
第14回 2003年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

柳蓮淑 青山学院大学文学部 韓国語非常勤講師 山下英愛 立命館大学非常勤講師

中　純夫 京都府立大学文学部助教授 小川原宏幸 恵泉女学院大学非常勤講師

< 共同研究 >

< 出版助成 >

藤石貴代 新潟大学助教授

金富子 お茶の水女子大学COE研究員他非常勤講師

代表

大村益夫 早稲田大学語学教育研究所教授

沈元燮 早稲田大学語学教育研究所講師

松村尚子 大谷大学文学部教授
代表

鄭早苗 大谷大学文学部教授

黄止玩 大谷大学大学院博士課程

高　敬一 大阪国際理解解放教育センター社員

李陽子 奈良女子大学大学院博士課程前期

佐々木雅美 追手門学院大学大学院修士課程

蔵重優姫 大阪国際理解解放教育センター生活相談員

松本寿三郎 崇城大学教授
代表

佐藤征子 熊本県教育庁・県立図書館勤務

島津義昭 熊本県教育庁文化課教育審議員

大倉隆二 熊本県教育庁・県立美術館学芸課長

福原　透 八代市立博物館未来の森学芸係長

粟谷昌史 熊本県教育庁文化課指導主任

石原　浩 八代市立博物館未来の森学芸員



第13回 2002年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

東　　潮 徳島大学教授 山内文登 韓国精神文化研究院･韓国学大学院博士課程修了予定

中根隆行 韓国教員大学校専任講師

< 共同研究 >

< 出版助成 >

若井　晋 東京大学大学院医学系研究科教授

黒田慶一 大阪市文化財協会主任学芸員

代表

神馬征峰 東京大学大学院医学系研究科講師

佐瀬恵理子 東京大学大学院医学系研究科博士課程

染谷智幸 茨城キリスト教大学教授
代表

堀口　悟 茨城キリスト教大学教授

鄭炳説 明和大学助教授

エマニュエル・バストリッチ イリノイ大学日本文学助教授



第12回 2001年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

片山まび 大阪市立東洋陶磁美術館学芸課研究員 池山　敏 名古屋大学教授

原田　環 県立広島女子大学教授 株本千鶴 東京都立大学人文学部助手

< 共同研究 >

< 出版助成 >

花田勝広 野洲町立歴史民俗資料館 [銅鐸博物館 ]学芸員

宮本一夫 九州大学大学院人文科学研究院助教授
代表

宮井善郎 福岡市博物館学芸員

吉田　広 愛媛大学法文学部講師

李相吉 慶南大学校文科大学史学科教授

趙鎮先 全南大学博物館研究員

姜徳相 滋賀県立大学教授

後藤和民 創価大学教育学部教授
代表

服部敬史 和光大学表現学部講師

後藤祥夫 東大和市立狭山公民館館長

宮塚義人 宮塚文化財研究所代表取締役

木村健二 下関市立大学経済学部教授
代表

幸野保典 文化センター・アリラン近代史研究所専任研究員

申奎燮 中央大学講師

宮本正明 早稲田大学大学院博士課程後期



第11回 2000年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

山本華子 『韓国文化』編集/帝京大学福祉保育専門学校非常勤講師 金富子 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期過程

国分典子 愛知県立大学文学部日本文化学科助教授 若山浩司 四国大学大学院経営情報学研究科教授

< 共同研究 >

甲元眞之 熊本大学文学部教授
代表

鄭澄元 国立釜山大学校教授

正林　護 長崎県考古学会会長

高野晋司 長崎県文化課課長補佐

小畑弘己 熊本大学文学部助教授

河仁秀 釜山市立博物館研究官

田中聡一 韓国東亜大学校博士課程

梁永厚 関西大学講師 /同人権問題研究室研究員
代表

伊地知紀子 愛媛大学助教授

李正煕 京都創成大学専任講師

堀内　稔 在日朝鮮人運動史研究会会員

田慶江 神戸大学大学院博士課程

辛在卿 京都創成大学助教授

仲尾　宏 京都造形芸術大学歴史遺産学科教授
代表

李元植 翰林大学客員教授

辛基秀 世界人権問題研究センター嘱託研究員

山路興造 民俗芸能学会代表

山本尚友 世界人権問題研究センター専任研究員

菅澤庸子 世界人権問題研究センター専任研究員

宮崎　猛 京都府立大学農学部教授
代表

古塚秀夫 鳥取大学農学部助教授

浦出俊和 大阪府立大学大学院農学生命科学研究助手

柳承宇 韓国農村経済研究院副研究委員

張綿珠 韓国農村経済研究院委嘱研究委員



第10回 1999年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

木下尚子 熊本大学文学部教授 金巴望 高麗美術館研究室長・事務局長

高　正子 総合研究大学院大学博士課程 布袋敏博 早稲田大学語学教育研究所非常勤講師

< 共同研究 >

< 出版助成 >

貫井正之 名古屋外国語大学、日本福祉大学非常勤講師

内海愛子 恵泉女学園大学人文学部教授

代表

小出　裕 名古屋朝鮮史研究会、日本福祉大学高校講師

毛井正勝 名古屋朝鮮史研究会、朝日新聞名古屋学芸嘱託

海野福寿 明治大学文学部教授

藤田明良 天理大学国際文化学部助教授
代表

李善愛 宮崎公立大学文学部専任講師

河原典史 立命館大学文学部助教授

和田春樹 東京大学名誉教授
代表

水野直樹 京都大学人文科学研究所助教授

劉孝鐘 和光大学助教授



第9回 1998年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

岸田文隆 富山大学人文学部講師 古原宏伸 奈良大学大学院教授

堀口　修 宮内庁書陵部主席研究官

< 共同研究 >

< 出版助成 >

安田敏郎 京都大学人文科学研究所助手

北島万次 共立女子大学国際文化学部教授
代表

村井章介 東京大学大学院人文社会系研究科教授

木村直也 産能大学経営情報学部助教授

鶴田　啓 東京大学史料編纂所助教授

関　周一 筑波国際大学・川村学園女子大学講師

米谷　均 上武大学商学部講師

李領 韓国国立放送大学日本学科助教授

韓文鐘 全北大大学人文大学史学科

三浦国雄 大阪市立大学文学部教授
代表

藤本幸夫 富山大学人文学部教授

肥塚良三 大阪市立東洋陶磁美術館学芸員普及課長

朝倉敏夫 国立民族学博物館助教授

中　純夫 京都府立大学文学部助教授

小林正史 北陵学院短期大学教養科助教授
代表

久世健二 金沢美術工芸大学工芸科教授

小嶋俊彰 金沢美術工芸大学教授

北野博司 石川県埋蔵文化財センター調査第４課課長



第8回 1997年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

仲村　修 関西大学非常勤講師 坂井俊樹 東京学芸大学教育学部教授

長澤　秀 アジア問題研究研究員 板倉聖哲 大和文華館学芸部部員

< 共同研究 >

定森秀夫 京都文化博物館学芸員

塩谷壽翁 大阪工業大学教授
代表

神原在雨 長崎総合科学大学教授

寺門征男 千葉大学教育学部教授

朴庚玉 忠北大学校生活学大学副教授

沖田富美子 日本女子大学家政学部教授

岡内三眞 早稲田大学文学部教授
代表

菊地徹夫 早稲田大学文学部教授

後藤　直 東京大学文学部教授

早乙女雅博 東京大学文学部助教授

李成市 早稲田大学文学部教授



第7回 1996年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

森本　徹 「財」大阪府文化財調査研究センター 大澤博明 熊本大学法学部助教授

神谷丹路 朝鮮近代史研究家 坂本悠一 九州国際大学経済学部教授

< 共同研究 >

< 出版助成 >

金英達 関西大学人権問題研究室　委嘱研究員 米谷　均 早稲田大学第一第二文学部助手

柿崎京一 早稲田大学人間科学部教授
代表

矢野敬生 早稲田大学人間科学部教授

林在圭 早稲田大学大学院博士課程三年次在学

矢野晋吾 早稲田大学大学院博士課程二年次在学

黄元淳 早稲田大学大学院博士課程二年次在学

有井智徳 日本史料編纂会会員

岡本敬二 日本史料編纂会会員

他



第6回 1995年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

坂元真一 日本学術振興会･特別研究員／東京大学大学院総合文化研究科･博士課程 村上恭通 愛媛大学法文学部・助教授

中島志郎 花園大学文学部仏教学科・専任講師 武田和昭 円明院　住職

< 共同研究 >

< 出版助成 >

福永伸哉 大阪大学文学部・助教授

杉山信三 財・京都市埋蔵文化財研究所・理事

代表

杉井　健 大阪大学文学部埋蔵文化財調査室・助手

朴天秀 大阪大学大学院文学研究科考古学専攻博士後期

西川　宏 岡山理科大学・非常勤講師
代表

千田剛道 奈良国立文化財研究所藤原宮跡発掘調査部主任研究官

林　直樹 宮川村教育委員会・文化財保護主事

梅崎恵司 北九州市教育文化事業団・学芸員

貫井正之 東邦学園・理事

河合和男 奈良産業大学経済学部・教授

大西比呂志 早稲田大学社会科学部・非常勤講師
代表

李圭倍 東国大学校社会科学大学政治外交学科・講師



第5回 1994年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

岩本通弥 東海大学文学部文明学科アジア専攻日本課程講師 川越泰博 中央大学文学部教授

出口晶子 関西外国語大学外国語学部講師 磯部裕子 国立高岡短期大学助教授

< 共同研究 >

< 出版助成 >

中村　完 東北大学文学部教授

塩谷壽翁 大阪工業大学助教授、工学部建築学科
代表

寺門征男 千葉大学教育学部教授

沖田富美子 日本女子大学家政学部助教授

宮崎玲子 千葉大学教育学部非常勤講師

尹貞淑 延世大学校家政大学住生活字学科副教授

姜淳柱 建国大学家政大学家庭管理学科副教授

佐藤信行 在日大韓基督教会在日韓国人問題研究所編集・研究主任嘱託

鶴園　裕 金沢大学教養学部助教授、朝鮮文化担当
代表

小見山春生 小松短期大学助教授

古畑　徹 金沢大学教養学部助教授

南相瓔 金沢大学教養学部助教授

池内　敏 鳥取大学教養学部講師、歴史学

東中川忠美 佐賀県立名護屋城博物館学芸課企画普及係長
代表

丸山雍成 九州大学文学部教授

森醇一郎 佐賀県立博物館・美術館副館長、考古学専攻

中里太郎右衛門 陶芸家、陶芸器研究者



第4回 1993年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

大橋信弥 財団法人滋賀県文化財保護協会企画調査課長 藤本幸夫 富士大学人文学部教授

内海愛子 恵泉女学院大学教授

< 共同研究 >

< 出版助成 >

原尻英樹 放送大学助教授
代表

代表

Uichol Kim ハワイ大学助教授

伊藤英人 東京外語大学助手

本田　洋 日本大学講師

金周姫 誠信女子大学校副教授

西山要一 奈良女子大学助教授
代表

山口誠治 大阪文化財センター技師

李午憲 韓国湖巖美術保存科学室長

三橋　修 和光大学教授
代表

ロバート・リケット 和光大学教授

李娘 亜細亜大学講師

蝦名良亮 東京大学博士過程

小片兵彦 鹿児島大学医学部教授
代表

金鎭晶 釜山大学教授

峰　和治 鹿児島大学歯学部助手

竹中正巳 鹿児島大学大学院生

村上四男 和歌山大学名誉教授

井上秀雄 樟蔭女子短大学長

木下礼仁 近畿大学教授

江畑武 阪南大学教授



第3回 1992年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

古田悦造 東京学芸大学助教授 磯部　彰 富山大学人文学部助教授

高橋隆博 関西大学助教授 木場明志 大谷大学文学部助教授

< 共同研究 >

< 出版助成 >

仲尾　宏 京都芸術短期大学教授

秀村研二 明星大学専任講師
代表

伊藤亜人 東京大学教養学部教授

丹羽　泉 東京外大朝鮮学科講師

鈴木文子 甲南大学文学部博士課程

真鍋裕子 筑波大学大学院博士課程

本田　洋 東京大学大学院博士課程

小田富士雄 福岡大学人文学部教授
代表

武末純一 福岡大学人文学部助教授

亀田　修 岡山理科大学助教授

金誠亀 韓国国立晋州博物館長

村上四男 和歌山大学名誉教授
代表

江畑　武 福岡大学人文学部助教授

鄭早苗 阪南大学教授

田中俊明 堺女子短期大学助教授

金子浩昌 早稲田大学教育学部非常勤講師
代表

中山清隆 女子聖学院短期大学講師

服部敬史 八王子郷土資料館主事
代表

千田剛道 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館主任研究員

林　直樹 岐阜県吉城郡宮川村教育委員会

寺内威太郎 明治大学文学部専任講師



第2回 1991年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

李景珉 札幌大学助教授 宇野慎敏 北九州教育文化事業団

石井公成 早稲田大学非常勤講師 池内　敏 鳥取大学専任講師

< 共同研究 >

松井忠春 京都府埋蔵文化財研究センター員
代表

上村直和 京都市埋蔵文化財研究員

植山　茂 京都文化博物館主任

高山龍 京都市埋蔵文化財研究員

定森秀夫 京都文化博物館学芸員

菱田哲郎 京都大学文学部助手

藤原　学 吹田市教育委員会社会教育課

飛田雄一 神戸学生・青年センター館長
代表

金英達 近代史研究家

高柳俊男 明星大学助教授

外村　大 早稲田大学博士課程

菊竹淳一 九州大学助教授
代表

吉田宏志 大和文華館学芸部長

井手誠之輔 東京国立文化財研究員

朴銀卿 九州大学大学院博士後期

村井晃介 東京大学助教授
代表

荒野泰典 立教大学助教授

高橋公明 名古屋大学助手

孫承喆 江原大学助教授



< 共同研究 >

< 出版助成 >

木下礼仁 近畿大学教授

佐野通夫 四国学院大学助教授
代表

合沢　勲 四国学院大学講師

金永子 四国学院大学助教授

栗林輝夫 四国学院大学教授

佐竹真明 四国学院大学助教授

末吉高明 四国学院大学助教授

松沢孝博 四国学院大学助教授

ムワンギ・コードン 四国学院大学助教授

元井一郎 四国学院大学講師

山本精一 四国学院大学助教授



第1回 1990年度助成対象者

<個人研究 >

※敬称略

原田　環 島根大学教授 鄭早苗 桃山学院大学講師

油谷幸利 富山大学助教授

< 共同研究 >

< 出版助成 >

高橋甲四郎

朝鮮農業の関する実態調査及び研究

林えいだい

河合和男 奈良産業大学助教授
代表

金早雪 信州大学経済学部講師

羽鳥敬彦 滋賀大学経済学部助教授

尹明憲 竜谷大学非常勤講師

松永　達 京都大学大学院博士課程

有井智徳 他14名
代表
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