
氏　　名 所　　属 専門分野

＜機構内＞

相田　満 国文学研究資料館 和漢比較文学

秋道　智彌 総合地球環境学研究所 生態人類学

阿部　健一 総合地球環境学研究所 環境人類学・
相関地域研究

飯田　卓 国立民族学博物館 生態人類学

池谷　和信 国立民族学博物館 民族学

稲賀　繁美 国際日本文化研究センター 比較文化・美術史

上野　善道 国立国語研究所 音声学・音韻論

VANCE, 
Timothy J. 国立国語研究所 音韻論・表記法

大西　拓一郎 国立国語研究所 方言学

長田　俊樹 総合地球環境学研究所 言語学・環境学

郭　南燕 国際日本文化研究センター 日本近代文学・環境文化

木部　暢子 国立国語研究所 方言学

窪薗　晴夫 国立国語研究所 音声学・音韻論

窪田　順平 総合地球環境学研究所 森林水文学

小林　健二 国文学研究資料館 演劇史・民俗芸能史

小松　和彦 国際日本文化研究センター 民俗学・妖怪文化論

佐藤　洋一郎 総合地球環境学研究所 植物遺伝学

白幡　洋三郎 国際日本文化研究センター 比較文化史・庭園論

申　基澈 総合地球環境学研究所 岩石学・地球化学

竹田　晃子 国立国語研究所 日本語学・文法論

谷口　真人 総合地球環境学研究所 地下水学

中野　孝教 総合地球環境学研究所 同位体環境学

中野　洋平 国際日本文化研究センター 民俗学・宗教史

西谷　大 国立歴史民俗博物館 考古学

早川　聞多 国際日本文化研究センター 美術史

古瀬　蔵 国文学研究資料館 情報学

村松　伸 総合地球環境学研究所 建築学

山口　欧志 国際日本文化研究センター 時空間科学

＜機構外＞

IRWIN, Mark 山形大学人文学部 音韻論

飯倉　義之 國學院大學文学部 口承文芸・大衆文化論

石山　大三 秋田大学大学院
工学資源学研究科 鉱床学

伊藤　孝 茨城大学教育学部 地質学・鉱床学

伊藤　慎 千葉大学大学院理学研究科 比較地層学

岩田　礼 金沢大学人間社会研究域 中国語学

宇野　隆夫 帝塚山大学文学部 考古学・歴史学

梅澤　有 長崎大学水産学部 同位体化学

遠藤　崇浩 大阪府立大学
現代システム科学域 水管理

大塚　健司 アジア経済研究所 環境問題と社会変動

大西　宏治 富山大学人文学部 地理学

加藤　憲二 静岡大学理学部 地球環境微生物学

兼重　努 滋賀医科大学医学部 文化人類学・
中国地域研究

神谷　貴文 静岡県環境衛生科学研究所 土壌生態学

北川　秀樹 龍谷大学政策学部 環境法政策・
環境ガバナンス

日本およびアジアにおける人と自然の相互作用に関する統合的研究：　コスモロジー・歴史・文化　班員

久保　智之 九州大学大学院
人文科学研究院 音韻論

黒木　邦彦 啓明大学校・人文大学・
日本語文学科 国語学

黄　暁芬 東亜大学大学院 ユーラシア交流史

小島　摩文 鹿児島純心女子大学
国際人間学部 民俗学・物質文化研究

酒井　哲弥 島根大学総合理工学部 地質学・堆積学

櫻井　次郎 神戸市立外国語大学
外国語学部 環境法

佐々木　高弘 京都学園大学人間文化学部 文化地理学

澤木　幹栄 信州大学人文学部 言語地理学・社会言語学・
数理言語学

嶋田　奈穂子 京都大学東南アジア研究所 建築学

鷲見　哲也 大同大学工学部 流域水文学、河川工学

関　いずみ 東海大学海洋学部 漁村計画・水産振興

高木　千恵 大阪大学大学院文学研究科 社会言語学

高谷　好一 京都大学 地域学

田口　理恵 東海大学海洋学部 文化人類学

田中　宣廣 岩手県立大学
宮古短期大学部 方言学

谷口　智雅 三重大学人文学部 地理学

辻村　真貴 筑波大学生命環境研究科 水文科学・水環境学

徳田　和夫 学習院女子大学
国際文化交流学部

中世日本文学・
庶民信仰史

中井　精一 富山大学人文学部 社会言語学

中井　幸比古 神戸市外国語大学総合文化 アクセント論

中村　郁郎 千葉大学大学院
園芸学研究科 植物遺伝子機能学

魯　成煥 蔚山大学校人文大学 民俗学

永原　順子 高知工業高等専門学校
総合科学科 宗教学・能楽史

新田　哲夫 金沢大学人間社会研究域 音声学・音韻論

包　慕萍 東京大学生産技術研究所 中国都市史

橋村　 修 東京学芸大学教育学部 生態民俗学

林　武司 秋田大学教育文化学部 水文学

日高　水穂 関西大学文学部 方言学

FOSTER, 
Michael Dylan インディアナ大学 民俗学・文化研究

細野　高啓 熊本大学大学院先導機構 トレーサビリティー

本田　碩孝 徳之島郷土研究会 民俗学

松丸　真大 滋賀大学教育学部 言語学

松森　晶子 日本女子大学文学部 方言学・歴史言語学

町田　香 京都造形芸術大学 日本文化史・庭園史

宮原　健吾 ㈶京都市埋蔵文化財研究所 情報学

村上　和弘 愛媛大学国際連携推進機構 文化人類学

森　誠一 岐阜経済大学経済学部 淡水生物学

安井　眞奈美 天理大学文学部 文化人類学

安室　知 神奈川大学経済学部 民俗学

山　泰幸 関西学院大学人間福祉学部 民俗学・社会学

山下　勝行 岡山大学自然科学研究科 地球化学

山田　佳裕 香川大学農学部 陸水学

横尾　頼子 同志社大学理工学部 地球化学

渡邉　紹裕 京都大学地球環境学堂 地球環境学・農業土木学

王　　鑫 北京工業大学
外国語学院日本語学部

文化史・
日中比較文化研究

（2013年 9月末現在）
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表表紙（右） 東都上野花見之図・清水堂（部分） 
国立国会図書館所蔵資料より
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　　　　国立国会図書館所蔵資料より

　人間文化研究機構の連携研究「アジアにおける自

然と文化の重層的関係の歴史的解明」が平成22年

度からはじまった。この研究に参画した研究者仲間

との情報交換と、研究の進展を相互に共有するため

の連絡誌『人と自然』を発刊することとした。各号

には特集と連載を組み、自然と文化との多様な関わ

りを自由かつ大胆に論じることをねらいとした。創

刊号の特集は「火」、２号は「音」、３号は「虫」、４

号は「天」、５号は「色」である。引き続き、皆さ

ま方から本誌への御意見、コメントをお願いしたい。

研究代表：佐藤洋一郎（総合地球環境学研究所） 
2013 年 9 月 30 日まで

阿部健一（総合地球環境学研究所） 
2013 年 10 月 1 日より
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