
■外来研究員（日本学術振興会研究員）

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 日本学術振興会の職 名 受入期間 受入教員

1990 Kuitert, Wybe Paul カウテルト ウイベ

ポール

オランダ ワーゲニンゲン大学 研究員 庭園史 日本庭園を通してみた17・１８世 紀の創造性 外国人特別研究員 1990.3.31-

1991.3.30

白幡  洋三郎

1994 彭  飛 ポン フェイ 中国 元復旧大学分校

（現 上海大学文学院）

助教授 比較文化 神話伝承の日中比較 外国人特別研究員 1994.04.01-

1995.03.31

山折  哲雄

1994 金  鋒 ジン フン 中国 中国科学院遺伝研究所 副教授 遺伝学 東アジア人類集団の遺伝学的研究 外国人特別研究員 1994.5.29-

1995.5.28

尾本  恵市

1996 Heet, Henriette L. ヒート ヘンリッ タ ロシア ロシア科学アカデミー民族

学・文化人類学研究所

Leading Scientist 自然人類学 日本人の系統分析：指紋データ の利用 NIS招へい研究者 1997.02.24-

1997.09.23

尾本  恵市

1997 Hemdan,

Mohamed Abdel

Rahman Ali

ヘムダン

モハメド アブデル

ラマンアリ

エジプト カイロ大学 理学部 講師 考古学 大河文明の考古地質学的研究－エジプト文明と長江文明の比

較－

外国人特別研究員 (COE) 1997.09.11-

1998.09.10

安田  喜憲

1997 Qiu, Peipei キュー  ペイペイ 中国（米国永住

権）

ヴァッサー大学 アジア研究学

科

準教授 日本文学 俳諧と荘子、日本文学における女性と女性像 外国人特別研究員

（米国短期）

1998.01.20-

1998.08.15

光田  和伸

1997 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 外交政策と地方政治ー沖縄の軍事基地の場合 外国人特別研究員

（米国短期）

1998.01.30-

1998.07.30

木村  汎

1997 Pekkanen, Saddia

M

ペッカネン

サディア

米国 ハーバード大学 ポストドクトラル

フェロー

国際政治経済 日本の多角的な貿易政策 外国人特別研究員

（米国短期）

1998.03.20-

1998.08.19

川勝  平太

1997 Morley, Carolyn

Anne

モーレイ キャロライン

アン

米国 ウェルズレー大学 日本語科 準教授 日本文学 大和物語に基づく謡曲とその間狂言との関係 外国人特別研究員

（米国短期）

1998.03.28-

1998.08.27

小松  和彦

1998 黄 暁芬 コウ ギョウフン 中国 京都造形芸術大学 京都芸術短

期大学

非常勤講師 考古学 長江文明の考古学的研究 外国人特別研究員

 (COE)

1998.5.1-

2000.3.31

安田  喜憲

1998 Do, Kinh Thien ドー キーン ティエン ベトナム ベトナム国立自然科学技術セ

ンター

研究員 社会学 紅河デルタ農村地帯における生活水準の階層化に対する労

働ー職業構造変容のインパクト：日本との比較

アジア諸国との学術交流事業 1998.07.01-

1998.09.27

落合  恵美子

1998 Gupta, Sunil グプタ スニル インド アルハバード博物館 学芸員 考古学 ガンジス文明と長江文明の比較研究 外国人特別研究員 1998.11.06-

1999.11.05

安田  喜憲

1998 Nesbitt, Robert

Mark

ネズビット ロバート

マーク

イギリス ロンドン大学考古学研究所 名誉研修員 考古学 稲作農耕と麦作農耕の起源 外国人特別研究員

 (COE)

1998.12.01-

1999.11.30

安田  喜憲

1998 Mori, Maryellen

Toman

モリ マリエレン

トーマン

米国 サンタクララ大学 準教授 日本語・日本文学 英語訳における日本のエロス文学・20世紀アンソロジーの計

画

外国人特別研究員

（米国短期）

1999.01.15-

1999.12.14

鈴木  貞美

1998 Sand, Jordan

Alexander

サンド ジョルダン

アレキサンダー

米国 ジョージタウン大学 助教授 日本史・経済史 木曽地方における近代化：文化的・物質的・人口学的側面 外国人特別研究員 1999.01.22-

2000.01.21

落合  恵美子

1998 Amyx, Jennifer

Ann

エイミックス ジェニファ

アン

米国 オーストラリア国立大学  アジ

ア大洋州研究学科

助手 政治学 大蔵省と日本の金融政策 米国短期特別研究員 1999.02.01-

1999.07.31

村松  岐夫

1998 Meli, Mark メリ  マーク 米国 大阪大学大学院 文学研究科 研究生 日本文学 「あはれ」の歴史と理想化 米国長期特別研究員 1999.03.10-

2001.02.09

光田  和伸
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1999 Richter, Giles M. リキター ジャイルス

M.

米国 コロンビア大学大学院 ポストドクトラル

フェロー

日本文学 教養のある消費者の成立：明治大正期におけるメディアと

マーケティングの役割をめぐって

米国長期特別研究員 1999.11.01-

2001.09.30

劉  建輝

1999 Tarassov, Pavel

Efimovich

タラソフ パヴェル ロシア モスクワ大学 地理学科 主任研究員 地理学 第四紀末期の日本及びアジア大陸における定量的な気候及び

植生復元

特別研究員 2000.01.08-

2001.01.07

安田  喜憲

2000 頼 培林 ライ フーリン 中国 中国四川省社会科学院 農村経

済研究所

助教授 農業経済学 長江文明の農業経済史的研究 特別研究員 2000.04.04-

2002.03.31

安田  喜憲

2000 Tokita, Alison トキタ アリソン オーストラリ ア モナシュ大学  アジア研究学科 助教授及び日本研究

センター所長

日本の古典音楽、語り

物音楽

中世日本の語り物が担う庶民的思想とイデオロギー 招へい研究者（短期） 2000.11.20-

2000.12.22

小松  和彦

2000 Kharakwal, Jeewan

Singh

カラクワル

ジーワン

インド ラジャスタンウダイピース大

学  ラジャスタン研究所

助教授 考古学 長江文明とインダス文明の比較研究特に金属器の発生をめ

ぐって

特別研究員 2001.01.10-

2002.03.31

安田  喜憲

2000 Augustine,

Jonathan Morris

オーガスティン

ジョナサン モリス

米国 プリンストン大学 東洋学部 研究生 日本史 高僧と社会事業 米国短期特別研究員 2001.03.26-

2002.02.26

頼富  本宏

2002 李 美林 イ ミリム 韓国 大阪大学大学院 外国人客員研 究員 芸術学 一八世紀日韓両国における美人風俗画の研究 特別研究員 2002.04.01-

2004.03.31

稲賀  繁美

2002 官 文娜 カン ウェンナ 中国 国際日本文化研究センター 外国人研究員 国史学 日中親族構造から見た異文化間 の衝突の原因と融和の条件 特別研究員 2002.04.01-

2004.03.31

笠谷  和比古

2002 Daniels, Inge

Maria

ダニエルズ インゲ

マリア

ベルギー 王立芸術学院 講師 社会人類学 現代の日本都市における住居の物質文化についての研究 外国人特別研究員 2002.11.26-

2003.11.25

千田  稔

2002 Riggs, David リッグス  デービッド 米国 カリフォルニア大学　サンタ

バーバラ校

講師 日本仏教学 徳川時代の禅宗における戒律と受戒の役割に関する研究 米国特別枠口外国人 特別研究員 2003.03.07-

2005.03.06

小松  和彦

2002 Bailey, Geoffrey

Nigel

ベイリー ジェフリー ナイ

ジェル

イギリス ニューカッスル大学 教授 考古学 日本列島の貝塚遺跡に関する研究 二国間研究者交流（短期） 2003.03.13-

2003.04.02

赤澤  威

2003 戦 暁梅 ジャン シャオメイ 中国 国際日本文化研究センター 中核的研究機関研究

員

日本美術史 日本近代美術の発展における

「非西洋的」要素についての考察ー近代画家の旧「満州」体

験を中心に

特別研究員 2003.04.01-

2005.03.31

劉  建輝

2003 徐 蘇斌 シュ  スーピン 中国 西南交通大学 客員教授 建築 中国近代建築の成立過程における日本の影響 外国人招へい研究者

（長期）

2003.06.01-

2004.03.31

井上  章一

2003 李 応寿 イ ウンス 韓国 世宗大学校 教授 韓日比較演劇学 日本古代における伎楽の受容過程に関する研究 外国人招へい研究者

（短期）

2003.06.11-

2003.08.09

千田  稔

2003 洪 善杓 ホン スンピョ 韓国 梨花女子大学校 教授 韓国絵画史及び 韓国

近代美術史

東アジアにおける女性人物画伝統的表現研究 外国人招へい研究者

（短期）

2003.06.22-

2003.08.22

稲賀  繁美

2003 Tomasi,

Massimiliano

トマシ マシミリアーノ イタリア ウェスタン

ワシントン大学

準教授 近代日本修辞学史、近

代日本文学、日本語教

育

島村抱月の思想および生涯 外国人特別研究員 2003.09.21-

2004.08.20

鈴木  貞美

2004 Vesey, Alexander

Marshall

ヴィーシー アレクサンダー

マーシャル

米国 ストーンヒル大学 助教授 日本史・仏教学 僧職者と近世日本の村落社会 外国人特別研究員 2004.08.20-

2006.08.19

James Baxter
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2004 李 卓 リ ツォ 中国 南開大学

日本研究センター

教授 日本家訓研究口

日本近代社会史研究

家訓から日本の伝統文化を見て アジア諸国との学術交流事業 2004.12.01-

2005.01.31

笠谷  和比古

2005 Brecher, William

Puck

ブレッカー

ウィリアム パック

米国 南カリフォルニア大学 講師 日本近・

現代社会史

江戸・明治時代における社会異常者（畸人・狂人） 外国人研究員特別研究員

(米国短期）

2005.09.01-

2006.03.26

早川  聞多

2007 Li, Xun リ シュン ニュージーラ ン

ド

マッセー大学

自然資源研究所

リサーチアシスタン

ト

環境考古学 イースター島の生態史における人為的影響 外国人特別研究員 2007.09.01-

2009.08.31

安田  喜憲

2007 陳 ジュン湲 ジン  ジュンウォン 韓国 台湾中央研究員

台湾史研究所

助研究員 アジア文化研究 植民地帝国日本と東アジアの知識交流-台湾と朝鮮の植民地期

メディアを対象に‐

外国人特別研究員 2007.11.21-

2008.11.20

松田  利彦

2007 Manabe, Noriko マナベ ノリコ 日本 ブルックリンカレッジ 講師 音楽学 西洋音楽語法で書かれた日本の歌の変遷－歌詞と旋律・リズ

ムの関係を中心に

外国人特別研究員

（欧米短期）

2008.02.18-

2009.01.17

細川  周平

2008 Berglund, Bjorn E ベルグルンド ビヨルン

E

スウェーデン 地学生物圏

科学研究所

教授 地理学 日本とスウェーデンの里山の比較研究 二国間研究者交流 2008.10.01-

2008.11.06

安田  喜憲

2008 Eriksson, Johan エリクソン  ヨハン スウェーデン ゴットランド大学 准教授 日本史 近世日本におけるビジュアルコミュニケーション 二国間研究者交流 2009.03.11-

2009.03.27

笠谷  和比古

2010 趙 暁寰 ツァォ シャオファン 中国 オタゴ大学 准教授 中国古代文学、

比較文学

関漢卿の雑劇と世阿弥の能における幽霊の表現方法の比較研

究

外国人招へい研究者 2011.01.05-

2011.03.05

郭  南燕

2010 Auerback, Micah

Louis

アワーバック マイカ

ルイス

米国 ミシガン大学 准教授 日本の仏教 近代日本におけるさまざまな仏伝 外国人特別研究員 2010.06.02-

2011.07.31

末木  文美士

2010 李 偉 リー ウェイ 中国 造園学、文化交流史 満州における公園文化の受容― 日本人の造園活動を中心に 外国人特別研究員 2010.04.01-

2012.03.31

劉  建輝

2011 山口 欧志 ヤマグチ ヒロシ 日本 景観考古学 考古資料の3次元デジタルドキュメンテーションとこれを活

用した景観考古学の刷新

2011.04.01-

2013.03.31

荒木 浩

2011 Shields, James

Mark

シールズ  ジェイムス

マーク

カナダ バックネル大学 准教授 仏教学 明治・大正期の新仏教運動と 1880年代から1930年代の進歩

的仏教の結社活動

外国人特別研究員

（欧米短期）

2011.05.30-

2011.07.29

末木  文美士

2011 Voci, Paola ヴォチ パオラ イタリア オタゴ大学 シニアレクチャ

ラー

東アジアの映画・ メ

ディア

日中戦争をテーマとする中国映画に現れたコミュニケーショ

ンの問題

外国人特別研究員

（欧米短期）

2011.10.04-

2011.10.30

郭  南燕

2012 Berglund, Björn E. ベルグルンド ビョルン

Ｅ.

スウェーデン ルンド大学 名誉教授 環境史 スウェーデンと日本における自然と人間の関係の比較研究 二国間交流事業

（スウェーデン王立科学アカデ

ミー）

2012.04.19-

2012.05.18

稲賀  繁美

2012 Lagerås, Per ラゲロース ぺル スウェーデン スウェーデン・ナショナルヘ

リテージ委員会

研究員 地学、生物学、環境学 スウェーデンと日本における自然と人間の関係の比較研究 二国間交流事業

（スウェーデン王立科学アカデ

ミー）

2012.04.19-

2012.05.18

稲賀  繁美

2012 李 卓 リ タク 中国 南開大学 教授 日本社会史・日本古代

史

古代日本における科挙制度の導入および廃止について 研究者交流事業 2013.01.07-

2013.01.26

笠谷  和比古

2012 許 海華 キョ カイカ 中国 近世・近代中日文化交

流史

幕末明治期における旧唐通事の史的研究 日本学術振興会特別研究員  PD 2012.11.01-

2013.03.31

榎本  渉

2013 Freeman, Alice フリーマン アリス 英国 オックスフォード大学大学院

（博士課程）

近代日本の精神史 昭和期日本の禅の国際交流―アジア・西洋との関係 外国人特別研究員・海 外推薦（欧

米短期）

2013.2.20 -

2013.05.19

末木 文美士
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2013 Batram, Anja バトラム アンヤ ドイツ ルール大学 博士課程 人文学 江戸時代における神社の変遷：氏子組織と近代神道概念の構

築

平成25年度JSPSサ マー・プログラ

ムによる来訪

2013.06.18 -

 2013.08.19

ジョン

ブリーン

2013 陳 其松 チン キショウ 台湾 新聞史、図像史、文化

交渉史

19世紀西洋図像新聞紙における東アジア図像印象について 日本学術振興会特別研究員 PD 2013.04.01-

2014.03.31

劉  建輝

2013 Ekaterina

LEVCHENKO

エカテリーナ

レフチェンコ

ロシア 極東国立人文大学東洋語学部

日本語学科

専任講師 日本語史/日本 文学史 日本の上代文学作品における慣用連語について 外国人特別研究員

（欧米短期）

2013.09.17-

2014.09.16

荒木  浩

2013 Frédéric

MONVOISIN

フレデリック

モンヴォワザン

フランス パリIII－ソルボンヌ・ヌー

ヴェル大学 映画&オーディオ

ビジュアル学部

講師 映画、アジア映画、

フィルム分析、地政

学、現代史

映画、アジア映画、フィルム分析、地政学、現代史 外国人特別研究員

（欧米短期）

2013.10.07-

2014.10.06

細川  周平

2015 Agnese HAIJIMA アグネセ

ハイジマ

ラトビア ラトビア大学 准教授 日本語・日本文化 日本美術に見るユーモア 外国人招へい研究者

（長期）

2015.06.05-

2016.02.04

荒木  浩

2016 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、日本伝統芸

能、ジェンダー論

日本における伝統演劇―ジェンダー論、文化的遺産、国家／

地域のアイデンティティ―

外国人特別研究員

（推薦）

2016.11.4-

2018.11.3

荒木  浩

2016 陸 榮洙 ユク ヨンス 韓国 中央大学校 教授 史学 19世紀後半における日韓エリートたちのアメリカ文明評価 外国人招へい研究者

（短期）

2016.12.26-

2017.2.23

佐野 真由子

2016 韓 賓娜 カン ヒンナ 中国 東北師範大学歴史文化学院 教授 都城史、歴史地理 日本古都研究に関する新情報 外国人招へい研究者

（二国間）

2017.1.30-

2017.3.31

劉  建輝

2017 John Salvatore

LOBREGLIO

ジョン

ロブレグリオ

米国 オックスフォード・ブルック

ス大学

准教授 宗教学 大戦間の宗教界と欧米の帝国主義 外国人招へい研究者

（長期）

2017.6.15-

2017.8.23

ジョン

ブリーン

2017 Cecile LALY　 セシル ラリ フランス パリ・ソルボンヌ大学 極東研

究センター(CREOPS)

博士研究員 芸術学 現代における伝統的な和凧―「芸術化」と「国家遺産化」― 外国人特別研究員

（一般・推薦）

2017.10.1-

2019.8.31

稲賀  繁美

2017 Andrea GIOLAI アンドレア ジョライ イタリア ヴェネチア・カフォスカリ大

学／ライデン大学

博士課程学生 芸術学 再構築と再創造の間の雅楽の実験的現在 外国人特別研究員

（一般・推薦）

2017.11.7-

2019.9.13

細川  周平

2018 NGUYEN Vu

Quynh Nhu

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 日本文学関連 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―
外国人特別研究員

（一般）

2018.11.21-

2020.11.20

荒木 浩

2020 Anna DULINA アンナ ドゥーリナ ロシア 国際日本文化研究センター 外国人研究員 思想史関連 日本宗教思想史における救済と差別--八幡信仰史の変貌を中

心に

外国人招へい研究者

（長期）

2020.4.1-

2021.1.31
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