
２０１２年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Chen Jing-Young 陳　景揚 台　湾 男 東京大学 文化人類学

Choi Seung-won 崔　勝媛 韓国 女 東京大学 生物科学

Dale Sonja デール、ソンヤ ノルウェイ 女 上智大学 グローバル社会

Flick Ulrich フリック、ウルリッヒ ドイツ 男
ハイデルベルグ大学/早稲
田大学

東アジア研究

Han Lingji 韓　玲姫 中国 女 筑波大学 情報メディア

Li Xue 李　雪 中国 女 筑波大学 文芸・言語

Oh Jung Keun 呉　正根 韓国 男 横浜国立大学 環境ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Park Hyunjung 朴　炫貞 韓国 女 武蔵野美術大学 造形芸術

Rio Aaron リオ、アーロン アメリカ 男 コロンビア大学/東京大学 日本美術史

Sung KiHyuk 成　耆赫 韓国 男 明治大学 日本文学

Uzum Abdullah ウズム・アブドゥラ トルコ 男 東京農工大学 情報工学

Yin Feilong 尹　飛龍 中国 男 東京農工大学 機械システム工学

Zheng Xiu 鄭　秀 中国 男 東京医科歯科大学 消化器病態学

２０１１年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Chong Soonil 鄭　淳一 韓国 男 日韓文化交流基金招聘フェロー（早稲田大学） 早稲田大学 アジア地域文化学

Ho Van Ngoc ホー ヴァン ゴック ベトナム 男 鹿島建設建築設計本部勤務 千葉大学 博士 建築都市科学

Kang Moonhee 姜　文煕 韓国 女 日本社会事業大学 社会福祉学

Kim Eun Hye 金　銀恵 韓国 女 韓国放送通信大学非常勤講師 ソウル大学（東京大学） 都市社会学

Kim Soongbae 金　崇培 韓国 男 （在ソウル） 延世大学（慶應義塾大学） 国際政治学

Lee Hyojeong 李　孝庭 韓国 女 （在ソウル） 国際基督教大学 比較文化
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Li Yanming 李　彦銘 中国 女 フェリス女学院大学非常勤講師 慶応義塾大学 政治学

Naheya ナヒヤ
中国

(内モンゴル)
女 和光大学、武蔵大学非常勤講師 東京大学 地域文化

Park Joonui 朴　准儀 韓国 女 北京大学研究員（在北京） ボストン大学/東京大学 国際政治経済

Peng Hao 彭　浩 中国 男
東京大学資料編纂所日本学術振興会外国人特別研究
員

東京大学　博士 日本文化研究

Piao Wenying 朴　文英 中国 女 東京医科歯科大学技術補助員 東京医科歯科大学 脳神経病態学

Sie Huei-zhen 謝　惠貞 台湾 女 帝京科学大学非常勤講師 東京大学 アジア文化研究

２０１０年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Chaitongdi　Phrachatpong チャイトンディー・プラ
チャッポン

タイ 男 東洋大学 仏教学

Choi Jung Eun 崔　禎恩 韓国 女 韓国国立民俗博物館研究員（在ソウル） 東京藝術大学　博士 文化財保存学

Kiatkobchai Siratsanan
キャアコプチャイ・スィラッ
サナン タイ 女 学習院大学 日本語日本文学

Kim Kyongtae 金　キョンテ 韓国 男 高麗大学校 韓国史研究所 高麗大学　（東京大学） 歴史学

Lee Hyun Bon 李　賢凡 韓国 男 東京工業大学ポスドク研究員 東京工業大学　博士 材料工学

Li Jun 李　軍 中国 女 早稲田大学教育・総合科学学術院助手 早稲田大学 国語教育学

Lu Liang 蘆　亮 中国 男 カーネギーメロン大学ポスドク研究員（在ピッツバーグ） 東京工業大学　博士 原子核工学

Magid, Evgeni マギッド, イヴゲニ イスラエル/ロシア 男 筑波大学システム情報系非常勤研究員 筑波大学　博士 知能機能システム

Mya Dwi Rostika ミヤ・ドゥイ・ロスティカ インドネシア 女 国士舘大学 政治学

Vigouroux, Mathias
Dominique Yves ヴィグル, マティアス フランス 男 プリンストン大学ポスドク研究院（在プリンストン） 二松学舎大学　博士 中国学

Wang Xin 王　昕 中国 男 ローム株式会社（在京都） 東京医科歯科大学　博士 先端医療開発学

Yoon Jin-Hee 尹　ジンヒ 韓国 女 （在島根県） お茶の水女子大学　博士 ジェンダー学際研究

２００９年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Choi Eunseok 崔　恩碩 韓国 男 駐広島韓国総領事館先任研究員（在広島） 国民大学（東京大学）博士日本史学
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Darwisheh, Housam ダルウィッシュ、ホサム シリア 男 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 東京外国語大学　博士 地域文化研究

Kato Kaba Melek カトウ メレキ トルコ 女 筑波大学　博士 文芸・言語

Kim Youngsoon 金　英順 韓国 女 立教大学文学部非常勤講師 立教大学　博士 日本文学

Kwak Youngjoo 郭　栄珠 韓国 男
(独)土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター
(ICHARM) 専門研究員

千葉大学 博士 地球生命圏科学

Kwon Nam-hee 権　南希 韓国 女 関西大学政策創造学部助教 東京大学 国際法

Rinchin リンチン 中国(内モンゴル) 男
愛知大学国際中国研究センター日本学術振興会外国人
特別研究員（在愛知県みよし市）

東京外国語大学 博士 地域文化研究

Schicketanz, Erik Christopheシッケタンツ，エリック ドイツ 男 東京大学大学院人文社会系研究科特別研究員 東京大学　博士 宗教学宗教史学

Shermatov Ulugbek シェルマトフ・ウルグベック ウズベキスタン 男 ウズベキスタン最高裁判所上席法務官（在タシケント） 明治大学　博士 民事法学

Son Jounga 孫　貞阿 韓国 女 国立山林科学院森林病害虫研究科（在ソウル） 東京大学　博士 森林科学

Veldkamp, Elmer フェルトカンプ, エルメル オランダ 男 ライデン大学日本学研究所専任講師（在ライデン） 東京大学　博士 文化人類学

Ye Kyaw Thu イェ チョウ トゥ ミャンマー 男
情報通信研究機構（NICT）ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所研究員（在京都）

早稲田大学　博士 国際情報通信学

Zhu Lin 朱　　琳 中国 女 東京大学大学院法学政治学研究科特別研究員 東京大学　博士 アジア政治思想史

２００８年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Feng Kai 馮　　凱 中国 男 東京工業大学精密工学研究所助教 東京大学　博士 機械工学

Hong Yunshin 洪　ユンシン 韓国 女
早稲田大学国際言語文化研究所客員研究員、青山学
院大学非常勤講師

早稲田大学　博士 国際関係学

Shiohara Vroni Friederike 塩原フローニ・フリデリケ ドイツ/スイス 女
（株）ヒトメディア、ラッククンスト美術館ミュン
スター（ドイツ）

東京芸術大学 博士 文化財保存学

Liu Jian 劉　　健 中国 女 首都師範大学専任講師（在北京）
北京大学（早稲田大学）
博士

日本語言文化

Lkhamsuren, Lkhagvasuren ハムスレン、ハグワスレン モンゴル 男 早稲田大学 国際関係学

Nemekhjargal ネメフジャルガル 中国(内モンゴル) 男
内モンゴル大学モンゴル学研究センター（在フフホ
ト）

亜細亜大学 博士 経済学

Phuong, Kimchhayarasy プアン、キムチャイヤラシー カンボジア 女 宇都宮大学 博士 物性工学

Song Gang 宋　　剛 中国 男 北京外国語大学日本語学部専任講師（在北京） 桜美林大学 博士 地域文化

Võrno, Heli-Liis ヴェルノ、ヘリ　リース エストニア 女 学習院大学文学部哲学科非常勤講師 学習院大学 哲学
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Wang Wei 王　　偉 中国 男 信控学院教授（在南京） 千葉大学 博士 人工システム

Xiu Zhen 修　　震 中国 男 セコム株式会社ＩＳ研究所 東京工業大学　博士 機械制御システム

Yuk Jaehwa 陸　載和 韓国 男 武蔵野美術大学非常勤講師 武蔵野美術大学 造形芸術

Zhang Jian 張　　建 中国 男 （株）ハウスメイト企業開発本部 東京大学　博士 教育学

２００７年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Chan Chai-fong 詹　彩鳳 台湾 女 （在台北） 東京大学 地域文化研究

Deng Fei 鄧　　飛 中国 男 デラウェア大学特別研究員（在米デラウェア） 東京大学 博士 先端ｴﾈﾙｷﾞｰ学

Gangbagana ガンバガナ 中国(内モンゴル) 男 国際教養大学基盤教育助教（在秋田） 東京外国語大学 博士 地域文化研究

Kim Minsuk 金　玟淑 韓国 女
立命館大学歴史都市防災研究センターPD研究員（在
京都）

早稲田大学 博士 建築学

Lee Eungyong 李　垠庚 韓国 女 ソウル大学日本研究所HK研究教授（在ソウル） 東京大学　博士 地域文化研究

Mijiti, Abuduxukuer メジテ、アブドシュクル 中国(ウィグル) 男
新疆ウイグル自治区カシュガル地区第一人民病院腫
瘍センタ－センタ－長（カシュガル）

東京医科大学 博士 外科学

Park Sohyun 朴　昭炫 韓国 女
韓国文化観光研究院文化芸術政策担当責任研究員
（在ソウル）

東京大学 博士 文化資源学

Porras Rojas Oscar ポラス、 ロハス　オスカル コスタリカ 男
コスタリカ大学太平洋岸校副学長（在コスタリカ、
プンタレナス）

東京海洋大学 博士 応用環境ｼｽﾃﾑ学

Quan Mingai 権　明愛 中国 女 十文字学園女子大学人間生活学部幼児教育学科講師 日本社会事業大学 博士 社会福祉学

Wang Jian Hong 王　剣宏 中国 男 （株）日本工営中央研究所研究員 早稲田大学 博士 建設工学

Yan Hainian 顔　海念 中国 女 （株）中外製薬安全性データマネジメント部 東京大学 博士 国際保健学

Yaroslav, Shulatov ヤロスラブ、シュラトフ ロシア 男 北海道大学スラブ研究センター研究員 慶応義塾大学　博士 政治学

２００６年度　渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Chu Xuan Giao チュ・スワン・ザオ ベトナム 男 ベトナム社会科学院文化研究所研究員（在ハノイ） 東京外国語大学 文化人類学

Hu Xiuying 胡　秀英 中国 女 四川大学華西看護学部華西病院准教授（在成都） 千葉大学　博士 看護教育学

Hyun Seungsoo 玄　承洙 韓国 男 漢陽大学HK教授（在ソウル） 東京大学　博士 地域文化
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Li Chengri 李　成日 中国 男 東西大学校国際学部国際関係学講師（在釜山） 慶応義塾大学　博士 政治学

Liang Yun-hsien 梁　蘊嫻 台湾 女 元智大学応用外語学科助理教授（在台北） 東京大学　博士 比較文化

Mohottala, Shirmila モホッタラ、シャミラ スリランカ 女 （株）オリンパス社 東京大学  博士 情報理工学

Pantcheva, Elena
Latchezarova パンチュワ、エレナ ブルガリア 女 （在ブルガリア） 千葉大学　博士 日本研究

Seo Kyoung Sook 徐　景淑 韓国 女 （在ソウル） 慶応義塾大学 美学美術史

Sim Choon Kiat シム チュンキャット シンガポール 男 日本大学、日本女子大学、埼玉大学非常勤講師 東京大学　博士 教育学

Sun Junyue 孫　軍悦 中国 女 東京大学教養学部講師 東京大学　博士 言語情報科学

Weerasinghe, Nalin ウィーラシンハ、ナリン スリランカ 男 シュルンベルジェ(株)電子エンジニア 電気通信大学　博士 電子工学

Woo Seonghoon 禹　成勲 韓国 男 （在仁川） 東京大学　博士 建築学

２００５年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Bao Lian Qun 包　聯群 中国（内モンゴル） 女
東京外国語大学アジアアフリカ研究所フェロー、首
都大学東京非常勤講師、中国言語戦略研究センター
（南京大学）客員研究員

東京大学  博士 言語情報科学

Han Junqiao 韓　珺巧 中国 女
国立ローレンス・バークレー研究所研究員（在カリ
フォルニア）

早稲田大学　博士 建築学

Han Kyoung Ja 韓　京子 韓国 女 慶熙大学校日本語学科助教授（在ソウル） 東京大学　博士 日本文化研究

Jiang Susu 江　蘇蘇 中国 女 東芝セミコンダクター社 横浜国立大学　博士 物理情報工学

Kim Bumsu 金　範洙 韓国 男
（社）国際交流振興協会理事長、 横浜国立大学非常
勤講師。（韓国）国立公州大学客員教授。 東京学芸大学　博士 社会系教育（歴史）

Kim Yeonkyeong 金　娟鏡 韓国 女
帝京平成大学現代ライフ学部、近畿大学九州短期大
学非常勤講師、ＹＭＣＡ健康福祉専門学校講師 東京学芸大学　博士 心理学

Lan Hong Yueh 藍　弘岳 台湾 男 国立交通大学社会と文化研究所助理教授（在台北） 東京大学 博士 地域文化研究

Tenegra, Brenda
Resurecion Tiu

テネグラ、ブレンダ レスレ
ション ティウ

フィリピン 女
ノッティンガム大学社会学社会政策学部特任講師
（在英ノッティンガム）

お茶の水女子大学　博士 人間発達科学

Vo Chi Cong ヴォー チー コン ベトナム 男 （株）トリニティセキュリティシステムズ 東京工業大学 数理・計算科学

Wang Xueping 王　雪萍 中国 女 東京大学教養学部講師（専任） 慶応義塾大学　博士 政策メディア

Wong Kin Foon Kevin 王　健歡 香港 男
ハーバード大学医学部ＭＧＨ病院研究員（在ボスト
ン）

総合研究大学院　博士 統計科学
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Zhao Changxiang 趙　長祥 中国 男 （在上海） 一橋大学　博士 商学

２００４年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 姓 現職 大学 専門分野

Ampong, Beryl Nyamekye アンポン、ベリル・ニャメ
チェ

ガーナ 女 (在ワシントンD.C.） 東京医科大学　博士 薬理学

Chin, Angelina Yan Yan チン、アンジェリーナ アメリカ 女 Pomona College 准教授（在カリフォルニア）
カリフォルニア大学サン
タクルーズ校（お茶の水
女子大学） 博士

ジェンダー研究

Khomenko, Olga ホメンコ、オリガ ウクライナ 女 （在キエフ） 東京大学　博士 地域文化研究

Lee Jea Woo 李　済宇 韓国 男 Worley Parsons（在メルボルン） 早稲田大学　博士 地盤地震工学

Lee Sung Young 李　承英 韓国 女 光云大学日本学科（在ソウル） 筑波大学　博士 言語学

Meng Zimin 孟　子敏 中国 男 松山大学人文学部教授 筑波大学　博士 言語学

Mullagildin, Rishat ムラギルディン、リシャット ロシア 男 RAUM Architects 社長（在ロシア、ウファ） 慶応大学 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ

Napoleon ナポレオン インドネシア 男 日産自動車(株)総合研究所 東京工業大学　博士 機械制御ｼｽﾃﾑ

Sonntag, Mira ゾンターク、ミラ ドイツ 女 立教大学文学部キリスト教学科准教授 東京大学  博士 宗教史学

Tsai Ying-hsin 蔡　英欣 台湾 女 国立台湾大学法学部助理教授（在台北） 東京大学　博士 法学

Yang Myung Ok 梁　明玉 韓国 女
お茶の水女子大学アカデミック・プロダクション特
任リサーチフェロー お茶の水女子大学　博士 人間発達科学

Ye Sheng 叶　　盛 中国 男 東莞九域星医薬科技有限公司（在香港） 東京大学　博士 先端学際工学

２００３年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 姓 現職 大学 専門分野

Chae Sang Heon 蔡　相憲 韓国 男 天安蓮庵大学新環境園芸科教授（在韓国天安） 東京農工大学　博士 生物生産学

Chang Kuere 張　桂娥 台湾 女 東呉大学日本語文学系助理教授（在台北） 東京学芸大学　博士
学校教育学（言語文
化）

Husel フスレ 中国（内モンゴル） 男
昭和女子大学総合教育センター非常勤講師、東京大
学大学院総合文化研究科学術研究員

東京外国語大学 博士 地域文化

Kim Hyeon Wook 金　賢旭 韓国 女 仁荷大学国際通商学部講義教授(在ソウル） 東京大学　博士 総合文化（表象文化）

Kwak Jiwoong 郭　智雄 韓国 男 九州産業大学商学部商学科准教授（在福岡） 立教大学　博士 経営学

Lin Shaoyang 林　少陽 中国 男 香港城市大学中文翻訳及語言学科（在香港） 東京大学　博士
総合文化（言語情報科
学）
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Lu Yuefeng 陸　躍鋒 中国 男
Merit Intelligence Development Centre, Director
(在トロント）

東京海洋大学 海洋情報システム

Piao Zhenji 朴　貞姫 中国 女 北京語言大学外国語学院日本語学部教授（在北京） 明海大学　博士 応用言語学

Tisi, Maria Elena ティシ、マリアエレナ イタリア 女
カ・フォスカリ大学　非常勤講師、カターニア大学
（ラグーザ）非常勤講師（在ボローニャ）

白百合女子大学　博士 児童文学

Yamaguchi, Ana Elisa ヤマグチ、アナエリーザ ブラジル 女 上智大学外国語学部助教 一橋大学 社会学

Yun Hui-suk ユン　ヒスク 韓国 女
韓国機械研究院付属材料研究所（ＫＩＭＳ）（在韓
慶南道昌原）

東京大学　博士 材料学

Zang LI 臧　　俐 中国 女 東海大学短期大学部准教授 東京学芸大学　博士
学校教育学（教育方法
論）

２００２年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Baek Insoo 白　寅秀 韓国 男 （在ソウル） 早稲田大学　博士 商学

Chen Tzu-Ching 陳　姿菁 台湾 女
開南大学日語学系助理教授、台湾大学兼任助理教授
（在台北）

お茶の水女子大学　博士 国際日本学

Jo Gyuhwan 曺　奎煥 韓国 男 JX新日鉱日石開発（株）（在マレーシア） 早稲田大学　博士 地質学

Hu Biangqun 胡　炳群 中国 男 日豊興業株式会社（在名古屋/広州） 日本工業大学 博士 システム工学

Iko Pramudiono イコ　プラムディオノ インドネシア 男 インドネシア三井物産（在ジャカルタ） 東京大学　博士 電子情報工学

Mandah, Ariunsaihan マンダフ、　アリウンサイハ
ン

モンゴル 男 （在米カンザス） 一橋大学　博士 地域社会学

Mukhopadhyaya Ranjana ムコパディヤーヤ、ランジャ
ナ

インド 女 デリー大学・東アジア研究科准教授（在デリー） 東京大学　博士 宗教学宗教史

Park Young-June 朴　栄濬 韓国 男 国防大学校安全保障大学院教授（在ソウル） 東京大学　博士 国際社会科学

Sun Jianjun 孫　建軍 中国 男
北京大学外国語学院日本言語文化学部助教授（在北
京）

国際基督教大学　博士 日本語学

Wang Xi 王　　溪 中国 男 東京大学　博士 電子情報工学

Yimit, Abliz イミテ、アブリズ 中国（ウィグル) 男 新疆大学化学化工学院教授（在ウルムチ） 横浜国立大学　博士 人工環境システム

Yu Xiaofei 干　暁飛 中国 女 日本大学法学部准教授 千葉大学　博士 社会文化科学

２００１年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Borjigin, Burensain ボルジギン、ブレンサイン 中国 （内モンゴル） 男 滋賀県立大学人間文化学部准教授(在彦根市） 早稲田大学　博士 東洋史
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Fan Jianting 範　建亭 中国 男 上海財経大学国際工商管理学院助教授（在上海） 一橋大学　博士 経済学

Jeon Jin Hwan 全　振煥 韓国 男 鹿島建設(株）技術研究所主任研究員 東京工業大学　博士 建築材料

Jiang Huiling 蒋　恵玲 中国 女 （株）NTTドコモ・総合研究所　研究主任 横浜国立大学　博士 電子情報工学

Jin Xianghai 金　香海 中国 男
延辺大学アジア研究センター教授兼副センター長
（在延吉）

中央大学　博士 政治学

Kostov, Vlaho コストブ、ブラホ マケドニア/イタリア 男 パナソニック・ヨーロッパ社（在フランクフルト）
東京都立科学技術大学
博士

システム工学

Lee Hyun-Young 李　炫瑛 韓国 女
建国大学校師範大学日本語教育科助教授（在ソウ
ル）

お茶の水女子大学　博士 比較文化

Lee Young-Suk 李　英淑 韓国 女
釜山大学校師範大学数学教育科非常勤講師（在釜
山）

筑波大学　博士 教育学

Liang Xingguo 梁　興国 中国 男 中国海洋大学食品科学と工程学院教授（在青島） 東京大学　博士 化学生命工学

Lwin　U Htay ユ ティ  ルィン ミャンマー 男 東京医科歯科大学難治疾患研究所共同研究員 東京医科歯科大学　博士
社会医学及び公衆衛生
学

Qi Jin Feng 奇　錦峰 中国 （内モンゴル） 男 広州中医薬大学中薬学院教授（在広州） 東京医科歯科大学　博士 薬理学

Sri Sumantyo, Josaphat
Tetuko

スリ スマンティヨ、ヨサ
ファット テトォコ

インドネシア 男
千葉大学環境リモートセンシング研究センター准教
授

千葉大学　博士 人工システム科学

２０００年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Jin Zhengwu 金　政武 中国 男 東芝（株） 東京工業大学　博士 物質科学

Jung Jae Ho 鄭　在皓 韓国 男 三星電子LCD総括LCD開発室(在韓CheonAnn) 慶應義塾大学　博士 物質科学

Jung Sung Chun 鄭　成春 韓国 男
対外経済政策研究院（KIEP）日本チーム長、一橋大
学大学院経済学研究科客員研究員（在東京）

一橋大学　博士 経済学

Ko Hee Tak 高　煕卓 韓国 男 延世大学政治外交学科研究教授（在ソウル） 東京大学　博士 総合文化

Lim Chuan-Ｔiong 林　泉忠 香港 男 中央研究院近代史研究所副研究員（在台北） 東京大学 博士 国際政治学

Molnar Margit モルナール、マルギット ハンガリー 女 OECD研究員（在パリ） 慶應義塾大学　博士 経済学

Naiwala Pathirannehelage
Chandrasiri

ナイワラ パティランネヘラー
ゲ チャンドラシリ

スリランカ 男 トヨタIT研究センター研究員 東京大学　博士 電子情報

Ren Yong 任　　永 中国（内モンゴル） 男
ニューヨーク州立大学医学部研究員（在米バッファ
ロー）

群馬大学　博士 医学

Suzuki Sato Hiromi スズキ サトウ、ヒロミ メキシコ 女 （在東京） 慶應義塾大学 経済学

Wu Yuping 武　玉萍 中国 女
理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター
（CDB)(在神戸）

千葉大学　博士 医学
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Xu Xiangdong 徐　向東 中国 男 （株）中国市場戦略研究所代表取締役 立教大学　博士 社会学

Zeng Zhinong 曽　支農 中国 男 （在武漢） 東京大学　博士 アジア文化

1９９９年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野
Coimbra, Maria
RaquelMoura

コインブラ、マリア･ハケウ･
モウラ

ブラジル 女
ペルナンブコ州立大学農水学部応用遺伝子研究室助
教授（在ブラジル）

東京水産大学　博士 資源育成学

Hong Kyung-Jin 洪　京珍 韓国 女
韓国環境省環境部環境政策室化学物質安全課（在ソ
ウル）

東京工業大学　博士 化学環境工学

Hou Yankun 侯　延昆 中国 男 UBS Investment Research（在香港） 東京工業大学　博士 物理電子化学/薬学

Ju Yan 具　　延 中国 男 メッツォペーパージャパン（株） 筑波大学　博士 農学

Li Gangzhe 李　鋼哲 中国 男 北陸大学未来創造学部教授（在金沢） 立教大学 経営学/経済学

Musikasinthorn  Prachya ムシカシントーン、プラ
チャー

タイ 男 カセサート大学水産学部所助教授（在バンコク） 東京水産大学　博士 資源育成学

Vu Thi Minh Chi ブ ティ ミン チ- ベトナム 女
ベトナム社会科学院人間科学研究所研究員（在ハノ
イ）

一橋大学　博士 地域研究

Wang Dan 王　　旦 中国 男 バイオリニスト／昭光物産（株） 東京藝術大学　博士 音楽

Yang Jie Chi 楊　接期 台湾 男
国立中央大学網路学習科技研究所教授（在台湾桃
園）

東京工業大学　博士 教育工学

Yeh Wen-chang 葉　文昌 台湾 男
島根大学総合理工学部電子制御システム工学科准教
授（在松江）

東京工業大学　博士 電子物理工学

Zhou Haiyan 周　海燕 中国 女 たてやまクリニック院長（在富山県） 東京医科歯科大学　博士 医学

１９９８年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Adiole, Emmanuel アディオレ、エマニュエル ナイジェリア 男
ナイジェリア・エネルギー環境研究所主任研究員
（在ナイジェリア）

東京大学　博士 政治学

Cao Bo 曹　　波 中国 男 株式会社北京NTTデータジャパン 早稲田大学　博士 建設工学

He Zuyuan 何　祖源 中国 男
東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻特任教
授

東京大学　博士
先端学際工学／光電子
工学

Hu Jie 胡　　潔 中国 女
名古屋大学大学院国際言語文化研究科准教授（在名
古屋）

お茶の水女子大学　博士 文学

Kim Jaesung 金　宰晟 韓国 男 仏教大学院大学（在ソウル） 東京大学 仏教学

La Insook 羅　仁淑 韓国 女 国士舘大学政経学部非常勤講師
早稲田大学修了、流通経
済大学 博士

経済学
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Lee Joo-Ho 李　周浩 韓国 男
立命館大学情報理工学部情報コミュニケーション学
科教授（在滋賀）

東京大学　博士 電子工学

Mailisha マイリーサ 中国(内モンゴル） 女 立教大学非常勤講師 一橋大学　博士 社会学

Sun Yanping 孫　艶萍 中国 女
ハーバード大学ブリッガム病院放射線科准教授（在
ボストン）

東京大学　博士 医学

Wu Hongmin 呉　弘敏 中国 女 フクダ電子（株） 東京工業大学　博士 精密工学

Xu Xiaoyuan 許　暁原 中国 女
コロンビア大学ナオミベリーセンター研究員（在
ニューヨーク）

東京大学　博士 農業生命科学

１９９７年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

De Maio, Silvana デマイオ、シルバーナ イタリア 女 ナポリ大学オリエンターレ専任講師（在ナポリ） 東京工業大学　博士 日本語学

Fang Meili 方　美麗 台湾 女 お茶の水女子大学外国人教員 お茶の水女子大学　博士 言語学

Isananto, Winurshito イサナント、ウィヌルシト インドネシア 男
インドネシア通産省皮革産業開発研究所研究員（在
ジョクジャカルタ）

慶應義塾大学　博士 応用化学

Kim Woe-Sook 金　外淑 韓国 女 兵庫県立大学看護学部心理学系教授（在神戸） 早稲田大学　博士 健康科学

Katagiri, Laohaburanakit
Kanokwan (Noi)

片桐カノックワン、ラオハブ
ラナキット（ノイ）

タイ 女
チュラロンコン大学文学部日本語講座助教授（在バ
ンコク）

筑波大学　博士 言語学、日本語教育

Lee Hyang-Chul 李　香哲 韓国 男 光云大学日本学科教授（在ソウル） 一橋大学　博士 経済学

Li Enmin 李　恩民 中国 男 桜美林大学リベラルアーツ学群教授 一橋大学　博士 社会学

Nizamidin Jappar ニザミディン ジャッパル アメリカ 男 キモト・テック（在米ジョージア） 東京大学　博士 応用化学

Wang Yuepeng 王　岳鵬 中国 男
上海交通大学医学院付属新華病院科研中心（在上
海）

東京大学　博士 医学

Williams, Duncan ウィリアムズ、ダンカン イギリス 男
南カルフォルニア大学宗教学部長（在ロサンジェル
ス）

ハーバード大学（上智大
学）　博士

宗教学

Zhang Shao-min 張　紹敏 中国 男
ペンシルベニア州立大学医学部神経と行動学科助理
教授（在米ハーシー）

東京大学　博士 医学

１９９６年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専門分野

Chantachote, Viravat チャンタチョテ ビラバット タイ 男
タマサート大学法学部准教授、教務部長（在バンコ
ク）

慶應義塾大学　博士 法学

Gulench, Selim Yucel グランチ，セリム トルコ 男
宗教法人京都ムスリム協会理事、イスラーム文化セ
ンター代表（在京都）

東京大学 政治学

Khin Maung Htwe キン マウン トウエ ミャンマー 男 (在ヤンゴン) 早稲田大学　博士 応用物理
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Kim Woong-Hee 金　雄煕 韓国 男 仁荷大学校国際通商学部教授(在仁川) 筑波大学　博士 国際政治経済学

Lee Nae-Chan Huey 李　來賛 韓国 男 漢城大学経済学部副教授(在ソウル) 慶應義塾大学　博士 管理工学

Nam Ki-Jeong 南　基正 韓国 男 ソウル大学日本研究所HK教授（在ソウル） 東京大学　博士 国際関係論

Park Keun-Hong 朴　根弘 韓国 男 東京工業大学　博士 生命理工学

Qiao Xin 喬　　辛 中国 男 東京工業大学　博士 無機材科工学

Trede, Melanie Maria トレーデ、メラニー ドイツ 女
ハイデルベルグ大学東洋美術史研究所教授(在ハイデ
ルベルグ）

ハイデルベルグ（学習院
大学）　博士

日本美術史

Zhao Qing 趙　　青 中国 女 (在東京） お茶の水女子大学 比較文化

Zhu Tingyao 朱　庭耀 中国 男
日本海事協会技術研究所首席研究員/ハルビン工科大
学客員教授

東京大学　博士 船舶海洋工学

１９９５年度　阪神大震災被災特別奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専攻分野

Chen Xiao 陳　　暁 中国 男 　 神戸大学 医学

Horng Der-Juinn 洪　徳俊 台湾 男 国立中央大学企業管理系副教授（在台湾桃園） 神戸大学　博士 経営学

Wang Libin 王　立彬 中国 男 （株）東洋インキ製造 神戸大学 自然科学

１９９５年度 渥美奨学生

Name 氏名 国籍 性 現職 大学 専攻分野

Bambling, Michele バンブリング、ミッシェル アメリカ 女 Zayed 大学教授（在アブダビ）
コロンビア大学（慶應義
塾大学）　博士

美術史

Gao Lingna 高　玲娜 中国 女 （在横須賀） 一橋大学　博士 社会学

Gao Weijun 高　偉俊 中国 男
北九州市立大学国際環境工学部教授、西安交通大学
兼職教授（在北九州）

早稲田大学　博士 建設工学

Jin Xi 金　　煕 中国 男 Sheerwood科技発展有限公司社長（在北京） 東京工業大学　博士 物理情報学

Kwack Jae-Woo 郭　在祐 韓国 男 日本大学文理学部、学習院大学文学部非常勤講師 学習院大学　博士 美術史

Maquito, Ferdinand マキト、フェルディナンド フィリピン 男 テンプル大学講師、フィリピン大学シニア講師 東京大学　博士 経済学

Park Chul-Ju 朴　哲主 韓国 男 三育大学経営学部副教授(在ソウル) 慶應大学　博士 商学

Park Jung-Ran 朴　貞蘭 韓国 女 仁済大学社会福祉科副教授（在釜山） 日本女子大学　博士 社会福祉学
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Shi Jianming 施　建明 中国 男 室蘭工業大学情報工学科准教授（在室蘭） 筑波大学　博士 数理工学／社会工学

Yao Hui 薬　　会 中国 男 法政大学国際文化情報学部非常勤講師 早稲田大学 日本文学

Youn Seok-Hee 尹　錫姫 韓国 女 仁徳大学観光学部非常勤講師（在ソウル） 専修大学　博士 商学
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