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池田　潤 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

プルースト『失われた時を求めて』
における文学的教養

京都大学
文学・教授・吉川　一
義

伊豆田　俊輔 ｲｽﾞﾀ ｼﾕﾝｽｹ 西洋史
東ドイツの「文化同盟」：自発的結
社と大衆組織の結合

東京大学
総合文化・教授・石田
勇治

泉　直亮 ｲｽﾞﾐ ﾅｵｱｷ 地域研究
アフリカ農村における地域社会の
内発的発展：豪農の移住と生業
の新展開に注目して

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究・教授・太田　至

市川　彰 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 考古学
メソアメリカ古典期社会の形成過
程に関する考古学的研究

名古屋大学
文学・教授・山本　直
人

井堂　彰人 ｲﾄﾞｳ ｱｷﾋﾄ 地域研究
ユカタン・マヤ地域における伝統
の継承：焼畑農耕と伝統養蜂の
再開に見るその論理

上智大学
外国語学・教授・大越
翼

伊藤　愉 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ
芸術学・芸術
史・芸術一般

1920年代後半ロシアにおける演
劇実践の考察--メイエルホリドを
視座として--

一橋大学
言語社会・教授・武村
知子

井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 地域研究
中国海南省農村部コミュニティに
おける《都市的なるもの》の拡がり
と健康影響

東京大学
医学（系）・教授・渡辺
知保

今給黎　佳菜 ｲﾏｷｲﾚ ｶﾅ 日本史
近代日本における陶磁器輸出と
欧米市場

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学・
教授・小風　秀雅

岩田　康弘 ｲﾜﾀ ﾔｽﾋﾛ 哲学・倫理学 ドイツ応用倫理学の研究 広島大学
文学・教授・山内　廣
隆

岩渕　俊樹 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾄｼｷ 認知科学
身体化による言語理解に関する
神経基盤の解明

京都大学
情報（学）・教授・乾
敏郎

上野　大樹 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 思想史
デモクラシー理論の主権論的再
構成：現代リベラリズムから人民
主権論への思想史的遡行

京都大学
人間・環境学・教授・
佐伯　啓思

梅田　径 ｳﾒﾀﾞ ｹｲ 日本文学
藤原清輔歌学書類の編制と書写
論理の研究

早稲田大学
文学・教授・兼築　信
行

大石　紗都子 ｵｵｲｼ ｻﾄｺ 日本文学
昭和十年代における堀辰雄の日
本古典受容の特徴と文学的役割

東京大学
人文社会（系）・教授・
安藤　宏

大熊　智之 ｵｵｸﾏ ﾄﾓﾕｷ 日本史
近代日本における拓殖教育の展
開と「植民者」像

北海道大学
文学・准教授・権　錫
永
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岡部　遊志 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｼ 人文地理学
フランスにおける多層的政府間関
係と地域の競争力に関する地理
学的研究

東京大学
総合文化・教授・松原
宏

岡本（伊藤）
秀明

ｵｶﾓﾄ(ｲﾄｳ) ﾋ
ﾃﾞｱｷ

日本語教育
第二言語としての日本語におけ
る相対自他動詞の習得研究-語
彙・表現習得の観点から-

筑波大学
人文社会科学・准教
授・小野　正樹

甲斐　義明 ｶｲ ﾖｼｱｷ 美学・美術史
戦後写真の日米間交流と「スナッ
プ」写真の展開

東京大学
人文社会（系）・教授・
小佐野　重利

覚張　隆史 ｶﾞｸﾊﾘ ﾀｶｼ 文化財科学
新たな動物考古学的手法による
古墳時代および古代における馬
の飼育形態の復元

東京大学
新領域創成科学・准
教授・米田　穣

梶尾　悠史 ｶｼﾞｵ ﾕｳｼ 哲学・倫理学
フッサールにおける知覚と真理-
知覚経験を構造化する機能的な
真理概念の研究

東北大学
文学・准教授・直江
清隆

片山　由美 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾐ
印度哲学・仏教
学

『法華経』の「一乗」研究-仏伝考
察とパーリ・チベット撰述文献の
「一乗」議論解明-

広島大学
文学・准教授・小川
英世

加藤　穣 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ 哲学・倫理学
現代医療における良心と誠実性-
脳死判定に関する日米比較を中
心に

大阪大学
医学（系）・兼任教授・
中岡　成文

金山　泰志 ｶﾅﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 日本史
明治期の日本における中国観の
検討

日本大学
文理学・教授・古川
隆久

川瀬　さゆり ｶﾜｾ ｻﾕﾘ 文化財科学
１９世紀前半のフランスにおける
歴史的建造物の保存・共有体制-
カテドラルを事例に

東京大学
人文社会（系）・教授・
渡辺　裕

河原　梓水 ｶﾜﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 日本史
宮廷儀礼参列者の分析に基づく
日本古代国家による蝦夷統制過
程の研究

立命館大学
文学・教授・本郷　真
紹

菅野　磨美 ｶﾝﾉ ﾏﾐ
英米・英語圏文
学

中英語聖人伝における女性表象
に関する読者論的考察-『南部英
語聖人伝』を中心に-

慶應義塾大学
文学・教授・松田　隆
美

岸　清香 ｷｼ ｻﾔｶ
印度哲学・仏教
学

初期瑜伽行派における大乗仏教
思想の形成過程の解明-伝統的
教義との融合と発展-

筑波大学
人文社会科学・教授・
佐久間　秀範

北川　恵 ｷﾀｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 美学・美術史
アウグスティヌスにおける学として
の「音楽」ー西洋中世の音楽美学
研究

上智大学
文学・教授・樋笠　勝
士

木谷　佳楠 ｷﾀﾆ ｶﾅﾝ 宗教学
アメリカ映画とキリスト教 -110年
の関係史-

同志社大学
神学・教授・関谷　直
人



ＤＣ２・人文学　123名　平成23年度特別研究員採用者一覧

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

木内　尭 ｷﾉｳﾁ ﾀｶｼ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

フローベール『感情教育』とロマン
主義文学

東京大学
人文社会（系）・准教
授・野崎　歓

金　志虎 ｷﾑ ｼﾞﾎ 美学・美術史
七世紀の東アジアにおける塑像
について（当麻寺の仏像をとおし
て）

早稲田大学
文学・教授・大橋　一
章

金　正旭 ｷﾑ ｼﾞﾖﾝｳﾂ 哲学・倫理学
こころと論理--カント・新カント学
派・現象学の論理学--

北海道大学
文学・教授・新田　孝
彦

金　普仁 ｷﾑ ﾎﾞｳｲﾝ 言語学
韓国語の連体形と日本語の対応
表現の対照研究

東北大学
高等教育開発推進セ
ンター・教授・上原　聡

許　海華 ｷﾖ ｶｲｶ 東洋史
幕末明治期における旧唐通事の
史的研究

関西大学 文学・教授・松浦　章

金城　未来 ｷﾝｼﾞﾖｳ ﾐｷ 中国哲学
新出土文献による中国古代思想
史の再構築

大阪大学
文学・教授・湯浅　邦
弘

粂　汐里 ｸﾒ ｼｵﾘ 日本文学
説経『小栗判官』の研究-藤沢に
おける受容と展開-

立教大学
文学・教授・小峯　和
明

栗山　新也 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾔ
文化人類学・民
俗学

越境の琉球芸能社会史-近代の
大阪、南洋群島、ハワイを中心に

大阪大学
文学・教授・冨山　一
郎

高　峡 ｺｳ ｷﾖｳ 地域研究
近代化のなかの人力車-日中比
較言説研究の試み-

名古屋大学
文学・教授・坪井　秀
人

児島　博紀 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 哲学・倫理学
分配的正義の基準と教育の役割
-J．ロールズを中心として-

東京大学
教育学・教授・川本
隆史

小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

「理念」と「アウラ」における＜他
性＞--Ｗ・ベンヤミンの思考の特
質

京都大学
人間・環境学・教授・
道籏　泰三

小林　宏至 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ
文化人類学・民
俗学

グローバル社会における文化的
記号の生成・受容過程をめぐる社
会人類学的研究

首都大学東京
人文科学・教授・何
彬

近藤　宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ
文化人類学・民
俗学

パナマ先住民エンベラの現代史
的経験の民族誌--人間と非人間
の関係からの記述

立命館大学
先端総合学術・教授・
渡辺　公三

今野　勝幸 ｺﾝﾉ ｶﾂﾕｷ 外国語教育
自己決定理論を基にした日本人
英語学習者のL2自己の発達可能
性に関する調査研究

筑波大学
人文社会科学・教授・
久保田　章
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坂口　周輔
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾕｳｽ
ｹ

ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

マラルメにおける詩の発生する
「場」について

東京大学
総合文化・教授・山田
広昭

坂本　篤史 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 美学・美術史
17世紀フィレンツェ派の研究-ヤコ
ポ・ヴィニャーリを中心に

神戸大学
人文学・准教授・宮下
規久朗

坂本　杏子 ｻｶﾓﾄ ｷﾖｳｺ 言語学
動詞語彙概念の学習における語
と事象のマッピング-言語間の相
違に注目して-

広島大学
教育学・教授・酒井
弘

佐久間　香子 ｻｸﾏ ｷﾖｳｺ
文化人類学・民
俗学

マレーシアにおける森林資源利
用をめぐる民族間関係に関する
人類学的研究

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究・教授・杉島　敬
志

定村　来人 ｻﾀﾞﾑﾗ ｺﾄ 美学・美術史
19世紀後半の異文化交渉と日本
美術の相関 - 画師河鍋暁斎を中
心に

東京大学
総合文化・教授・
Campbell　Robert

佐藤　萌 ｻﾄｳ ﾓｴ 文化財科学
江戸時代の雛人形の頭髪に使用
された黒染め生糸の素材技法お
よび劣化機構に関する研究

京都工芸繊維大
学

工芸科学・准教授・奥
林　里子

佐藤　善輝 ｻﾄｳ ﾖｼｷ 地理学
高精度な古環境復元に基づく浜
名湖周辺の気候変動・地震履歴
の解明

九州大学
理学（系）・准教授・鹿
島　薫

里見　龍樹 ｻﾄﾐ ﾘﾕｳｼﾞﾕ
文化人類学・民
俗学

ソロモン諸島マライタ島の海上居
住実践とその現代的動態に関す
る場所論的比較民族誌

東京大学
総合文化・准教授・箭
内　匡

澤井　治郎 ｻﾜｲ ｼﾞﾛｳ 宗教学 現代アメリカの宗教思想と政治 東北大学
文学・教授・鈴木　岩
弓

志々見　剛 ｼｼﾐ ﾂﾖｼ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

モンテーニュの『エセー』におけ
る、歴史をめぐる諸考察

東京大学
人文社会（系）・教授・
月村　辰雄

ジスク　マ
シュ－　ヨセ
フ

ｼﾞｽｸ ﾏｼﾕ－
ﾖｾﾌ

日本語学
日本語における漢字を媒介とした
意味借用の研究

東北大学
文学・准教授・大木
一夫

曺　貞恩 ｼﾞﾖ ｼﾞﾖﾝｳﾝ 東洋史
近代中国の伝染病対策-伝統医
学と西洋医学の相互作用に着目
して

東京大学
人文社会（系）・准教
授・吉澤　誠一郎

須藤　圭 ｽﾄﾞｳ ｹｲ 日本文学 狭衣物語の研究 立命館大学
文学・教授・中西　健
治

高井　龍 ﾀｶｲ ﾘﾕｳ
各国文学・文学
論

敦煌講経資料より見た変文発展
変化の基礎的研究

広島大学
総合科学・准教授・荒
見　泰史
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髙﨑　章裕 ﾀｶｻｷ ｱｷﾋﾛ 人文地理学
環境運動における資源動員論と
スケールの政治の相互関係に関
する研究

大阪市立大学
文学・教授・山崎　孝
史

高松　亮太 ﾀｶﾏﾂ ﾘﾖｳﾀ 日本文学
上田秋成を中心とした和学者研
究

立教大学
文学・教授・加藤　定
彦

高椋　浩史 ﾀｶﾑｸ ﾋﾛﾌﾐ 考古学
古人骨から見る先史・歴史時代
の妊娠・出産に関する研究

九州大学
比較社会文化・教授・
中橋　孝博

田中　祐輔 ﾀﾅｶ　 ﾕｳｽｹ 日本語教育
中国の日本語学習ニーズの多様
化に対応する「学習者主体の教
材開発」に関する実践研究

早稲田大学
日本語教育・教授・吉
岡　英幸

田中　有紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中国哲学
明代雅楽思想の研究-朱載イクを
中心に

東京大学
人文社会（系）・教授・
川原　秀城

谷口　雄太 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 日本史 中世足利氏御一家の研究 東京大学
人文社会（系）・教授・
村井　章介

田畑　潤 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾞﾕﾝ 考古学
殷周時代の葬制研究‐副葬品配
置の分析から‐

青山学院大学
文学・教授・清水　信
行

田村　彩子 ﾀﾑﾗ ｻｲｺ
各国文学・文学
論

中国歴史小説の研究 京都府立大学 文学・教授・小松　謙

陳　劼懌 ﾁﾝ ｶﾂｴｷ 日本語学
現代日本語複合動詞の語形成と
派生体系の研究

東北大学
文学・教授・斎藤　倫
明

次田　瞬 ﾂｷﾞﾀ ｼﾕﾝ 哲学・倫理学
現代英米哲学における自然主義
的意味論の研究

東京大学
人文社会（系）・教授・
一ノ瀬　正樹

辻河　典子 ﾂｼﾞｶﾜ ﾉﾘｺ 地域研究
政治経験の共有と利用：1920年
代前半のハンガリー系亡命者と
「1918年10月」

東京大学
総合文化・教授・中井
和夫

辻本　香子 ﾂｼﾞﾓﾄ ｷﾖｳｺ
文化人類学・民
俗学

東アジア都市の音文化にみる伝
統と現代の融合：香港の龍舞・獅
子舞を担う若者を通して

総合研究大学院
大学

文化科学・併任准教
授・福岡　正太

土田　耕督 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ
芸術学・芸術
史・芸術一般

心のデータベースとしての歌こと
ば -中世和歌における本歌取り
意識の基盤と射程-

大阪大学
文学・教授・上倉　庸
敬

鄭　卉芸 ﾃｲ ｷｷ
各国文学・文学
論

台湾の日本語文学からみる「外
地」の超克-「家」における潜在的
部外者の表象を中心に

大阪大学 文学・教授・杉原　達
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寺尾　佳子 ﾃﾗｵ ﾖｼｺ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

18世紀中葉フランスにおける遠隔
通信のパラダイムー視聴覚メディ
アの言説分析

京都大学
人間・環境学・教授・
田邊　玲子

田　由甲 ﾃﾞﾝ ﾕｳｺｳ 東洋史
明清福建地域社会の重層構造--
文献研究とフィールドワークの手
法を用いて

大阪大学 文学・教授・片山　剛

戸内　俊介 ﾄﾉｳﾁ ｼﾕﾝｽｹ 言語学
出土資料からみた上古中国語の
通時的研究-非現実的事態に関
わる表現について-

東京大学
人文社会（系）・准教
授・大西　克也

飛内　悠子 ﾄﾋﾞﾅｲ ﾕｳｺ 地域研究
スーダン共和国におけるクク人の
「避難の経験」と宗教

上智大学
外国語学・教授・赤堀
雅幸

豊田　唯 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲ 美学・美術史
セビーリャ、サンタ・カリダード聖
堂研究

早稲田大学
文学・教授・大高　保
二郎

中嶋　優太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 哲学・倫理学
西田幾多郎の形而上学とカントの
形而上学

京都大学
文学・教授・藤田　正
勝

中空　萌 ﾅｶｿﾞﾗ ﾓｴ
文化人類学・民
俗学

民俗的知識と知的所有権-生物
資源の「所有」をめぐるインド「国
家」アクターの実践

東京大学
総合文化・准教授・渡
邊　日日

中野　逸雄 ﾅｶﾉ ｲﾂｵ 美学・美術史
自然と芸術をめぐる「象徴」の詩
学-Adalbert Stifterの『晩夏』研究

大阪大学
文学・教授・上倉　庸
敬

夏目　琢史 ﾅﾂﾒ ﾀｸﾐ 日本史
幕末維新期における草莽隊の活
動と地域社会

一橋大学
社会学・教授・渡辺
尚志

奈良　雅史 ﾅﾗ ﾏｻｼ
文化人類学・民
俗学

「ムスリムであること」をめぐる人
類学的研究-中国雲南省ムスリム
社会の事例から-

筑波大学
人文社会科学・教授・
内山田　康

野上　潤一 ﾉｶﾞﾐ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 日本文学
中世後期学問史研究の基盤構築
のための基礎的研究

大阪大学
文学・教授・加藤　洋
介

野原　将揮 ﾉﾊﾗ ﾏｻｷ 言語学
上古中国語の音韻体系の再構～
春秋戦国・秦・漢出土資料を中心
に～

早稲田大学
文学・教授・古屋　昭
弘

袴田　渉 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 宗教学
古代ギリシア教父の人間観-「神
化」概念の変遷-

東京大学
人文社会（系）・教授・
市川　裕

長谷川　奨悟 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾖｳｺﾞ 人文地理学
近世・近代の京都および周辺都
市における名所観の成立と変容

神戸大学
人文学・教授・長谷川
孝治
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馬場（栃井）
裕美

ﾊﾞﾊﾞ（ﾄﾁｲ） ﾋﾛ
ﾐ

各国文学・文学
論

アルバハリの小説『雪の男』、『マ
マッツ』にみる権力の脱中心化-
差異、他者性、言語

千葉大学
人文社会科学・教授・
土田　知則

久山　雄甫 ﾋｻﾔﾏ ﾕｳﾎ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

ゲーテと「理性の他者」--身体・情
感・自然をめぐる近代批判論の現
象学的再考

京都大学
人間・環境学・教授・
田邊　玲子

平田　晶子 ﾋﾗﾀ ｱｷｺ
文化人類学・民
俗学

モーラム地域芸能の人類学的研
究-東北タイ・ラオスの芸能・宗教
実践の理解に向けて

東京外国語大学
総合国際学・教授・土
佐　桂子

平田　周 ﾋﾗﾀ ｼﾕｳ 思想史
アンリ・ルフェーヴルの空間論の
諸相--日常生活、都市、国家の
主題を中心に

東京外国語大学
地域文化・教授・西谷
修

平沼　公子 ﾋﾗﾇﾏ ｷﾐｺ
英米・英語圏文
学

アメリカ黒人文学とは何か？：現
代アメリカ黒人文学における超越
思考の系譜を追う

筑波大学
人文社会科学・教授・
宮本　陽一郎

平松　晃一 ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ 人文地理学
場所の過去の記録と保存に関す
る研究

名古屋大学
環境学・教授・溝口
常俊

蛭沼　芽衣 ﾋﾙﾇﾏ ﾒｲ 日本語学 悉曇連聲説 九州大学
人文科学・教授・高山
倫明

藤田　公二郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 哲学・倫理学 ミシェル・フーコーの主体形成論 一橋大学
社会学・教授・平子
友長

淵田　仁 ﾌﾁﾀﾞ ﾏｻｼ 思想史
ルソーの自然科学受容とその政
治哲学への応用について

一橋大学
社会学・教授・森村
敏己

ペレス　リオ
ボ　アンドレ
ス

ﾍﾟﾚｽ　ﾘｵﾎﾞ ｱ
ﾝﾄﾞﾚｽ

思想史
キリシタン・キリシタン思想と日本
思想との関わり

立命館大学
文学・教授・桂島　宣
弘

方　国花 ﾎｳ ｺﾂｶ 史学一般
古代東アジアにおける漢字文化
の研究

愛知県立大学
日本文化学・教授・犬
飼　隆

朴　嵩哲 ﾎﾞｸ ｽｳﾃﾂ 哲学・倫理学 他者理解と精神障害の哲学 東京大学
総合文化・教授・信原
幸弘

堀田　あゆみ ﾎﾂﾀ ｱﾕﾐ
文化人類学・民
俗学

現代モンゴルの廃棄行動にみる
情報としてのマテリアリティ研究

総合研究大学院
大学

文化科学・併任教授・
小長谷　有紀

前田　雅子 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｺ 英語学
焦点化構文におけるwh移動に関
する統語分析

九州大学
人文科学・教授・西岡
宣明
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松岡　昌和 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｶｽﾞ 史学一般
日本占領下旧英領植民地におけ
るプロパガンダ：シンガポール及
び香港を事例として

一橋大学
言語社会・教授・イ　ヨ
ンスク

松沢　裕樹 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 宗教学
マイスター・エックハルトの人間神
化思想における存在論

早稲田大学
文学・教授・田島　照
久

松永　伸司 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ
芸術学・芸術
史・芸術一般

ビデオゲーム研究における美学
的方法の研究

東京芸術大学
美術（学）・教授・松尾
大

松山　聖央 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｵ 美学・美術史
現代ドイツの環境美学-「アイス
テーシス」および「エコロジー」概
念をめぐって

北海道大学
文学・教授・北村　清
彦

三本　周作 ﾐﾓﾄ ｼﾕｳｻｸ 美学・美術史
彫刻史・金工史の双方の視点に
基づく鎌倉彫刻の金属製荘厳具
に関する研究

大阪大学 文学・教授・藤岡　穣

宮脇　永吏 ﾐﾔﾜｷ ｴﾘ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

サミュエル・ベケット作品における
「傍観者」の諸問題

学習院大学
文学・教授・ティエリ・
マレ

村田　みお ﾑﾗﾀ ﾐｵ 中国哲学
南朝仏教地域性研究-写本の作
成、流布、受容の考察を通して-

京都大学
文学・教授・池田　秀
三

本橋　裕美 ﾓﾄﾊｼ ﾋﾛﾐ 日本文学 斎宮の文学史 一橋大学
言語社会・連携教授・
河添　房江

森　貴教 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 考古学
石器消費からみた農耕社会展開
過程の考古学的研究-北部九州
と韓半島を素材として-

九州大学
人文科学・教授・宮本
一夫

谷内　悠 ﾔﾁ ﾕｳ 宗教学
「信」と世界認識に関する理論的
研究-現実と虚構の概念を巡って
-

東京大学
人文社会（系）・教授・
池澤　優

八幡　恵一 ﾔﾊﾀ ｹｲｲﾁ 哲学・倫理学
言語哲学を通じたモーリス・メル
ロ＝ポンティの思想解明とその現
象学的な意義の探求

東京大学
総合文化・准教授・原
和之

山下　正美 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐ
芸術学・芸術
史・芸術一般

20世紀前半ソヴィエト政権下のサ
ハ（ヤクーチア）における音楽実
践と民族音楽

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学・
教授・永原　恵三

山田　庄太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾖｳﾀﾛｳ 宗教学
アウグスティヌス『告白』第11巻の
研究-回心とその知的準備につい
て-

筑波大学
人文社会科学・准教
授・保呂　篤彦

山田　貴裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 哲学・倫理学
反実在論の実質化--時間の反実
在論

京都大学
文学・教授・伊藤　邦
武
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山中　美潮 ﾔﾏﾅｶ ﾐｼｵ 西洋史
19-20世紀転換期米国南部の人
種問題再考　ニューオーリンズの
人種階層形成から

京都大学
人間・環境学・教授・H
Brian Masaru

山野　ケン陽
次郎

ﾔﾏﾉ ｹﾝﾖｳｼﾞﾛ
ｳ

考古学
東アジアにおける貝文化の考古
学的研究-先史琉球を視座に-

熊本大学
文学・教授・木下　尚
子

吉川　克正 ﾖｼｶﾜ ｶﾂﾏｻ 言語学
確率的論理による多様な言語学
的知識を利用した事象-項関係及
び照応関係の複合推定

奈良先端科学技
術大学院大学

情報科学・教授・松本
裕治

吉沢　文武 ﾖｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾀｹ 哲学・倫理学
死と非存在に関する哲学的・論理
学的・形而上学的研究

千葉大学
人文社会科学・教授・
田島　正樹

吉田　映子 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｺ 美学・美術史
作品生成過程からみるピエール・
ボナールの風景画研究

名古屋大学
文学・教授・木俣　元
一

吉田　卓爾 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 美学・美術史
平安時代後期の世俗画の研究-
信貴山縁起絵巻に関する多角的
考察を中心に-

京都市立芸術大
学

美術（学）・教授・定金
計次

吉原　大志 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾞｲｼ 日本史
近代日本にける都市開発の研究
-神戸湊川新開地を事例に-

神戸大学
人文学・教授・奥村
弘

李　セボン ﾘ ｾﾎﾞﾝ 思想史
王権と公論をめぐる秩序構想-阪
谷素・中村正直・西村茂樹を中心
に

東京大学
総合文化・教授・三谷
博

和田　杏子 ﾜﾀﾞ ｷﾖｳｺ 西洋史
18世紀メキシコの地域社会にお
ける民衆信仰とネットワーク

青山学院大学
文学・教授・安村　直
己

渡辺　千尋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 日本史
日本の対中政策における外務省
の居留地(租界)政策の研究

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学・
教授・小風　秀雅

藁科　智恵 ﾜﾗｼﾅ ﾁｴ 宗教学
二十世紀前半ドイツにおける精神
的情況-Ｒ．オットー『聖なるもの』
を中心に

東京外国語大学
総合国際学・教授・丹
羽　泉


