
ＰＤ・人文学　８３名　平成１９年度特別研究員採用者一覧（19.4.1現在）

氏名 カナ氏名 分科・細目 研　究　課　題 受入研究機関 受入研究者

厚　香苗 ｱﾂ ｶﾅｴ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

「都市下層文化」における「伝統」の研究
－露店商いの日韓比較

神奈川大学
歴史民俗資料学 ・教
授 ・福田　アジオ

荒木　和憲 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾉﾘ 史学 ・日本史
中世対馬宗氏領国と海域アジア交流―
「環玄界灘地域」論―

九州大学
比較社会文化 ・教授
・中野　等

池田　喬 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 哲学 ・哲学・倫理学
オントロジカルな環境内行為論：ハイデ
ガーの＜行為＞概念に基づく展開と構築

東京大学
総合文化 ・教授 ・門
脇　俊介

石垣　直 ｲｼｶﾞｷ ﾅｵｷ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

台湾先住民・ブヌン族による地図作成運
動と土地観念の歴史的変容に関する人
類学的研究

横浜国立大学
教育人間科学 ・教授
・笠原　政治

石塚（麦谷）　綾子
ｲｼﾂﾞｶ（ﾑｷﾞﾀﾆ）
ﾘﾖｳｺ

言語学 ・言語学
初期語彙発達における母語音声・音韻体
系獲得過程の実証的検討

日本電信電話株式会社
ＮＴＴコミュニケーション
科学基礎研究所

主任研究員 ・天野
成昭

伊藤　綾 ｲﾄｳ ｱﾔ
文学 ・ヨーロッパ語
系文学

ボードレールと「詩人の形象」の問題：19
－20世紀における文学の社会的機能の
研究

東京大学
総合文化 ・教授 ・鈴
木　啓二

伊村　知子 ｲﾑﾗ ﾄﾓｺ 情報学 ・認知科学
比較認知発達の観点からみた絵画的奥
行知覚:運動情報と視点の影響

京都大学
霊長類研究所 ・助教
授 ・友永　雅己

大愛　崇晴 ｵｵｱｲ ﾀｶﾊﾙ 哲学 ・美学・美術史
17世紀後半のイタリアにおける協和音と
その受容の理論の研究

成城大学
文学 ・教授 ・津上　英
輔

大島　義和 ｵｵｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 言語学 ・言語学
談話構造、情報構造、および叙法性に関
わる言語表現の意味・用法の研究

神戸大学
人文学 ・教授 ・松本
曜

大塚　由美子 ｵｵﾂｶ ﾕﾐｺ 情報学 ・認知科学
乳児期における形態知覚の発達に関す
る実験的検討

東京女子医科大学
医学（系） ・教授 ・小
西　行郎

大森　雅子 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｺ
文学 ・ヨーロッパ語
系文学

ソ連社会における文学・宗教思想受容と
作家の創作活動－M.ブルガーコフを中
心に

東京外国語大学
外国語学 ・教授 ・亀
山　郁夫

小川　さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

アフリカ都市路上商人の多面的な生計実
践とその創造性にかんする都市人類学
的研究

京都大学
文学 ・教授 ・松田　素
ニ

小倉　真紀子 ｵｸﾞﾗ ﾏｷｺ 史学 ・日本史
古代日本における田制の構造と財政運
用の実態に関する研究

東京大学
史料編纂所 ・教授 ・
加藤　友康

小野寺　史郎 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾛｳ
地域研究 ・地域研
究

近代中国におけるナショナリティと政治的
シンボル

（財）東洋文庫 研究員 ・久保　亨

加藤　麻子 ｶﾄｳ ｱｻｺ 史学 ・日本史
天皇制の成立・展開における律令法の意
義

京都大学
人間（・）環境学 ・教授
・西山　良平

加藤　孝臣 ｶﾄｳ ﾀｶｵﾐ 言語学 ・言語学 自然言語における随意移動規則の研究 上智大学
外国語学 ・教授 ・福
井　直樹

亀田　俊和 ｶﾒﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 史学 ・日本史
鎌倉幕府および室町幕府の施行システ
ムの研究

京都大学
人間（・）環境学 ・教授
・元木　泰雄

川瀬　慈 ｶﾜｾ ｲﾂｼ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

アフリカ地域社会における音楽・芸能の
継承と変容に関する映像人類学的研究

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究 ・教授 ・市川　光
雄

河原林（米倉）　薫
ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ（ﾖﾈｸ
ﾗ） ｶｵﾙ

文化財科学 ・文化
財科学

先端的材料解析手法を用いた後期更新
世期材料利用の実証的把握

首都大学東京
都市教養 ・教授 ・小
野　昭

菊田　悠 ｷｸﾀ ﾊﾙｶ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

中央アジア定住地帯の秩序の再編成プ
ロセスにおけるイスラーム聖者と聖性の役
割

北海道大学
スラブ研究センター ・
助教授 ・宇山　智彦

北島　雄一郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 哲学 ・哲学・倫理学
現代物理学における科学的実在主義の
可能性

京都大学
文学 ・助教授 ・出口
康夫

受入研究機関及び受入研究者の氏名・所属・職については19年4月1日現在。

1/4



ＰＤ・人文学　８３名　平成１９年度特別研究員採用者一覧（19.4.1現在）
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衣畑　智秀 ｷﾇﾊﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 言語学 ・言語学
日本語文法史の再構成―複文・単文間
の統語構造変化を中心に―

京都大学
文学 ・教授 ・田窪　行
則

木下　聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 史学 ・日本史 日本中近世における武家官位の研究 東京大学
史料編纂所 ・助教授
・鴨川　達夫

工藤　紀子 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 情報学 ・認知科学
乳児の音声情報処理の発達と言語獲得：
事象関連電位による研究

神戸大学
人文学 ・教授 ・窪薗
晴夫

熊谷　瑞恵 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｴ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

イスラーム文化圏における家屋空間と
ジェンダー―中国新疆ウイグル族の事例
から―

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究 ・教授 ・小杉　泰

黒岩　卓 ｸﾛｲﾜ ﾀｸ
文学 ・ヨーロッパ語
系文学

神の歴史と阿呆の歴史―後期中世フラン
ス演劇における世界の記述と詩作技巧

白百合女子大学
文学 ・教授 ・篠田　勝
英

河野　龍也 ｺｳﾉ ﾀﾂﾔ 文学 ・日本文学
佐藤春夫のジャンル意識とナショナルア
イデンティティに関する研究

成蹊大学 文学 ・教授 ・林　廣親

児島　大輔 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 哲学 ・美学・美術史 東大寺の成立過程に関する研究
独立行政法人国立
文化財機構奈良文
化財研究所

研究室長 ・光谷　拓
実

後藤　真 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ
情報学 ・情報図書
館学

正倉院文書データベースへの共通メタ
データ付加による、古代史料の特質の解
明

大阪市立大学
文学 ・教授 ・栄原　永
遠男

小林　久泰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾔｽ
哲学 ・印度哲学・仏
教学

プラジュニャーカラグプタ自己認識理論
の研究－クマーリラとの論争と思想史的
意義－

東京学芸大学
教育学 ・教授 ・稲見
正浩

小山　花子 ｺﾔﾏ ﾊﾅｺ 哲学 ・哲学・倫理学
ハンナ・アーレントの活動論と判断力論
――活動の特権化された瞬間と注視者
の民主主義

一橋大学
社会学 ・教授 ・古茂
田　宏

櫻井　文子 ｻｸﾗｲ ｱﾔｺ 史学 ・西洋史
19世紀ドイツにおける科学知の政治性
―　結社・実践・都市共同体

東京大学
経済学 ・教授 ・馬場
哲

佐々田　悠 ｻｻﾀﾞ ﾕｳ 史学 ・日本史
日本古代・中世移行期における地方祭祀
制度の研究

東京大学
史料編纂所 ・教授 ・
山口　英男

佐藤　猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 史学 ・西洋史
15・16世紀フランスにおける王国諸地域
の再編と国家統合

北海道大学
法学 ・准教授 ・水野
浩二

佐藤　朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 哲学 ・思想史
二〇世紀後半フランスのフロイト派精神
分析の言語観、とくに母語観の研究

東京大学
総合文化 ・教授 ・増
田　一夫

鯖江　秀樹 ｻﾊﾞｴ ﾋﾃﾞｷ 哲学 ・美学・美術史
ジュゼッペ・ボッタイの芸術戦略―イタリ
ア・ファシズム下の芸術活動と批評の関
係性―

京都大学
人間（・）環境学 ・教授
・篠原　資明

志田　泰盛 ｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ
哲学 ・印度哲学・仏
教学

インドにおける知の源泉をめぐる議論と宗
教間対話―ウダヤナの合理的神学論解
明―

京都大学
文学 ・教授 ・赤松　明
彦

嶋田　珠巳 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾏﾐ 言語学 ・言語学
クレオールとしてのアイルランド英語の文
法体系に関する動態的研究

東京大学
人文社会（系） ・教授
・林　徹

島田　将喜 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｷ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

ヒトと霊長類のコドモの社会的遊びの映
像分析による規則の進化的基盤の探求

滋賀県立大学
人間文化（学） ・教授
・黒田　末寿

清水　一浩 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 哲学 ・哲学・倫理学
超越論哲学から超越論的文献学への転
回：カントに挑むベンヤミンの歴史的認識
の理論

東京大学
人文社会（系） ・助教
授 ・熊野　純彦

清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ
哲学 ・印度哲学・仏
教学

『パンニャーサ・ジャータカ』を中心とする
東南アジア撰述仏教説話写本の研究

名古屋大学
文学 ・助教授 ・畝部
俊也

庄田　慎矢 ｼﾖｳﾀﾞ ｼﾝﾔ 史学 ・考古学
東北アジア紀元前１千年紀像の再編成と
弥生文化の形成に関する新パラダイム構
築

東京大学
新領域創成科学 ・教
授 ・辻　誠一郎
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鈴木　英之 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 哲学 ・思想史
日本浄土教における中世神道理論の受
容と形成─了誉聖冏著作の研究─

茨城大学
人文学 ・教授 ・伊藤
聡

鈴木　博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 言語学 ・言語学
川西民族走廊・チベット文化圏における
少数民族言語の方言調査と地域言語学
的研究

人間文化研究機構
国立民族学博物館 ・
教授 ・長野　泰彦

相馬　雅代 ｿｳﾏ ﾏｻﾖ 情報学 ・認知科学
動作の時系列的規則性獲得の認知メカ
ニズム：鳥をモデルとした研究

総合研究大学院大
学

葉山高等研究セン
ター ・教授 ・長谷川
眞理子

高橋　悠介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 文学 ・日本文学
金春禅竹の能楽論とその思想的背景に
関する研究

東京大学
総合文化 ・助教授 ・
Campbell　Robert

高橋　亮介 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳｽｹ 史学 ・西洋史
地方共同体から見たヘレニズム・ローマ
期のエジプト社会

名古屋大学
文学 ・教授 ・周藤　芳
幸

竹村　亮 ﾀｹﾑﾗ ﾘﾖｳ 哲学 ・哲学・倫理学
証明論と論理的意味論の二元論に対す
る論理哲学と認知科学による統合的研究

慶應義塾大学 文学 ・教授 ・飯田　隆

但馬　亨 ﾀｼﾞﾏ ﾄｵﾙ
科学社会学・科学
技術史 ・科学社会
学・技術史

啓蒙の世紀における数学・物理学を中心
としたヨーロッパ自然科学研究とその教育
法

東京外国語大学
外国語学 ・教授 ・吉
本　秀之

伊達（手戸）　聖伸 ﾀﾞﾃ（ﾃﾄﾞ） ｷﾖﾉﾌﾞ 哲学 ・宗教学
近現代フランスにおける民主主義と宗教
－ライシテ（非宗教性）の歴史社会学

中央大学
文学 ・教授 ・三浦　信
孝

土屋　聡 ﾂﾁﾔ ｻﾄｼ
文学 ・各国文学・文
学論

中国中世における文人官僚の形成とその
創作活動

東京学芸大学
教育学 ・助教授 ・佐
藤　正光

土屋　貴裕 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 哲学 ・美学・美術史
中世仏教絵巻の諸相とその制作・享受・
交流の場に関する調査研究

独立行政法人国立
文化財機構東京国
立博物館

上席研究員 ・松原
茂

土肥　秀行 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ
文学 ・ヨーロッパ語
系文学

パゾリーニと20世紀イタリア短詩形：ヨー
ロッパと日本の詩の影響

東京外国語大学
外国語学 ・教授 ・和
田　忠彦

戸邉　秀明 ﾄﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 史学 ・日本史
戦後沖縄復帰運動史における教員社会
運動の実証的研究

一橋大学
社会学 ・教授 ・吉田
裕

内藤　順子 ﾅｲﾄｳ ｼﾞﾕﾝｺ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

貧困空間の人類学：下からの民族誌記述
と知のリハビリテーションに向けて

日本女子大学
人間社会（学） ・教授
・関根　康正

中川　亜希 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷ 史学 ・西洋史
古代ローマ帝国元首政期における、皇帝
権力と諸社会層との関係と交流に関する
考察

東京大学
総合文化 ・教授 ・本
村　凌二

中川　真弓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 文学 ・日本文学
中世寺院における願文作品の文学史的
研究

筑波大学
人文社会科学 ・助教
授 ・近本　謙介

中野　貴文 ﾅｶﾉ ﾀｶﾌﾐ 文学 ・日本文学
中世散文テキストに見える消息的性格と
文学性の研究

東京大学
総合文化 ・教授 ・三
角　洋一

西村　慎太郎 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 史学 ・日本史 近世朝廷社会の構造と特質 東京大学
史料編纂所 ・助教授
・山口　和夫

信岡　朝子 ﾉﾌﾞｵｶ ｱｻｺ
文学 ・各国文学・文
学論

近現代日米間における「環境問題」をめ
ぐる言説体系の翻訳論的・クロスジャンル
的研究

東京大学
総合文化 ・教授 ・井
上　健

日沖　敦子 ﾋｵｷ ｱﾂｺ 文学 ・日本文学
縁起・霊験譚の生成と作品制作の実態的
研究―生活の中の信仰と生業の解明を
通して―

南山大学
人文学 ・教授 ・美濃
部　重克

平林（田草川）　み
ずき

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ（ﾀｸｻｶﾞ
ﾜ） ﾐｽﾞｷ

文学 ・日本文学
浄瑠璃芸論研究―古浄瑠璃太夫・宇治
加賀掾による音曲論の解読を中心に

神戸女子大学
文学 ・教授 ・阪口　弘
之

廣瀬　憲雄 ﾋﾛｾ ﾉﾘｵ 史学 ・日本史
古代東アジア地域の外交関係と国内秩
序の研究

東京大学
史料編纂所 ・教授 ・
石上　英一
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福井　辰彦 ﾌｸｲ ﾀﾂﾋｺ 文学 ・日本文学
菊池三渓自筆稿本類の調査整理に基づ
く三渓および明治漢詩文研究の基盤形
成

京都大学
人間（・）環境学 ・助教
授 ・須田　千里

福山　泰子 ﾌｸﾔﾏ ﾔｽｺ 哲学 ・美学・美術史
南アジア古代絵画の伝播と変容ーアジャ
ンターからティヴァンカまでー

お茶の水女子大学
文教育学 ・教授 ・秋
山　光文

藤井　貴志 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 文学 ・日本文学
近代日本における〈不安の文学〉の系譜
とその思想史的背景に関する総合的研
究

学習院大学
文学 ・教授 ・山本　芳
明

藤井　光 ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾙ
文学 ・ヨーロッパ語
系文学

現代アメリカ文学における「生成」概念の
研究

東京大学
人文社会（系） ・教授
・柴田　元幸

藤山　龍造 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘﾕｳｿﾞｳ 史学 ・考古学
日本列島における先史人類の定住化を
めぐる動態的研究

明治大学
文学 ・教授 ・阿部　芳
郎

古井　龍介 ﾌﾙｲ ﾘﾖｳｽｹ 史学 ・東洋史
前近代南アジア農村社会における知：中
世初期ベンガルを対象として

東京大学
東洋文化研究所 ・教
授 ・中里　成章

細川　武稔 ﾎｿｶﾜ ﾀｹﾄｼ 史学 ・日本史
日本中世の寺社空間と信仰－京都を中
心に－

東京大学
史料編纂所 ・助教授
・高橋　慎一朗

堀内　隆行 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾕｷ 史学 ・西洋史
19世紀末－20世紀前半期南アフリカのブ
リティッシュ・アイデンティティ

甲南大学
人文科学 ・教授 ・井
野瀬　久美惠

堀内　俊郎 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｵ
哲学 ・印度哲学・仏
教学

インドにおける大乗仏説論の研究－『大
乗荘厳経論』『思択炎論』『入大乗論』を
中心に

筑波大学
人文社会科学 ・教授
・佐久間　秀範

松野　響 ﾏﾂﾉ ﾄﾖﾐ 情報学 ・認知科学
鳥類と霊長類の知覚統合過程に関する
比較認知科学的研究

京都大学
文学 ・教授 ・藤田　和
生

松本　郁子 ﾏﾂﾓﾄ ｲｸｺ 史学 ・史学一般
日露交流史の研究－太田覚眠をめぐる
宗教と国家の相克

人間文化研究機構
国際日本文化研究セ
ンター ・教授 ・笠谷
和比古

丸山　陽子 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｺ 文学 ・日本文学
歌人兼好とその時代―二条派・神官・僧
侶との歌壇交流及びその歌壇活動に関
する考察―

東京大学
史料編纂所 ・教授 ・
田島　公

御園生　涼子 ﾐｿﾉｳ ﾘﾖｳｺ 哲学 ・美学・美術史
小津安二郎初期作品とヴァナキュラー・
モダニズム―両大戦間期日本における
近代の経験

東京大学
総合文化 ・教授 ・松
浦　寿輝

溝邊　泰雄 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾔｽｵ
地域研究 ・地域研
究

アフリカ独自の近代化・自立的発展論に
関する歴史的研究：植民地初期ガーナの
事例から

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語
文化研究所 ・助教授
・永原　陽子

三谷　尚澄 ﾐﾀﾆ ﾅｵｽﾞﾐ 哲学 ・哲学・倫理学
規範性の成立構造をめぐる「構成主義」
的理解と「表現主義」的理解の比較・検
討

関西学院大学
文学 ・教授 ・浜野　研
三

村上　信明 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｱｷ 史学 ・東洋史
１８世紀後半～１９世紀前半の藩部にお
ける清朝支配の様態と統治政策の展開

東京大学
人文社会（系） ・教授
・岸本　美緒

山崎　敦 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ
文学 ・ヨーロッパ語
系文学

フローベールと哲学―思想史的アプロー
チによる草稿研究

早稲田大学
文学 ・教授 ・芳川　泰
久

山崎　吾郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾞﾛｳ
文化人類学 ・文化
人類学・民俗学

先端医療技術の時代における人間の条
件：身体=機械の異種混交性に関する人
類学的研究

大阪大学
コミュニケーションデザ
インセンター ・教授 ・
池田　光穂

與那覇　潤 ﾖﾅﾊ ｼﾞﾕﾝ
地域研究 ・地域研
究

史的システムとしての「人種論」の比較研
究：帝国主義時代の日本とアメリカ

日本大学
経済学 ・助教授 ・坂
野　徹

和田　琢磨 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ 文学 ・日本文学
南北朝・室町時代初期における軍記の研
究ー西源院本・神田本『太平記』を中心
にー

立教大学
文学 ・教授 ・小峯　和
明
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