
人文学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
山口大学・人文学部・教授 豊澤　一
東京大学・人文社会系研究科・助教授 鈴木　泉
お茶の水女子大学・文教育学部・助教授 頼住　光子
東亜大学・総合人間･文化学部・教授 上原　雅文
慶應義塾大学・文学部・教授 中川　純男
九州大学・人文科学研究院・教授 谷　隆一郎
大東文化大学・国際関係学部・教授 蜂屋　邦夫
名古屋大学・文学研究科・教授 神塚　淑子
明治大学・文学部・助教授 垣内　景子
関西大学・名誉教授 坂出　祥伸
東北大学・文学研究科・教授 三浦　秀一
京都大学・人文科学研究所・教授 麥谷　邦夫
東北大学・国際文化研究科・教授 山下　博司
東京大学・人文社会系研究科・教授 斉藤　明
九州大学・人文科学研究院・教授 岡野　潔
龍谷大学・文学部・教授 芳村　博実
北海道大学・文学研究科・教授 藤井　教公
筑波大学・人文社会科学研究科・教授 佐久間　秀範
立教大学・文学部・教授 月本　昭男
京都大学・文学研究科・教授 氣多　雅子
筑波大学・人文社会科学研究科・教授 津城　寛文
慶應義塾大学・文学部・教授 鈴木　正崇
東京大学・人文社会系研究科・教授 市川　裕
大阪大学・文学研究科・教授 川村　邦光
京都大学・人間・環境学研究科・教授 高橋　義人
和歌山県立医科大学・医学部・助教授 竹山　重光
京都大学・文学研究科・教授 藤田　正勝
大阪市立大学・文学研究科・教授 高坂　史朗
東京外国語大学・外国語学部・教授 中野　敏男
宮崎大学・教育文化学部・助教授 松尾　雄二
広島大学・教育学研究科・教授 中村　春作
岡山大学 社会文化科学研究科 助教授 鐸木 道剛

哲学・倫理学

中国哲学

印度哲学・仏教学

宗教学

思想学

2801

2802

2803

2804

2805

哲学

岡山大学・社会文化科学研究科・助教授 鐸木　道剛
大東文化大学・国際関係学部・教授 樋口　桂子
お茶の水女子大学・文教育学部・教授 秋山　光文
東京大学・人文社会系研究科・助教授 秋山　聰
慶應義塾大学・文学部・教授 大石　昌史
放送大学・教養学部・教授 佐藤　康邦
早稲田大学・文学学術院・教授 谷脇　理史
青山学院大学・文学部・教授 佐伯　眞一
日本大学・文理学部・教授 紅野　謙介
鶴見大学・文学部・教授 堀川　貴司
東京大学・総合文化研究科・教授 三角　洋一
お茶の水女子大学・人間文化創成科学研究科・助教授 菅　聡子
大阪大学・言語文化研究科・教授 金子　元臣
筑波大学・人文社会科学研究科・教授 浜名　恵美
東京大学・人文社会系研究科・教授 金澤　美知子
日本大学・文理学部・教授 保坂　一夫
京都大学・人間・環境学研究科・教授 鈴木　雅之
北海道大学・スラブ研究センター ・教授 望月　哲男
大阪外国語大学・外国語学部・教授 市川　明
東京女子大学・文理学部・教授 楠　明子
筑波大学・人文社会科学研究科・教授 今泉　容子
九州大学・人文科学研究院・教授 吉井　亮雄
中央大学・文学部・教授 藤平　育子
東京外国語大学・外国語学部・教授 荒　このみ
一橋大学・言語社会研究科・教授 古澤　ゆう子
上智大学・文学部・教授 小林　章夫
中央大学・法学部・教授 金子　雄司
高知大学・人文学部・教授 上岡　克己
岡山県立大学・情報工学部・教授 桂　宥子
京都大学・文学研究科・教授 田口　紀子
広島大学・総合科学研究科・教授 三木　直大
同志社大学・言語文化教育研究センター・教授 有満　保江
名古屋大学・文学研究科・教授 坪井　秀人
九州大学・韓国研究センター ・教授 松原　孝俊
京都大学・文学研究科・教授 川合　康三
奈良教育大学・教育学部・教授 川那部　和恵
天理大学・国際文化学部・教授 下村 作次郎

日本文学

ヨーロッパ語系文学

各国文学・文学論

美学・美術史

2901

2902

2903

2806

文学

天理大学 国際文化学部 教授 下村　作次郎
名古屋大学・文学研究科・教授 松澤　和宏
大東文化大学・外国語学部・教授 藏中　しのぶ
千葉大学・教育学部・教授 佐藤　宗子
埼玉大学・教養学部・教授 小谷　一郎
北海道大学・文学研究科・教授 安西　眞
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金沢大学・文学部・教授 柘植　洋一
国立民族学博物館・教授 長野　泰彦
日本女子大学・文学部・教授 松森　晶子
首都大学東京・人文科学研究科・教授 萩原　裕子
国立国語研究所・研究開発部門・グループ長 前川　喜久雄
筑波大学・人文社会科学研究科・教授 鷲尾　龍一
京都大学・人間・環境学研究科・教授 三谷　惠子
東京大学・総合文化研究科・助教授 田中　伸一
九州大学・人文科学研究院・助教授 上山　あゆみ
関西学院大学・文学部・教授 小川　暁夫
神戸大学・文学部・教授 松本　曜
富山大学・人文学部・教授 呉人　惠
南山大学・外国語学部・教授 村杉　恵子（斎藤恵子）
神戸大学・文学部・助教授 岸本　秀樹
神戸市看護大学・看護学部・助教授 藤代　節
東北大学・文学研究科・助教授 小泉　政利
神戸大学・国際文化学部・教授 定延　利之
広島大学・留学生センター・教授 玉岡　賀津雄
東北大学・文学研究科・教授 小林　隆
名古屋大学・文学研究科・教授 町田　健
日本大学・文理学部・教授 田中　ゆかり
東京女子大学・現代文化学部・教授 屋名池　誠
鹿児島大学・法文学部・教授 木部　暢子
京都教育大学・教育学部・教授 森山　卓郎
奈良女子大学・文学部・教授 内田　聖二
日本大学・文理学部・教授 保坂　道雄
京都産業大学・外国語学部・教授 川越　いつえ
京都大学・人間・環境学研究科・助教授 藤田　耕司
三重大学・人文学部・教授 服部　範子
中部大学・人文学部・教授 大門　正幸
一橋大学・法学研究科・教授 三枝　令子
愛知県立大学 外国語学部 教授 土屋 千尋

言語学

日本語学

英語学

3001

3002

3003
言語学

愛知県立大学・外国語学部・教授 土屋　千尋
電気通信大学・国際交流推進センター・助教授 田中　真理
大阪大学・文学研究科・教授 土岐　哲
南山大学・人文学部・教授 坂本　正
広島大学・教育学研究科・教授 迫田　久美子
早稲田大学・日本語教育研究科・教授 小林　ミナ
名古屋大学・国際開発研究科・助教授 山下　淳子
東京電機大学・工学部・教授 相澤　一美
東北学院大学・文学部・教授 村野井　仁
明海大学・外国語学部・教授 投野　由紀夫
広島市立大学・国際学部・教授 岩井　千秋
立教大学・経営学部・教授 鳥飼　玖美子
上智大学・外国語学部・教授 渡部　良典
奈良佐保短期大学・教授 簗瀬　正子
筑波大学・人文社会科学研究科・助教授 相澤　啓一
関西学院大学・法学部・教授 門田　修平
愛知教育大学・教育学部・教授 杉浦　正好
東京医科歯科大学・留学生センタ－・教授 山下　早代子
宮城学院女子大学・学芸学部・教授 遊佐　典昭
玉川大学・文学部・教授 佐藤　久美子
東京国際大学・国際関係学部・教授 平川　眞規子
静岡大学・教育学部・教授 白畑　知彦
順天堂大学・スポーツ健康科学部・教授 須藤　路子
大阪大学・言語文化研究科・助教授 日野　信行
東京大学・人文社会系研究科・教授 藤田　覚
大阪大学・文学研究科・教授 桃木　至朗
三重大学・人文学部・教授 山中　章
武蔵大学・人文学部・教授 平野　千果子
京都大学・人間・環境学研究科・教授 松浦　茂
流通経済大学・社会学部・教授 関　哲行
京都大学・人文科学研究所・助教授 高木　博志
国士舘大学・２１世紀アジア学部・教授 原田　信男
広島大学・教育学研究科・教授 下向井　龍彦
滋賀県立大学・人間文化学部・助教授 京樂　真帆子
東京大学・史料編纂所・教授 山本　博文
高知大学・教育学部・教授 市村　高男
関西大学・文学部・教授 西本 昌弘

日本語教育

外国語教育

史学一般

日本史

3004

3005

3101

3102

史学

関西大学 文学部 教授 西本　昌弘
花園大学・文学部・教授 鈴木　康子
関西学院大学・文学部・教授 西山　克
梅花女子大学・文化表現学部・教授 馬田　綾子
早稲田大学・文学学術院・助教授 鶴見　太郎
新潟大学・人文社会・教育科学系・教授 芳井　研一
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中央大学・文学部・教授 新免　康
宇都宮大学・国際学部・教授 内山　雅生
立命館大学・文学部・助教授 江川　ひかり
東京大学・東洋文化研究所・教授 中里　成章
九州大学・人文科学研究院・教授 濱田　耕策
京都女子大学・文学部・教授 檀上　寛
東京大学・人文社会系研究科・助教授 橋場　弦
成蹊大学・文学部・教授 松浦　義弘
関西学院大学・文学部・教授 田中　きく代
奈良女子大学・文学部・教授 山辺　規子
首都大学東京・人文科学研究科・助教授 中嶋　毅
北海道大学・文学研究科・助教授 長谷川　貴彦
千葉大学・国際教育センター・助教授 後藤　春美
東海大学・文学部・教授 禿　仁志
札幌学院大学・人文学部・助教授 鶴丸　俊明
（財）中近東文化センター・研究員 真道　洋子
放送大学・教養学部・教授 スチュアート　ヘンリ（本多俊和）

国立文化財機構東京国立博物館・事業部教育普及課・課長 井上　洋一
熊本大学・文学部・教授 木下　尚子
徳島大学・総合科学部・教授 平井　松午
関西学院大学・文学部・教授 田和　正孝
群馬大学・教育学部・助教授 関戸　明子
山形大学・農学部・教授 岩鼻　通明
立命館大学・文学部・教授 矢野　桂司
明治大学・文学部・教授 川口　太郎
日本女子大学・人間社会学部・教授 福原　敏男
国立民族学博物館・研究戦略センター・教授 小長谷　有紀
京都文教大学・人間学部・教授 杉本　星子
愛知教育大学・教育学部・教授 野地　恒有
京都大学・人文科学研究所・教授 竹沢　泰子
東京大学・東洋文化研究所・助教授 菅　豊

考古学

人文地理学

文化人類学

東洋史

西洋史

3301

3103

3104

3105

3201人文地理学

文化人類学

史学
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