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青井　隼人 ｱｵｲ ﾊﾔﾄ 言語学
琉球語宮古多良間方言の記述研
究

東京外国語大学
総合国際学・教授・中
川　裕

赤羽　悠 ｱｶﾊﾞ ﾕｳ 思想史
タルドの思想における〈人間〉およ
び〈社会的なもの〉の概念と〈政治
的なもの〉の概念

東京大学
総合文化・准教授・森
山　工

阿久根　晋 ｱｸﾈ ｽｽﾑ 史学一般
17世紀インドシナ半島におけるイ
エズス会士の布教と外交

京都大学
人間・環境学・教授・
Engelbert　Jorissen

旭　友貴 ｱｻﾋ ﾕｳｷ 言語学
モンゴル語母音調和の音声学・
音韻論的研究-その獲得・類型を
さぐる-

東京大学
総合文化・准教授・田
中　伸一

荒　友里子 ｱﾗ ﾕﾘｺ 考古学
青銅器時代における社会の複雑
化-中央ユーラシア草原地帯の研
究-

筑波大学
人文社会科学・准教
授・三宅　裕

飯塚　真弓 ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾕﾐ
文化人類学・民
俗学

南インド・チダンバラムの寺院司
祭集団にみるジェンダー規範と実
践

京都大学
人文科学研究所・教
授・田中　雅一

生駒　美樹 ｲｺﾏ ﾐｷ
文化人類学・民
俗学

茶をめぐる民族間の社会動態-ビ
ルマ（ミャンマー）の茶生産、流
通、消費を事例として

東京外国語大学
総合国際学・教授・土
佐　桂子

伊藤　遼 ｲﾄｳ ﾘﾖｳ 哲学・倫理学
「意味＝使用」説に基づく「論理と
は何か」の解明　-問題解決型ア
プローチ-

京都大学
文学・教授・伊藤　邦
武

稲葉　剛 ｲﾅﾊﾞ ﾀｹｼ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

アントナン・アルトーの作品におけ
る「色彩」の役割をめぐって

早稲田大学
文学・教授・鈴木　雅
雄

今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 哲学・倫理学
後期スコラ哲学との比較に基づい
たデカルト存在論の体系的研究

東京大学
人文社会（系）・准教
授・鈴木　泉

今中　亮介 ｲﾏﾅｶ ﾘﾖｳｽｹ 地域研究
学びの場としての「トン」-マリ共和
国における子どもの在来組織と
学校の比較研究

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究・准教授・高田
明

岩田　啓介 ｲﾜﾀ ｹｲｽｹ 東洋史
明清時代の内陸アジア諸勢力間
関係と青海チベット人支配に関す
る研究

筑波大学
人文社会科学・教授・
楠木　賢道

植田　暁 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ 東洋史
ソビエト政権初期のフェルガナ地
方における社会経済史研究

東京大学
人文社会（系）・教授・
小松　久男

大江　元貴 ｵｵｴ ﾓﾄｷ 言語学
日中英の難易・可能構文の認知
論的・語用論的研究-叙述モード
に基づく分析-

筑波大学
人文社会科学・教授・
竹沢　幸一



ＤＣ１・人文学　68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

大鳥　由香子 ｵｵﾄﾘ ﾕｶｺ 西洋史
20世紀前半の米国におけるキリ
スト教リベラリズムの政治的影響
についての思想史研究

東京大学
総合文化・教授・遠藤
泰生

小山内　孝夫 ｵｻﾅｲ ﾀｶｵ 西洋史
近世ヨークシャと北海・バルト海
商業圏--ハルの国際貿易からみ
る--

東京大学
人文社会（系）・教授・
近藤　和彦

柿本　真代 ｶｷﾓﾄ ﾏﾖ 日本史
明治期日本における子ども向けメ
ディアの成立過程

京都大学
文学・教授・杉本　淑
彦

鎌倉　祥太郎
ｶﾏｸﾗ ｼﾖｳﾀﾛ
ｳ

思想史
新左翼運動から見る戦後日本-
人々の出会いの経験をめぐって

大阪大学 文学・教授・杉原　達

上山　景子 ｶﾐﾔﾏ ｹｲｺ 認知科学
聴覚性系列記憶の形成に関わる
能動性と刺激属性の役割：脳機
能測定による研究

東京大学
総合文化・教授・岡ノ
谷　一夫

GIBO
LUCILA
ETSUKO

ｷﾞﾎﾞ ﾙｼーﾗ
ｴﾂｺ

言語学
ブラジルの沖縄系移民社会にお
ける4言語接触によって発生した
言語の研究

琉球大学
人文社会科学・教授・
狩俣　繁久

木本　幸憲 ｷﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 英語学
可算性のダイナミズム-英語名詞
句構造の理論的展開に向けて-

京都大学
人間・環境学・教授・
山梨　正明

金　瑛 ｷﾝ ｴｲ 思想史
「記憶」の社会思想史--モーリス・
アルヴァックスの集合的記憶論の
再検討を通じて

京都大学
人間・環境学・准教
授・大黒　弘慈

雲岡　梓 ｸﾓｵｶ ｱｽﾞｻ 日本文学
江戸の女流文学者荒木田麗女と
その作品について

関西学院大学
文学・教授・森田　雅
也

古川　真宏 ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 美学・美術史
世紀末ウィーンにおける芸術と精
神医学に関する研究

京都大学
人間・環境学・教授・
岡田　温司

国分　航士 ｺｸﾌﾞ ｺｳｼﾞ 日本史
近代日本における皇室制度と政
治統合

東京大学
人文社会（系）・教授・
野島（加藤）　陽子

五味　紀真 ｺﾞﾐ ﾄｼﾏｻ 思想史
ジャック・デリダの思想におけるエ
クリチュールと歴史性について

東京大学
総合文化・教授・増田
一夫

齋藤　公太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 宗教学
祭政一致の思想史──国家神道
前史における神話解釈の系譜─
─

東京大学
人文社会（系）・教授・
島薗　進

坂田　奈々絵 ｻｶﾀ ﾅﾅｴ 宗教学
ゴシック建築の精神性-擬ディオ
ニュシオスを中心とした「光の形
而上学」からの影響

上智大学
神学・教授・宮本　久
雄
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佐々木　亮 ｻｻｷ ﾘﾖｳ
印度哲学・仏教
学

インド大乗仏教における討論の体
系化について

早稲田大学 文学・教授・岩田　孝

佐藤　香里 ｻﾄｳ ｶｵﾘ
芸術学・芸術
史・芸術一般

ＧＨＱ／ＳＣＡＰの文化政策と博物
館の現在

早稲田大学
文学・教授・丹尾　安
典

杉本　興運 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｳﾝ 地理学
体験論パラダイムに基づく景観評
価と景観資源の適正配置モデル

首都大学東京
都市環境・教授・菊地
俊夫

鈴木　和彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

奇異なるものをめぐるボードレー
ルの美学観-19世紀におけるグロ
テスクを背景に

東京大学
人文社会（系）・教授・
中地　義和

ダ　シルバ
エハルト　ホ
ムロ

ﾀﾞ　ｼﾙﾊﾞ　ｴﾊ
ﾙﾄ ﾎﾑﾛ

日本史
１６・１７世紀日本における人身売
買と南蛮貿易の関係

東京外国語大学
総合国際学・教授・吉
田　ゆり子

高木　修一 ﾀｶｷ ｼﾕｳｲﾁ 外国語教育
イベント索引化モデルを用いた日
本人英語学習者の英文読解プロ
セスの検証

筑波大学
人文社会科学・教授・
卯城　祐司

田口　かおり ﾀｸﾞﾁ ｶｵﾘ 美学・美術史
西洋における美術作品の保存・
修復の技法と思想の変遷

京都大学
人間・環境学・教授・
岡田　温司

田中　玉美 ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 西洋史
カロリング期フランク王国におけ
る医師medicusに関する研究

名古屋大学
文学・准教授・加納
修

谷澤　亜里 ﾀﾆｻﾞﾜ ｱﾘ 考古学
社会変化と財の流通・消費：弥生
時代後半期-古墳時代前期の玉
類を素材として

九州大学
比較社会文化・准教
授・溝口　孝司

田村　円 ﾀﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 西洋史
ナチズム体制後のドイツ人＝ユダ
ヤ人関係の展開に関する歴史学
的研究

東京大学
総合文化・教授・石田
勇治

田本　はる菜 ﾀﾓﾄ ﾊﾙﾅ
文化人類学・民
俗学

原住民工芸の成立に関する人類
学的研究-台湾タイヤル群族の機
織りを事例に-

筑波大学
人文社会科学・教授・
内山田　康

鄭　英昊 ﾁﾖﾝ ﾖﾝﾎ 哲学・倫理学
経験の理論としての超越論的観
念論の批判的検討-第二類推を
手がかりに-

京都大学
文学・教授・伊藤　邦
武

塚田　雄一 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ
英米・英語圏文
学

シェイクスピア劇における男性性
の表象とその政治的・文化的背
景

東京大学
総合文化・教授・丹治
愛

佃　麻美 ﾂｸﾀﾞ ｱｻﾐ
文化人類学・民
俗学

アンデス高地の南米ラクダ科牧
畜における技術と人々の暮らしの
変容

京都大学
人間・環境学・教授・
菅原　和孝
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坪野　圭介 ﾂﾎﾞﾉ ｹｲｽｹ
各国文学・文学
論

幻想の起源としての都市の表象
研究-世紀転換期の欧米都市と
幻想文学

東京大学
人文社会（系）・教授・
柴田　元幸

寺床　幸雄 ﾃﾗﾄｺ ﾕｷｵ 人文地理学
社会関係資本に注目した農業・
農村の持続可能性に関する研究

九州大学
人文科学・教授・高木
彰彦

土佐　美菜実 ﾄｻ ﾐﾅﾐ 宗教学
「伝統」と「宗教」のダイナミズム-
サラワクにおけるアダットとキリス
ト教-

東北大学
文学・教授・鈴木　岩
弓

中尾　沙季子 ﾅｶｵ ｻｷｺ 地域研究
脱植民地期セネガルにおける若
年層の台頭と「市民社会」の生成

東京大学
総合文化・准教授・森
山　工

仲尾　周一郎
ﾅｶｵ ｼﾕｳｲﾁﾛ
ｳ

言語学
接触言語ジュバ・アラビア語のド
キュメンテーション：その多様性の
見地から

京都大学 文学・教授・吉田　豊

奈倉　有里 ﾅｸﾞﾗ ﾕﾘ
ヨーロッパ文学
（英文学を除く）

現代ロシア詩の展開と1960年代
ロシアの抒情的散文-サーシャ・
ソコロフを中心に-

東京大学
人文社会（系）・教授・
長谷見　一雄

新作　慶明 ﾆｲｻｸ ﾖｼｱｷ
印度哲学・仏教
学

中観・瑜伽行両学派における中
道思想-『中論』および『中辺分別
論』を中心として-

東京大学
人文社会（系）・教授・
斉藤　明

新沼　星織 ﾆｲﾇﾏ ｼｵﾘ 人文地理学
農山村の医療問題-東北地方に
おける公立病院再編を中心として

明治大学
農学（系）・教授・大内
雅利

新林　一雄 ﾆｲﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ
芸術学・芸術
史・芸術一般

1730年代におけるJ． S． バッハ
の音楽活動　-伝記・様式研究総
合の試み-

東京芸術大学
音楽学・教授・大角
欣矢

新田　龍希 ﾆﾂﾀ ﾘﾕｳｷ 地域研究
住宅の水回りから読み解く台湾
住民の生活変容─清朝末期から
現代まで─

東京大学
総合文化・准教授・川
島　真

野口　優 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ 東洋史 辺境漢簡の古文書学的研究 京都大学
文学・教授・吉本　道
雅

橋本　操 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｵ 地理学
日本におけるクマ類による獣害が
発生する要因に関する地理学的
研究

筑波大学
生命環境科学・教授・
村山　祐司

原島　大輔 ﾊﾗｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 美学・美術史
情報技術時代の主体と他者-技
術と人間の相互作用に関するネ
オサイバネティクス的研究

東京大学
総合文化・教授・長木
誠司

平子　達也 ﾋﾗｺ ﾀﾂﾔ 言語学
日本語アクセント史の再検討：文
献資料と方言調査にもとづく動詞
アクセントの研究から

京都大学 文学・教授・吉田　豊
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フィオードロ
ワ　アナスタ
シア

ﾌｲｵーﾄﾞﾛﾜ ｱ
ﾅｽﾀｼｱ

芸術学・芸術
史・芸術一般

亀井文夫監督作品におけるド
キュメンタリーとリアリズム

京都大学
人間・環境学・教授・
加藤　幹郎

福原　正人 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 哲学・倫理学
現代リベラリズムにおける正戦論
再構成

東京大学
総合文化・教授・森
政稔

増森　海笑ダ
モンテ

ﾏｽﾓﾘ ｶｲｼﾖｳ
ﾀﾞﾓﾝﾃ

考古学
先史社会における定住と交易の
意義-先史時代西アジアのビーズ
を素材として-

筑波大学
人文社会科学・教授・
常木　晃

松原　史 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐ
芸術学・芸術
史・芸術一般

明治・大正期輸出振興政策下の
刺繍工芸品に関する研究-日欧
交流の視点から-

京都大学
人間・環境学・教授・
須田　千里

見田　悠子 ﾐﾀ ﾕｳｺ
各国文学・文学
論

カリブ海沿岸地域文学における
ユーモアとその表現手法

東京大学
人文社会（系）・教授・
野谷　文昭

三野　和惠 ﾐﾉ ｶｽﾞｴ 地域研究
日本統治下台湾のイギリス人宣
教師による伝道事業-不寛容性
克服の契機に着目して

京都大学
教育学・准教授・駒込
武

宮内　彩希 ﾐﾔｳﾁ ｻｷ 史学一般
植民地期朝鮮における「迷信」の
問題の研究-「近代」性の問題と
関連して-

北海道大学
文学・准教授・権　錫
永

虫賀　幹華 ﾑｼｶﾞ ﾄﾓｶ 宗教学
死者・祖先供養儀礼にみるヒン
ドゥー教の死生観

東京大学
人文社会（系）・教授・
市川　裕

茂木　謙之介 ﾓﾃｷﾞ ｹﾝﾉｽｹ 宗教学
近現代天皇制に関する宗教史学
的研究-皇族表象の分析を中心
に-

東京大学
総合文化・教授・高橋
哲哉

吉成　優 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳ 美学・美術史
ディドロの「理想的モデル」説をめ
ぐる諸問題--美学理論と美術批
評の相関について

東京大学
人文社会（系）・教授・
小田部　胤久

米元　史織 ﾖﾈﾓﾄ ｼｵﾘ 考古学
生業が人体に与える影響に関す
る先史人類学的研究

九州大学
比較社会文化・教授・
中橋　孝博

劉　驫 ﾘﾕｳ ﾋﾖｳ 言語学
談話における日本語と中国語の
指示詞の研究

京都大学
人間・環境学・教授・
東郷　雄二


