本哲学 日本現代哲学についての研究 外国人研究員 2008.09.01-2009.08.31 稲賀  繁美

2008 胡  宝華 フウ  バオフア 中国 南開大学歴史学院 副教授 中国の中世史 二十世紀における日本学者の中国史研究 外国人研究員 2008.09.01-2009.08.31 井波  律子

2008 河名サリ カワナ  サリ 日本 マサチューセッツ大学 助教授 近代日本文学、比較文学 どこでもドアを抜けて：マンガ文化と日本の視覚文
化

外国人研究員 2009.01.01-2009.05.31 山田  奨治

2009 Cook, Theodore F. クック  セオドア 米国 ウィリアムパターソン大学 教授 日本史・軍事史 全面戦争中の文化 ―日本の体験 外国人研究員 2009.05.01-2009.08.25 James Baxter

2009 Hebert, David ハバート  デイ
ヴィッド

米国 シベリウス音楽院 教授 音楽学、教育政策 日本の吹奏楽作品にみるトランスカルチャレーショ
ンとハイブリディティ

外国人研究員 2009.06.01-2009.08.31 細川  周平

2009 蔡  慧玉 ツァイ  フイユー 台湾 中央研究院台灣史研究所 副研究員
日本の台湾支配、日本帝国殖民行
政の比較研究

「湾岸」：日本人街庄長の分析（1920- 1945）を例と
して―植民地官僚と日本の台湾支配の一考察

外国人研究員 2009.04.01-2009.11.30 松田  利彦

2009 Jindal, Anu ジンダル  アヌ インド 画家・日本美術史研究家 日本美術史 美女の理想としての領域：浮世絵とインド細密画 外国人研究員 2009.03.01-2010.02.28 早川  聞多

2009 Pham, Giang Thi Thu ファム  ザン  ティ
トゥ

ベトナム ハノイ国家大学付属人文社会科学大学 専任講師 日本仏教史、特に江戸時代の浄土
真宗の思想

日本仏教における肉食妻帯問題―その実態および
思想的特徴―

外国人研究員 2009.07.01-2010.02.28 末木  文美士

2009 Hladik, Murielle ラディック  ミュリ
エール

フランス サンテチエンヌ国立高等建築学校 准教授 建築と美学の相互関係論、芸術哲
学、建築理論

建築と庭園―東洋と西洋における交流の展望 外国人研究員 2009.07.01-2010.02.28 稲賀  繁美

2009 陳  玲 チェン  リン 中国 清華大学ジャーナリズム&コミュニケー
ション学部

准教授 メディア・アート理論、ビジュアル・コ
ミュニケーション

京都祇園祭―異文化”共存”の歴史的モデルとして 外国人研究員 2009.04.01-2010.03.31 山田  奨治

2009 Siderer, Yona シデラー  ヨナ イスラエル エルサレム・ヘブライ大学東アジア学科 シニアレクチャ
ラー

日本科学技術史  太陽光発電 日本の近現代化学史 外国人研究員 2009.04.01-2010.03.31 Frederik CRYNS

2009 尹  海東 ユン  ヘドン 韓国 成均館大学校東アジア学術院 研究教授 韓国近代史・東アジア史 国家としての朝鮮総督府 外国人研究員 2009.04.01-2010.03.31 松田  利彦

2009 蒋  立峰 ジャン  リーフェン 中国 中国社会科学院日本研究所 教授 中日関係、近現代日本政治史、日
本政治

日本文化と日本人 外国人研究員 2009.08.01-2010.03.31 笠谷  和比古

2009 許  南麟 ホ  ナムリン カナダ ブリティッシュコロンビア大学 准教授 日本の宗教文化 秘仏の誘い ―開帳と日本近世の宗教文化 外国人研究員 2009.06.01-2010.05.31 小松  和彦

2009 May, Ekkehard マイ  エッケハルト ドイツ フランクフルト大学 名誉教授 近世日本文学、俳句、俳文 芭蕉俳文の研究 外国人研究員 2009.12.01-2010.05.31 白幡  洋三郎

2009 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

満州事変の再考察：日中関係史における位置づけ 外国人研究員 2009.07.01-2010.06.30 劉  建輝

2009 野原  博淳 ノハラ  ヒロアツ 日本 フランス国立科学研究センター 労働経済社会研
究所研究員

労働経済学、技術革新の経済学 バイオテクノロジーの社会経済モデル：日仏比較 外国人研究員 2009.07.01-2010.06.30 井上  章一（猪
木  武徳）

2009 Angles, Jeffrey アングルス  ジェ
フリー

米国 ウェスタン・ミシガン大学 准教授 近現代日本文学 日本における翻訳の文化の歴史 外国人研究員 2009.08.30-2010.08.29 鈴木  貞美

2009 林  志弦 イム  ジヒュン 韓国 漢陽大学校 比較歴史文化研
究所所長

ポーランド近代史、世界史、比較史 犠牲者意識の民族主義 外国人研究員 2009.09.01-2010.08.31 鈴木  貞美

2009 李  相燦 イー  サンチャン 韓国 ソウル大学校 助教授 韓国近代史 明治期近代文書管理制度成立過程研究 外国人研究員 2009.09.01-2010.08.31 松田  利彦

2009 趙  維平 チャオ  ウェイピン 中国 上海音楽学院 教授 中国古代音楽史、東洋音楽史
東アジアにおける中国音楽の需要に関する研究－
日本、朝鮮、ベトナム宮廷音楽の初期史を中心に

外国人研究員 2009.09.01-2010.08.31 細川  周平

2009 Harries, Phillip ハリス  フィリップ イギリス オックスフォード大学 クイーンズカレッ
ジ  フェロー

和歌、日本文学 奈良･平安初期の和歌における地名の使い方 外国人研究員 2009.09.01-2010.08.31 稲賀  繁美

2009 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

新世界ブラジルおける日本的教育文化の越境と展
開

外国人研究員 2010.01.01-2010.12.31 井上  章一

2010 Faure, Bernard
フォール  ベル
ナール

フランス／米国 コロンビア大学
教授（日本宗教学
センター所 長）

中世日本の宗教と社会
中世日本宗教の一側面  三天信仰（弁財天、茶吉
尼天、聖天）について

外国人研究員 2010.04.02-2010.06.30 小松  和彦

2010 崔  官 チェ  グワァン 韓国 高麗大学校 日本研究センター
所長

近世日本文学、日韓比較文学比較
文化

戦争・記憶・想像力 外国人研究員 2010.06.01-2011.02.28 笠谷  和比古
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2010 Rosenbaum, Roman ローゼンバウム
ローマン

オーストラリア シドニー大学 名誉アソシエイト 日本文学、大衆文化 日本の戦後文化研究：戦争の傷跡と焼け跡、闇市
世代

外国人研究員 2010.04.01-2011.03.31 鈴木  貞美

2010 高  崇文 カオ  チョンウェン 中国 北京大学考古文博学院 院長 考古学 研究課題名 外国人研究員 2010.04.01-2011.03.31 宇野  隆夫

2010 呉  京煥 オウ  キョンファン 韓国 釜山大学校 教授 日本近代文学 日本浪漫派とアジア 外国人研究員 2010.04.01-2011.03.31 劉  建輝

2010 Suleymenova, Aida スレイメノヴァ ア
イーダ

ロシア 極東国立総合大学 東洋学部 准教授 近代日本文学 20世紀前半の北東アジアにおけるロシア亡命人の
文芸詩と近代短歌

外国人研究員 2010.04.01-2011.03.31 劉  建輝

2010 魏  大海 ウェイ  ターハイ 中国 中国社会科学院外国文学研究所 研究員（教授） 近現代日本文学
日中近代文学ジャンルの比較研究 ―「純文学」「大
衆文学」「私小説」「心境小説」などを中心に

外国人研究員 2010.06.01-2011.05.31 鈴木  貞美

2010 George, Pullattu Abraham ジョージ  プラッ
トゥ  アブラハム

インド ジャワハルラル・ネルー大学 教授 明治期の日本文学、宮沢賢治研究 文学の中の宗教と民間伝承の融合：宮沢賢治の世
界観の再検討

外国人研究員 2010.06.01-2011.05.31 小松  和彦

2010 康  志賢 カン  ジヒョン 韓国 全南大学校 副教授
近世文芸（江戸戯作、歌舞伎、浮
世絵）

小説から浮世絵へ、越境する江戸表象文化考－
〈膝栗毛もの〉の図様継承史を端緒に－

外国人研究員 2010.07.01-2011.06.30 早川  聞多

2010 Tsigova, Boyka Elit ツィゴヴァ  ボイカ
エリット

ブルガリア 「聖クリメント・オフリドスキ」ソフィア大学 教授 日本文学、日本文化 京都禅寺における普遍概念の表現 外国人研究員 2010.07.01-2011.06.30 白幡  洋三郎

2010 Wada-Marciano, Mitsuyo ワダ  マルシアー
ノ  ミツヨ

日本 カールトン大学 准教授 日本映画・映像文化史 1950年代日本映画における「戦後」の構築 外国人研究員 2010.08.01-2011.07.31 細川  周平

2010 徐  載坤 ス  ゼコン 韓国 韓国外国語大学校 副教授 日本近代詩 日本現代文学と戦争表象 外国人研究員 2010.09.01-2011.08.31 牛村  圭

2010 韓  東育 ハン  ドンユ 中国 東北師範大学歴史文化学院 教授（院長） 東アジア思想史 近世日本における知の再編と来日儒学者・朱舜水 外国人研究員 2010.10.01-2011.09.30 劉  建輝

2010 王  鉄軍 ワン  ティエジュン 中国 遼寧大学日本研究所 副研究員 日本近代政治史、中国東北地方史 戦前日本植民地官僚制度研究―台湾総督府と関
東庁との比較を中心として

外国人研究員 2010.10.01-2011.09.30 松田  利彦

2010 Nguyen, Thi Thanh Tam グエン  ティ  タン
タム

ベトナム ベトナム科学技術協会技術開発研究所 副所長 日本経済と日本文化 ベトナム高等教育における「日本文化」教育のため
の基礎的研究

外国人研究員 2010.11.01-2011.10.31 白幡  洋三郎

2011 Vialle, Cynthia
フィアレー  シンシ
ア

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

オランダから江戸まで  ―徳川時代における東イン
ド会社の献上品
オランダ東インド会社による日本の漆器の貿易

外国人研究員 2011.04.01-2011.08.31 Frederik CRYNS

2011 金  哲 キム  チョル 韓国 延世大学校 教授 韓国近現代文学
韓国の近代における公と私という問題  ―韓国の小
説と「私的公共性」という問題を中心として

外国人研究員 2011.04.01-2012.02.29 鈴木  貞美

2011 朴  賛勝 パク  チャンスン 韓国 漢陽大学校東アジア文化研究所 所長 韓国近代史 1920・30年代日本の新聞・雑誌の朝鮮流入 外国人研究員 2011.05.01-2012.02.29 松田  利彦

2011 王  确 ワン  チュエ 中国 東北師範大学文学院 院長 美学、文芸学、中国近代美学史 植民地近代国家の夢と「満州国」美術展 外国人研究員 2011.04.01-2012.03.31 劉  建輝

2011 Roh, Daniel ロー  ダニエル 韓国 （社）東アジア平和投資プログラム 代表 政治経済学 戦後日韓関係の心理構造 外国人研究員 2011.04.01-2012.03.31 戸部  良一

2011 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

外国人研究員 2011.07.01-2012.03.31 戸部  良一

2011 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

日本説話における鬼神世界―ベトナムとの比較 外国人研究員 2011.06.01-2012.05.31 小松  和彦

2011 Bonnin, Philippe ボナン  フィリップ フランス フランス国立科学研究センター
（CNRS）

教授 建築学、空間の人類学 仕掛けと概念：空間と時間の日仏比較建築論 外国人研究員 2011.06.01-2012.05.31 稲賀  繁美

2011 Hickey, Gary James ヒッキ―  ギャリー
ジェィムズ

オーストラリア クイーンズランド大学英語・メディア研
究・美術史学科

美術館研究主査 文化的な相違：オーストラリアと日
本

明治初年の浄土真宗海外教状視察団と近代日本
の「宗教」概念形成

外国人研究員 2011.07.01-2012.06.30 早川  聞多

2011 楊  暁捷 ヤン  ショオジェ カナダ カルガリー大学 教授 日本中世文学 デジタル環境が創成する古典画像資料研究の新時
代

外国人研究員 2011.07.01-2012.06.30 小松  和彦

2011 Krämer, Hans Martin クレーマ  ハンス
マーティン

ドイツ ルール大学ボッフム 准教授 日本史 明治初年の浄土真宗海外教状視察団と近代日本
の「宗教」概念形成

外国人研究員 2011.09.01-2012.06.30 John BREEN

2011 都  珍淳 ド  ジンスン 韓国 昌原大学校  人文大学史学科 教授 韓国現代史 19世紀開港に対する韓・中・日の記憶と記念に関す
る比較研究

外国人研究員 2011.09.01-2012.08.31 松田  利彦

2011 劉  克申 リュウ  クーシュン 中国 上海対外貿易学院日本語学部 教授 日本文化 日本医学史に関する研究 外国人研究員 2011.10.01-2012.09.30 稲賀  繁美

2011 徐  興慶 ジョ  コウケイ 台湾
台湾大学日本語文学系・日本語文学研
究所

教授兼系主任・所
長

中日文化交流史、中日思想交流
史、台日教育交流史、翻訳及び日
本語教育

近代日本知識人の中国観 ―伝統と近現代の葛藤
における徳富蘇峰の視点とその役割― 外国人研究員 2011.10.01-2012.09.30 劉  建輝

2011 刘  岳兵 リュウ  ユェビン 中国 南開大学日本研究院 教授 日本思想史、中日思想交流史 前近代の日本における中国認識とその変遷 ―18
世紀を中心に

外国人研究員 2011.11.01-2012.10.31 笠谷  和比古

2012 大貫  恵美子 オオヌキ  エミコ 米国 ウィスコンシン大学

ウィリアム ヴァイ
ラス研究専門教
授

象徴人類学、歴史人類学、共同体
の自己意識、医療人類学 ミリタリズムにおける美意識の役割 外国人研究員 2012.04.01-2012.08.31 井上  章一

2012 韋  立新 ウイ リーシン 中国 広東外語外貿大学 東方語言文化学
院 教授

日本文化、日本仏教史、中日文化
交流史

仏教の生命観―中世から近代まで 外国人研究員 2012.04.01-2013.03.31 鈴木  貞美
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2012 金  哲会 ジン ジェフィ 中国 北京語言大学

出国留学人員培
訓部日本語教研
室 教授

日本語、日本文学、日本文化 日本人の死生観―武士道からのアプローチ 外国人研究員 2012.04.01-2013.03.31 荒木  浩

2012
Soyombo, Borjigin
Lubsangjabyn

ソヨンボ  ボルジ
ギン  ルブサン
ジャボン

モンゴル チョイ・ルブサンジャブ言語文明大学 教授 民俗学、文化人類学
モンゴルのシャーマニズムと日本の神道：伝統的宗
教信仰及び実践の比較研究

外国人研究員 2012.04.01-2013.03.31 John BREEN

2012 Quenzer, Jörg B. クヴェンツァーヨー
ク B.

ドイツ ハンブルク大学 教授 国文学 夢と表象―メディア・歴史・文化 外国人研究員 2012.07.01-2012.09.30 荒木  浩

2012 Kulatilaka KUMARASINGHE クラティラカ  ク
マーラシンハ

スリランカ民主社会
主義共和国

ケラニア大学 教授 日本伝統演劇、文芸批評 シンハラ演劇と日本伝統芸能の影響 外国人研究員 2012.06.01-2013.03.31 荒木  浩

2012 Cook Jr., Theodore F. クック  Jr.  セオド
ア  F.

米国 ウィリアム・パターソン大学 教授 近代日本史、比較的軍事史、戦争
と社会

日本文化形成と戦争の記憶 外国人研究員 2012.06.01-2013.01.13 鈴木  貞美（劉
建輝）

2012 Zoughari, Kacem ズガリ カセム フランス フランス国立東洋言語文化大学 研究者

日本歴史学、古伝武道の歴史、忍
術の歴史、伝授法の歴史、古伝武
道の人間工学

日本とヨーロッパの古伝武術の伝授方法の共通点 外国人研究員 2012.07.18-2013.06.30 笠谷  和比古

2012 張  翔 チョウ ショウ 中国 復旦大学 歴史系  教授
日本近世近代史、東アジア思想、
文化史

「心身／身心」と「環境」の哲学―東アジアの伝統的
概念の再検討とその普遍化の試み―

外国人研究員 2012.10.01-2013.03.31 伊東  貴之

2012 Andreeva, Anna Victorovna アンドレーワ アン
ナ

ロシア ハイデルベルク大学  カール・ヤスペル
ス・センター

アカデミックフェ
ロー

日本宗教、日本前近代文化、宗教
史

中世・近世日本における仏教とその地域的応用パ
ターン

外国人研究員 2012.11.01-2013.06.30 末木  文美士

2012 魯  成煥 ノ  ソンファン 韓国 蔚山大学校人文大学 教授 韓日比較神話、比較民俗 日本の神になった朝鮮人（―文禄、慶長の朝鮮捕
虜を中心に―）

外国人研究員 2012.08.01-2013.07.31 松田  利彦

2012 陳  小法 チェン  シャオ
ファー

中国 浙江工商大学 准教授 日明文化交流史、日本中世史 遣明使と大運河―策彦周良を中心に― 外国人研究員 2012.09.01-2013.08.31 榎本  渉

2012 林  志宣 イム  ジソン 韓国 延世大学校 教授 現代音楽、作曲

民族主義的な形式を取る現代音楽の超民族的な
様相
―韓国と日本の作曲家の伝統楽器適用の研究―

外国人研究員 2012.09.01-2013.08.31 細川  周平

2012 Kuitert, Wybe カウテルト ウィー
ベ

オランダ ソウル国立大学環境大学院 准教授 景観史、景観計画・デザイン・設計 ルイ14世からのヨーロッパ庭園論争と日本情報 外国人研究員 2012.09.01-2013.08.31 白幡  洋三郎

2012 徐  勇 ジョ  ユウ 中国 北京大学歴史学系 教授 中国近代史、中日関係史、軍事史 近代中国と日本の軍政関係研究（1895- 1982） 外国人研究員 2012.10.01-2011.09.30 戸部  良一

2013 鄭  灐 チョン  ヒョン 韓国 檀國大學校日本研究所 所長 日本近世文学、日本文化論、日本
思想

韓日の近世小説と仏教 外国人研究員 2013.04.01-2013.06.30 末木  文美士

2013 陸  留弟 リク  リュウテイ 中国 華東師範大学外国語学院 教授 日本文化（茶の湯を中心に） 日本庭園研究へのアプローチ―露地の
「用」と「景」

外国人研究員 2013.04.01-2013.09.30 白幡  洋三郎

2013 厳  紹璗 ゲン  ショウドウ 中国 北京大学  比較文学・比較文化研究所 教授兼所長 中日古代比較文学、比較文化 中国から『古事記』を読む 外国人研究員 2013.06.01-2013.08.31 劉  建輝

2013 Haijima, Agnese ハイジマ アグネ
セ

ラトビア ラトビア大学 助教授 日本語・日本文化 夢と表象-メディア・歴史・文化 外国人研究員 2013.06.01-2013.08.31 荒木  浩

2013 Thomsen, Hans トムセン ハンス 米国 チューリッヒ大学 教授 日本美術史（浮世絵） 春画の中の言葉 外国人研究員 2013.07.01-2013.09.30 早川  聞多

2013 Tran Thi Hoang Mai
チャン  ティ  ホア
ン  マイ

ベトナム
ベトナム社会科学院附属東北アジア研
究院・情報図書センター

所長 情報学、日本言語学
日本の図書館におけるデジタル化環境下の書誌コ
ントロール  ーベトナムの図書館と比較研究ー

外国人研究員 2013.02.01-2013.11.30 山田  奨治

2013 Foster, Michael Dylan フォスター マイケ
ル  ディラン

米国 インディアナ大学 准教授 民俗学、文学、文化研究 妖怪文化、年中行事、祭、儀礼、観光の研究、ユネ
スコ

外国人研究員 2013.01.01-2013.12.31 山田  奨治

2013 徐  禎完 スー  ジョンワン 韓国 翰林大学校  日本学科 教授 能楽史、芸能史 植民地朝鮮における文化権力としての能 外国人研究員 2013.04.01-2014.02.28 松田  利彦

2013 根川  幸男 ネガワ  サチオ 日本 ブラジリア大学 准教授 移民史、エスニック文化研究

日本的教育文化など複数地域展開に関する比較研
究-ブラジル・フィリピン・ハワイ・アメリカの日系教育
史を中心に

外国人研究員 2013.04.01-2014.03.31 井上  章一

2013 戴  暁芙 タイ  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・金融、中日経済の比較 中日高度成長のメカニズムの比較研究 外国人研究員 2013.07.01-2014.03.31 井上  章一

2013 Kovalchuk, Marina コヴァルチュク マ
リーナ

ロシア 日本交流基金 日本研究フェロー
シップ

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 外国人研究員 2013.07.01-2014.06.30 戸部  良一

2013 高馬  京子 コウマ  キョウコ 日本 ミコラスロメリス大学

人文研究科応用
言語学科准教
授、同アジアセン
ター長

言語文化学、(異文化)コミュニケー
ション、大衆文化研究(主にファッ
ション研究)、  言語教育(日、仏) 越境文化としての「カワイイ」とその原点 外国人研究員 2013.09.01-2014.08.31 山田  奨治

2013 唐  権 トウ  ケン 中国 華東師範大学 准教授 日中文化交流史、日中比較文化 近世中国に於ける日本語受容と和文学創作に関す
る研究

外国人研究員 2013.09.01-2014.08.31 井上  章一

2013 朴  暎美 パク  ヨンミ 韓国 二松学舎大学 客員研究員

近代韓国漢文学批評、近代韓国漢
詩、近代韓国儒学、韓日の比較文
学（漢文学）

韓国における近代的‘知’の形成-服部宇之吉を中
心として

外国人研究員 2013.09.01-2014.08.31 松田  利彦

2013 劉  暁峰 リュウ  ギョウホウ 中国 清華大学 教授 日本歴史、民俗学 大嘗祭研究 外国人研究員 2013.09.01-2014.08.31 倉本  一宏

2013 Elisabetta PORCU エリザベッタ  ポ
ルク

イタリア ライプティッヒ大学  地域研究センター 上級研究員兼講
師

近代及び現代社会における日本の
宗教

京都の祇園祭-文化・宗教・共同体 外国人研究員 2013.09.01-2014.08.31 磯前  順一
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2013 外村 中 ソトムラ アタル 日本 京都大学 客員教授 古代東洋芸術文化史 仏教宇宙論と日本庭園 外国人研究員 2013.10.01-2014.03.31 白幡  洋三郎

2013 森 幸一 モリ コウイチ 日本 サンパウロ大学  日本文化研究所 所長
文化人類学、ブラジルの日本移民
研究、沖縄移民・エスニシティ研究

新大陸の日系移民の歴史と文化 外国人研究員 2013.10.01-2014.07.31 細川  周平

2013 Harald FUESS ハラルド  フース ドイツ ハイデルベルグ大学 教授 近代日本史、社会経済史 日本居留地での日常生活及び治外法権 外国人研究員 2013.10.01-2014.09.30 佐野  真由子

2013 王  鍵 ワン  ジェン 中国 中国社会科学院近代史研究所 研究員 日本近現代史、台湾近現代史、日
台関係史

日本植民地経営の連続・不連続 – 台湾、満州にお
ける後藤新平の施策を中心に

外国人研究員 2013.11.01-2014.10.31 劉  建輝

2013 Emilia CHALANDON
エミリア
シャロンドン

ブルガリア
トゥールーズ・ル・ミライユ大学日本語学
科

講師 比較文化、日本の神話
いわゆる「日本スタイル」：西洋にどのように解釈さ
れ、どのように受入・拒絶されるか

外国人研究員 2014.01.01-2014.12.31 稲賀  繁美

2013 楊  際開 ヤン  チーカイ 中国 杭州師範大学国学院 専任研究員 東アジア政治思想史 東アジアの視野における 徂徠学と反徂徠 外国人研究員 2014.03.01-2015.02.28 伊東  貴之

2014 Gergana PETKOVA ゲルガナ  ペトコ
ヴァ

ブルガリア ソフィア大学「聖クリメント・オフリドスキ」 日本学科准教授 日本文化、日本文学 日本民話の解釈から日本文化の理解へ 外国人研究員 2014.04.01-2014.09.30 荒木  浩

2014 PHAN Hai Linh ファン  ハイ  リン ベトナム ハノイ国家大学・人文社会科学大学 東洋学部・日本研
究科長

日本荘園史、日越文化交流史 お歯黒文化圏に関する試論-ベトナムと日本を事例
にして-

外国人研究員 2014.08.01-2014.08.31 劉  建輝

2014 望月 みや モチヅキ  ミヤ 米国 ニューヨーク大学アブダビ校

美術研究所
（ニューヨーク）准
教授

美術史（特にオランダ、ポルトガル
のルネッサンス＆バロック） 世界的観点：ジェズイットと日本最初の欧州芸術 外国人研究員 2014.09.01-2014.11.30 稲賀  繁美

2014 朴  順愛 パク  スンエ 韓国 湖南大学校 教授 日本政治社会 日本大衆文化とナショナリズム 外国人研究員 2014.04.01-2015.03.31 山田  奨治

2014 王  成 オウ  セイ 中国 清華大学 教授 日本近現代文学、文化 中国の大衆文化の復興と日本文化について 外国人研究員 2014.04.01-2015.03.31 稲賀  繁美

2014 王  明珂 オウ  ミンカ 台湾 中央研究院歴史言語研究所（台湾） 研究員

中国の辺疆民族史と民族志、中国
の民族に関する歴史人類学研究、
近代中国の「国 族」と少数民族の
形成、歴史記憶と民族アイデンティ
ティ、テキスト分析

近代以前の満州の歴史と人類生態の変遷 外国人研究員 2014.07.01-2015.03.31 劉  建輝

2014 Luciana  GALLIANO
ルチアナ ガリ
アーノ

イタリア カ・フォスカリ大学 客員教授 音楽学、日本研究

日本とフルクサス。フルクサスにおける日本人アー
ティストや日本の美学-日本方からフルクサスを見
直す

外国人研究員 2014.09.01-2015.03.31 細川  周平

2014 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

日本の軍事戦略と東アジア社会-日中戦争期を中
心として-

外国人研究員 2014.06.01-2015.05.31 劉  建輝

2014 Ranjana MUKHOPADHYAYA

ランジャナ
ムコパディヤー
ヤ

インド デリー大学  社会科学東アジア研究科 准教授
日本宗教学、仏教学、宗教社会
学、日本社会

日本仏の平和思想的展開-ポストコロニアル理論の
視点からの考察

外国人研究員 2014.09.01-2015.05.31 細川  周平

2014 Michel MOHR ミシェル  モール スイス ハワイ大学マノア校  宗教学科 准教授 日本及び東アジアの宗教 解説に対する禅理解の再検討 外国人研究員 2015.02.01-2015.07.31 榎本  渉

2014 朴  正一 パク  ジンジル 韓国 釜山外国語大学校  ビジネス日本語学
部

教授 日本文化、日本語語彙論、日本語
意味論

人とモノの移動に伴う新しいコミュニティの形成-井
戸茶碗と朝鮮茶碗

外国人研究員 2014.09.01-2015.08.31 森  洋久

2014 Andrew GERSTLE アンドリュー
ガーストル

イギリス ロンドン大学  東洋アフリカ研究学院 教授 江戸時代の文化 パロディの一形態としての春画の文化的・社会的意
義

外国人研究員 2014.09.01-2015.08.31 稲賀  繁美

2014 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
系

教授 中医診断学 日中健康診断史の比較研究 外国人研究員 2014.09.01-2015.08.31 Frederik CRYNS

2014 高  文勝
(GAO Wensheng)

コウ  ブンショウ
中国 天津師範大学 政治と行政学院 教授研究員 中国外交、日中政治外交史、東ア

ジア政治外交
1920年代における日中外交史の実証的研究-中国
側の視点から-

外国人研究員 2015.01.01-2015.12.31 瀧井  一博

2014 Richard  TORRANCE リチャードトラン

ス
米国 オハイオ州立大学  東アジア言語文学

研究科
教授 日本語、日本文学 出雲と大阪：二つの地方文化史 外国人研究員 2015.01.01-2015.12.31 John BREEN

2014 Kevin Michael DOAK
ケヴィン  ドーク

米国 ジョージタウン大学  東アジア言語文化
学部

教授 近現代日本文化（法律、政治、文
学、宗教思想）

田中耕太郎の思想と行動 外国人研究員 2015.01.01-2015.12.31 瀧井  一博

2014
李  容相
(LEE Yong-sang)

リ  ヨンサン 韓国 又松大学 鉄道経営学部 教授
鉄道政策、交通政策、鉄道歴史と
文化、官僚制

植民地統治期の日本の鉄道政策に関する研究-日
本と朝鮮と満州鉄道との政策比較を中心に

外国人研究員 2015.02.01-2016.01.31 松田  利彦

2015 歐  素瑛
オウ  スウイン

台湾 国史館 修纂処 纂修 台湾近現代史、台湾教育学術史 台湾帝国大学と熱帯気象学の展開-白鳥勝義を中
心に

外国人研究員
2015.06.15-2015.09.15 松田  利彦

2015 韓  錫政 ハン  スクジュン 韓国 東亜大学校  社会学科 教授 歴史社会学  満州近代史 満州国から南朝鮮への文化的拡散
外国人研究員

2015.04.01-2016.02.29 劉  建輝

2015 Maya Bedros KELIYAN マヤ　ケリアン ブルガリア
Bulgarian Academy of Sciences
(Institute for the Study of
Societies and Knowledge)

教授 Japanese Studies
日本とブルガリアの地域社会における祭礼比較を
通して

外国人研究員 2015.4.1-2016.3.31 倉本  一宏

2015 MONI Monir Hossain
モニ―ル　フセイ

ン　モニ
バングラデシュ

Asia Pacific Institute for Global
Studies

Research
Associate
Professor

Japanese Culture and Society,
Political Economy of Japan,
Japanese Diplomacy & Foreign
Policy, Evolving Japan-South
Asia Cooperation

「21世紀ニューアジアにおける日本のパブリックディ
プロマシとソフトパワー」

外国人研究員 2015.4.1-2016.3.31 佐野  真由子

2015 李　愛淑 イ　エスク 韓国 国立韓国放送大学 教授
平安物語文学、日韓比較文学・
文化

女性の文学と絵画 外国人研究員 2015.6.1-2016.5.31 荒木  浩
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2015 張  寅性 ジャン　インソン 韓国 ソウル大学校 教授
日本政治思想史、東アジア国際
政治思想、東アジア国際関係
史、東アジア概念史

戦後日本の保守主義に関する一研究―福田恆存と
江藤淳を中心に

外国人研究員 2015.7.1-2016.3.31 瀧井  一博

2015 BOTOEV Igor
ボトーエフ・イー

ゴリ
ロシア ブリヤート国立大学 准教授

日本語学、日本文化、比較文化
論、翻訳論

日本文学の翻訳における異文化コミュニケーション
の諸問題

外国人研究員 2015.8.1-2016.7.31 牛村  圭

2015 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 日本と韓国　―　演劇から文化へ 外国人研究員 2015.9.1-2016.8.31 稲賀  繁美

2015 龔　穎 キョウ　エイ 中国 中国社会科学院哲学研究所 研究員 日本思想史
中国における近代的な学問の成立と日本思想との
交流————倫理学を例にして

外国人研究員 2015.9.1-2016.8.31 伊東  貴之

2015 NGUYEN NHU VU QUYNH
グエン　ニュー

ヴー　クイン
ベトナム 在ホーチミン日本国総領事館

広報文化班アシ
スタント

日本文化理解促進、日本研究
（文化、文学等）、日越文化及
び文学・俳句の比較研究

現代日本社会における俳句の変化 外国人研究員 2015.9.1-2016.8.31
光田和伸
倉本一宏

2015 Bonaventura RUPERTI 
ボナヴェントゥー

ラ　ルペルティ
イタリア カ・フォスカリ大学 教授

日本演劇（人形浄瑠璃、歌舞
伎、能）

日本の舞台芸術における身体－死と生、人形と人
工体

外国人研究員 2015.9.1-2016.8.31 細川　周平

2015 Eyal Ben-Ari エヤル ベンアリ イスラエル
Kinneret College on the Sea of
Galiee

Director
Social and Cultural
Anthropology

From a "Good" Military Death to a "Good" Repose
for the Souls of Military War Dead: A Comparative
Analysis of the Armed Forces of the Industrial
Democracies

外国人研究員 2015.9.16-2016.3.31 牛村  圭

2015 姜　龍範
キョウ　リュウハ

ン
中国

天津外国語大学北東アジア研究セン
ター

教授
北東アジア国際関係、近代東ア
ジア関係史

戦後日朝関係研究 外国人研究員 2016.1.1-2016.12.31 松田  利彦

2015 周　閲 シュウ　エツ 中国 北京語言大学　人文学院 教授 日中比較文学、海外中国学 川端康成文学と中国文化 外国人研究員 2016.2.1-2017.1.31 劉  建輝

2015
Matthias
Jean-François HAYEK

マティアス　ハイ

エク
フランス パリ・ディドロ大学 准教授

歴史社会学・知識社会学・信仰
社会学研究

近世初・中期 の「知」の形成と媒体―日本的ヒュー
マニズムと啓蒙思想の基礎的研究

外国人研究員 2016.2.1-2017.1.31 山田  奨治

2016 官　文娜 カン　ウェンナ 中国 香港中文大学アジア太平洋研究所 助教授 日本史学・社会学・文化人類学
近代化過程における日、中両国の風俗改造と国民
修身教育に関する歴史的考察

外国人研究員 2016.4.1-2017.3.31 井上　章一

2016 Maral ANDASSOVA
マラル　アンダソ

ヴァ
カザフスタン カザフ国立女子教育大学 研究員 神話研究、古事記研究

古事記及び日本書紀における「天皇像」に関する考
察

外国人研究員 2016.4.1-2016.9.25 ジョン・ブリーン

2016 鄭　在貞
チョン　ジェチョ

ン
韓国 ソウル市立大学校 教授

韓国近現代史、韓日関係史、東
アジア鉄道史、韓日歴史教育比
較

植民地期の鉄道とソウル、そして市民の生活 外国人研究員 2016.6.1-2016.8.31 劉  建輝

2016 山崎　佳代子 ヤマサキ　カヨコ 日本 ベオグラード大学 教授
比較文学、日本文学、スラヴ文
学、(アヴァンギャルド研究)

セルビア・アヴァンギャルドと日本 外国人研究員 2016.6.1-2016.11.30 細川　周平

2016 宋　浣範 ソン　ワンボム 韓国 高麗大学　GLOVAL日本研究院 教授・副院長
日本古代史、 東アジアのなかの
日本歴史と文化

説話文学と歴史史料の間に 外国人研究員 2016.7.1-2017.2.28 倉本  一宏

2016 Barbara Toni HARTLEY
バーバラ　トニ

ハートリー
オーストラリア タスマニア大学

上級講師、プログ
ラム・ディレクター

文学、カルチュラル・スタ
ディーズ、ジェンダー研究

昭和期における大陸表象――物語と視覚イメージ 外国人研究員 2016.7.1-2017.6.30 坪井　秀人

2016 鄭　相哲 テイ　ソウテツ 韓国 韓国外国語大学 教授
日韓対照言語学、日本語学、韓
国語学

「東京裁判」における通翻訳の研究―社会・文化・
政治的な観点から―

外国人研究員 2016.9.1-2017.8.31 牛村  圭

2016 李　済滄 リ　サイソウ 中国 南京師範大学 副教授 中国中世史 日中学術交流史 谷川道雄の中国史研究とその思想 外国人研究員 2016.9.1-2017.8.31 伊東  貴之

2016 劉　雨珍 リュウ　ウチン 中国 南開大学外国語学院 教授
中日比較文学比較文化、中日文
化交流史

筆談と明治前期の中日文化交流 外国人研究員 2016.9.1-2017.8.31 劉  建輝

2016 Mitsuyo WADA-MARCIANO
ミツヨ ワダ　マ

ルシアーノ
日本 カールトン大学 教授

日本映画、日本アニメーショ
ン、ポピュラーカルチャーにお
けるグローバリゼーション、映
画と記憶、ニューメディア、東
アジア映画

3.11以後のディスクール／『日本文化』 外国人研究員 2016.9.1-2017.8.31 坪井　秀人

2016 TRẦN THI Chung Toàn チャン　ティ

チュン　トアン
ベトナム グェンチャイ大学 准教授・副学長 日本語教育及び日本研究

平安時代の女流日記文学を通じて古代日本文学に
おける女性像と女性作家の役割を探る

外国人研究員 2016.10.1-2017.9.30 荒木  浩

2016 葛　継勇 カツ　ケイユウ 中国 鄭州大学 アジア太平洋研究センター 副教授
東アジア交渉史、中日文化交流
史

来日唐僧からみた唐仏教文化と古代日本─受容と
抵抗の外来文化─

外国人研究員 2016.11.1-2017.10.31 榎本  渉

2016 Bert WINTHER-TAMAKI
バート　ウィン

ザー タマキ
米国 カリフォルニア大学 アーバイン校 教授

history of modern Japanese
art and design; art &
globalization; global
interactions of Japanese art;
Asian American art

近代日本の陶芸、写真とインスタレーション・アート
における土の美

外国人研究員 2017.1.1-2017.12.31
パトリシア・
フィスター

2016 Nicolas Bernard FIÉVÉ
ニコラ　ベルナル

ド フィエヴェ
フランス

フランス国立東アジア文明研究セン
ター

教授

室町時代から近世までの住宅空
間の歴史及び、建築と庭園の歴
史
京都風景論

人間自然学観点からの近代住宅空間評論史 外国人研究員 2017.2.1-2018.1.31 稲賀  繁美

2017 金　容儀 キム　ヨンウィ 韓国 全南大学校 教授 民俗学・文化人類学 投企する古典性一視覚／大衆／現代 外国人研究員 2017.4.1-2018.3.31 荒木  浩

2017 NGÔ HƯƠNG LAN ゴ　フォン　ラン ベトナム
ベトナム社会科学アカデミー 東北ア
ジア研究所 日本研究センター

統括副所長

社会言語学、日本語教育、日本
人ライフスタイル文化、日本人
コミュニケーション文化（交際
文化）

日本とベトナムにおける都城祭礼の比較文化史的
研究―葵祭・祇園祭とホアー・ルー祭

外国人研究員 2017.4.1-2018.3.31 倉本  一宏
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2017 佐藤　将之 サトウ　マサユキ 日本 国立台湾大学 教授
儒教、中国古代政治思想、比較
東アジア思想

比較のなかの東アジアの王権論と秩序構想-王朝・
帝国・国家、または、思想・宗教・儀礼-

外国人研究員 2017.4.1-2017.9.30 伊東  貴之

2017 潘　光哲 ハン　コウテツ 台湾 中央研究院近代史研究所 研究員 近代中国史、近代日中関係史
近代東北アジア「地理的な想像」の誕生：「国際法」
の流通と変容を中心に

外国人研究員 2017.4.1-2017.9.30 劉  建輝

2017 ジラルデッリ青木　美由紀
ジラルデッリ　ア

オキ　ミユキ
日本 イスタンブル工科大学 非常勤准教授補

オスマン美術史・建築史、視覚
文化、東西文化交流史

オリエントの東：明治輸出美術工芸品にみる中東に
おける日本のプレゼンス

外国人研究員 2017.6.1-2017.8.31 佐野  真由子

2017 HARB Hassan Kamal
ハルブ　ハサン

カマル
エジプト エジプト国立カイロ大学 専任講師

日本とエジプトの近代化,啓蒙思
想

絶対君主制に反する美濃部達吉とアリー・アブド
ラージックの相違―『憲法講話』と『Al-Islam Wa Usul
Al-Hukm』を中心に―

外国人研究員 2017.7.1-2018.6.30 瀧井  一博

2017 Dick STEGEWERNS
ディック　ステゲ

ウェルンス
オランダ オスロ大学 准教授

日本近現代歴史・思想史・国際
関係史、日本映画史、日本酒の
近現代史

東西文明論―日本を東西の中間地として、懸け橋
という特殊な使命を与える言説の分析

外国人研究員 2017.8.1-2018.7.31 細川　周平

2017 周　耘 シュウ　ウン 中国 武漢音楽学院 教授
民族音楽学（仏教音楽、中日音
楽比較、ポップ音楽文化）

1980年代以降における日本流行音楽の中国音楽
界への影響

外国人研究員 2017.9.1-2018.8.31 細川　周平

2017 鄭　巨欣 テイ　キョキン 中国 中国美術学院 教授 工芸美術歴史及び理論
近代日中書籍・美術の交流史における土山湾ルー
トに関する研究

外国人研究員 2017.9.1-2018.3.31 劉  建輝

2017 潘　世聖 ハン　セイセイ 中国 華東師範大学外国語学院 教授
日本近代文学、中国近代文学、
中日比較文学

戦前期日本における中国人留学生編集の雑誌に
関するメディア論的研究―その雑誌細目作成およ
び東アジア出版文化史への位置づけ

外国人研究員 2017.9.1-2018.8.31 伊東  貴之

2017 蔡　敦達 サイ　トンタツ 中国 上海杉達学院 教授 中日比較文化、建築史、庭園史
近代日本人の中国建築及び城郭調査に関する研
究

外国人研究員 2017.10.1-2018.9.30 井上　章一

2017 Peter ZARROW ピーター　ザロー 米国 コネチカット大学 教授

modern Chinese intellectual
and cultural history;
transnational intellectual
history; museumology and
heritage

帝国シンボルとナショナル・アイデンティティ：二十世
紀の中国と日本の遺産

外国人研究員 2017.10.1-2018.5.31 劉  建輝

2017 Robert 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 近世、近代日本史

万国博覧会と人間の歴史　明治、大正、昭和初期
における日本緑茶の対米貿易

外国人研究員 2017.10.1-2018.3.31 佐野  真由子

2017 Lawrence MARCEAU
ローレンス　マル

ソー
米国 オークランド大学 上級講師 近世日本文学 『伊曾保物語絵巻』の英訳、注釈、解題プロジェクト 外国人研究員 2017.12.1-2018.11.30 荒木  浩

2017 孫　春日 ソン　シュンジツ 中国 延辺大学校人文学院 教授
近現代中朝日三国関係史、近代
東北亜民族関係史

満州国民族協和運動における在満朝鮮人のアイデ
ンティティに関する研究

外国人研究員 2018.3.27-2019.3.26 松田  利彦

2018 鄭　炳浩 チョン　ビョンホ 韓国 高麗大学校 教授 日本近代文学、日韓比較文化論
日本における災難文学の系譜と東アジア　―日・韓
の災難と文学的な対応を中心として

外国人研究員 2018.4.1-2019.3.31 坪井　秀人

2018 楊　春華 ヨウ　シュンカ 中国 南開大学　周恩来政府管理学院 准教授 家族社会学、中日比較研究
高齢化するアジア社会における家族の変容：日本
の過疎地の高齢者福祉に学ぶ

外国人研究員 2018.4.1-2019.3.31 井上　章一

2018 楊　際開 ヤン　チーカイ 中国 東アジア政治思想史
中国近代革命の思想的起源－日本からの思想的
な要因を中心に

外国人研究員 2018.4.1-2019.3.31 伊東  貴之

2018 金　日林 キム　イルリム 韓国 韓国藝術綜合学校 非常勤講師
アニメーション論、科学技術と
娯楽文化、大衆文化の言説、文
化研究

「運動」としての大衆文化 外国人研究員 2018.4.1-2019.3.31 大塚　英志

2018 朴　眞淑 パク　ジンスク 韓国 忠北大学 正教授 韓国文学(現代小說)
李光洙の「無明」と トルストイ『復活』との関連性に
ついての研究

外国人研究員 2018.4.1-2019.2.28 松田  利彦

2018 王　海燕 オウ　カイエン 中国 浙江大学人文学院 教授 日本古代史 古代日本の災害観変遷と王権・国家 外国人研究員 2018.5.1-2019.4.30 伊東  貴之

2018 Mauricio MARTINEZ RODRIGUEZ
マウリシオ マル

ティネス　ロドリ

ゲス
コロンビア Colombia Engineering College Lecturer 日本、アジアの舞台芸能 日本無形文化遺産ー芸能 外国人研究員 2018.7.1-2019.6.30 細川　周平

2018 Randle Keller KIMBROUGH
キンブロー　ラン

ドル　ケラー
米国 コロラド大学ボルダー校 教授 日本文学 「武家物語 ― 中世後期の幸若舞曲翻訳と研究」 外国人研究員 2018.8.1-2019.7.31 荒木  浩

2018 阿部　万里江 アベ　マリエ 日本 ボストン大学 准教授 音楽人類学 音と聴覚の文化史 外国人研究員 2018.8.1-2019.3.31 細川  周平

2018 孫　衛國 ソン　エイコク 中国 南開大學 歷史學院 教授
明-清時代の中国系韓国人の歴
史；中国史学史；明-清の歴史；
韓国の歴史；東アジアの歴史

東アジア視野よる「万暦朝鮮の役」研究 外国人研究員 2018.9.1-2019.8.31 榎本  渉

2018 佐藤＝ロスベアグ　ナナ
サトウ＝ロスベア

グ　ナナ
日本

ロンドン大学アジア・アフリカ研究
学院

准教授 Translation Studies
日本におけるTranslation Studiesの芽生えと行方
――1970年代から2000年代まで

外国人研究員 2018.9.1-2018.12.31 坪井　秀人

2018 リーダー　津野田　典子
リーダー　ツノダ

ノリコ
日本 マイアミ大学 教授 日本文学 異界の女たち：山姥 外国人研究員 2019.1.1-2019.7.31 山田  奨治

2018 孫　江 ソン　コウ 中国 南京大学歴史学院 教授 比較思想、宗教学、日中関係
近代日本と中国における人種知識の再生産――概
念・差異・西方起源説

外国人研究員 2019.1.1-2019.12.31 劉  建輝

2019 Anna DULINA
アンナ　ドゥーリ

ナ
ロシア

モスクワ国立大学　付属アジア・ア
フリカ諸国大学

講師
日本中世史、日本中世思想、日
本宗教

日本中世思想における八幡信仰 外国人研究員 2019.4.1-2020.3.31 磯前  順一

2019 西野　亮太 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

太平洋戦争後の倫理的・身体の傷からの回復：自
叙伝の比較研究

外国人研究員 2019.4.1-2020.3.31 楠　綾子

2019 Kelly MARIE FOREMAN
ケリー　マリー

フォアマン
米国 ウェイン州立大学 副講師 音楽学、踊り

舞踏の音: 舞踏パフォーマンスの音楽における国家
と伝統の理論化

外国人研究員 2019.5.1-2019.10.31 細川　周平

2019 Alistair David  SWALE
アリステア　デ

ヴィッド　ス

ウェール
ニュージーランド カンタベリー大学 准教授 明治史、大衆文化史

大衆文化と文明開化：幕末から明治への激動期に
おける大衆メディアの位置及び役割

外国人研究員 2019.7.1-2020.3.30 瀧井  一博
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2019 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

維新前後の武家女性史　－　河合小梅を事例に 外国人研究員 2019.8.1-2020.7.31 劉  建輝

2019 李　市埈 イ　シジュン 韓国 崇実大学校 教授 日本説話文学 日本古典の現代的享受と韓国の大学の教育 外国人研究員 2019.8.1-2020.4.29 荒木  浩

2019 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 外国人研究員 2019.8.1-2020.7.31 坪井　秀人

2019 廖　欽彬 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

外国人研究員 2019.8.1-2020.7.31 伊東  貴之

2019 李　杰玲 リ　ケツレイ 中国 泰山学院 特別招聘研究員 文学
異国の想像と絵画―江戸時代における絵入り物語
の成立及び伝わる

外国人研究員 2019.9.1-2020.8.31 荒木  浩

2019 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 or 日本文化
史論

涙の列島：日本における情感と歴史 外国人研究員 2019.9.1-2020.6.30 磯前  順一

2019 鄭　毅 テイ　イ 中国 北華大学　 東アジア研究院 教授（主任） 近現代日本史
植民地間島地域における警察制度の変遷と中日外
交関係の研究

外国人研究員 2019.9.1-2019.11.30 磯前  順一

2019 王　中忱 オウ　チュウチン 中国 清華大学人文学院 教授
比較文学、中日近代文学・文化
関係史

「蒙疆」の文芸界の形成とその展開 外国人研究員 2019.10.1-2020.3.31 劉  建輝

2019 Massimiliano TOMASI
マッシミリアーノ

トマシ
イタリア 西ワシントン大学 教授 現代日本文学

「近代」から「戦後」へー日本文学におけるキリスト
教思想の変遷

外国人研究員 2020.2.1-2020.4.24 坪井　秀人

2019 阮　南 グェン　ナム ベトナム ベトナムフルブライト大学 創設教員 東アジア文化研究 日本の倫理学と現代ベトナムの倫理革命の始まり 外国人研究員 2020.3.1-2020.8.27 伊東  貴之

2020 王　志松 オウ　シショウ 中国 北京師範大学外国語言文学学院 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

外国人研究員 2020.12.3-2021.7.31 劉  建輝

2020 張　龍妹
チョウ　リュウマ

イ
中国

北京外国語大学 北京日本学研究セン
ター

教授 平安仮名文学 東アジアにおける平安時代女性散文文学の研究 外国人研究員 2020.12.3-2021.10.31 荒木  浩

2020 財吉拉胡 サイジラホ 中国 内蒙古民族大学蒙医薬学院 教授 医療人類学、医療社会史
20世紀前半の中国モンゴル人居住地域における
近代日本の医療衛生事業の展開

外国人研究員 2021.1.12-2021.8.31 安井 眞奈美

2020 Annick Mito HORIUCHI 
アニック　ミト

ホリウチ
フランス パリ第７大学 教授 近世日本の文化

1）江戸後期における物産学の発展
2）江戸後期における蘭書の翻訳作業

外国人研究員 2021.1.1-2021.12.31
フレデリック・
クレインス

2021 青木　信夫 アオキ　ノブオ 日本 天津大学 教授 文化資源学、都市・建築史
社会主義体制下における中国の文化遺産保護に
関する比較文化史的研究

外国人研究員 2021.4.1-2022.3.31 劉  建輝

2021 髙井　由香理 タカイ　ユカリ カナダ ヨーク大学
リサーチアソシ
エート

日本移民研究、移動と移民の歴
史、北米・環太平洋史、女性史
（19世紀、20世紀）

結婚・移動・近代の編み直し—ハワイとブラジル
における日本人移民を中心に（１８８５−１９３
４）

外国人研究員 2021.4.1-2022.3.31 安井 眞奈美

2021 Stephen John RODDY
スティーヴェン

ジョン　ロディ
米国 サンフランシスコ大学 教授 東アジア文学・文化史

詩情に溢れたエスノグラフィー：近世東アジア
におけるアフエクトの表現力

外国人研究員 2021.7.1-2022.3.31 劉  建輝

2021 周  実　 シュウ　ジツ 中国 中国東北大学文法学院 教授 行政法 中日両国の行政機関についての比較研究 外国人研究員 2021.7.1-2022.3.31 瀧井  一博

2021 呂  順長 ロ　ジュンチョウ 中国 浙江工商大学 教授 日中文化交渉史 漢学者山本憲と来日中国人の知的交流について 外国人研究員 2021.9.2-2022.8.31 榎本  渉

2021 李　秉鎮 イ　ビョンジン 韓国 世宗大学校人文科学大学 副教授
比較文学比較文化、柳宗悦の民
藝思想

柳宗悦の民藝思想を明治期・大正期日本の生活
文化と文明の観点から読み直す

外国人研究員 2022.3.28-2022.9.30 牛村  圭
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