撞吉城先生
1940年6月17日

業績

東戟道楊州郡生まれ

学歴
1963ソウル大学校師範大学国語教育学科卒業
1965高麗大学校大学院国文学専攻修士修了
1976成城大学大学院日本常民文化専攻博士課程修了
1985筑波大学大学院歴史人類学系文学博士
経歴
1964‑1966韓国安‑商業高等学校教師
1966‑1969韓国陸軍士官学校教官専任講師
1969‑1972韓国文化公報部文化財委員会専門委員(常勤)
1974‑1976 日本学術振興会外国人招請研究者
1976‑ 1977東京大学東洋文化研究所研究協力者、
成城大学民俗学研究所研究員
1977‑1979韓国慶南大学校日語教育学科専任講師
1979‑1991韓国啓明大学校外国学大学助教授、教授、学長、
日本文化研究所所長
1991‑1995中部大学国際文化学科教授
1993‑1997国立歴史民俗博物館客員教授
1995‑

現在広島大学総合科学部教授、同大学院社会科学研究科および
国際協力研究科教授

学会活動
韓国文化人類学会理事歴任、比較民俗学会評議員(現) 、日本民族学会理事歴
任、日本民俗学会会員、比較家族史学会理事(現)、韓国・朝鮮文化研究会理
事(現)、韓国在俗学会顧問、韓国日本学会理事歴任、日本文化研究会創立、
沖縄民俗学会会員など
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6fiM:
1965 『ソノリグッと^3歌:帝釈コリについて一京幾道楊州郡地方を中心と
した農耕儀礼の一考察』高麗大学校大学院国文学専攻(修士学位論文)
1985 『韓国産俗の社会人類学的研究』筑波大学大学院歴史人類学系(博士学
位論文)

匪司
1967 『京畿道地域砿俗一楊州郡の昼女趨栄子篇』文化財管理局(共著)
1969 「韓国原始宗教考究『韓国文化に及ぼした原始宗教の影響』高麗大学校
民族文化研究所(朴最義・洪‑楢との共著)
1969 『扶安東門里堂山』文化財管理局
1970 『令旗』文化財管理局
1971 『永同地方蛋楽と九龍浦クッ』文化財管理局
1971 「民間信仰」 『韓国風俗誌』乙酉文化文化社(梁在捌、張徳順、任東権
との共著)
1971 『大関領国師堂と台霞脚皇堂』文化財管理局
1972 『部落祭堂』文化財管理局(李杜鉱、張簿根、玄容駿との共著)
1978 『韓国砿俗の研究』亜細亜文化社
1980 『朝鮮の祭りと盛俗』第‑書房(日本語)
1980 『日本学入門』啓明大学出版部
1981 『韓国砿俗論』蛍雪出版社
1981 『韓国の盛堂』悦話堂
1981 『盛俗の世界』正音社
日1984 『韓国のシャーマニズム』弘文堂
日1984 『韓国のシャーマン』国文社
1986 『韓国の祖上崇拝』穏典杜
1988 「民間信仰」 『韓国の行事と儀式の仕方』国書刊行会(梁在捌、張徳順、
任東権との共著)
1988 『韓国民俗学』セムン社(雀仁鶴、金東旭、雀来沃との共著)
1989 『韓国民間信仰の研究』啓明大学出版部
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1989 「日本」 『比較文化叢書』 3 (金活他との共著)
1991 『韓国人の恨』穏典社
1992 『クップリ、バンプリ』穂典社
日1992 『韓国の祖先崇拝』御茶の水書房(重松真由美訳)
1992 『韓国在俗誌』 1亜細亜文化社
1992 『韓国J・E俗誌』 2亜細亜文化社
1992 「日帝時代の民俗・風俗調査研究」 「日帝植民地と文化人類学」 「漁村の
文化変容」 「西海の波市民俗」 『日帝時代‑漁村の文化変容』上巻亜細
亜文化社
1992 『日帝時代‑漁村の文化変容』下巻亜細亜文化社
1993 「オンドルバン山の守護神」 「結婚の儀式」 「馬乳酒豊かな飲酒文化」 「野
菜の乏しい肉食文化」 「内モンゴルの語り部」 「盛俗信仰と銅鏡、そし
てラマ教」 「モンゴルの温泉と治療」 「モンゴルの犬と家畜放牧」 「モン
ゴルの葬礼」 「騎馬民族の家畜文化」 「民族史研究の新たな地平」 『モン
ゴル』朝鮮日報社(金光彦、金乗模との共著)
日1994 「日本植民地時代の民俗学・人類学」 「巨文島の民俗誌序説」 「植民地
による文化変容一結論に変えて」 『日本植民地と文化変容』御茶の水
書房(編著)
1994 『韓国JLB俗の理解』穫典社
1994 『韓国人の泣き』ミルアル出版社
日1994 『恨の人類学』平河出版社(真鍋祐子訳)
日1996 『韓国民俗‑の招待』風響社
日1997 『これでは困る韓国』三交社(呉善花との共著)
1999 『新しく書く韓国砿俗』亜細亜文化社
2001 『(文化人類学者雀吉城の)東アジア文化を読む:板門店からカムチャ
ッカ半島まで』亜細亜文化社
日2001 『東アジアの被爆と平和』広島大学大学院国際協力研究科(編集)
日2002 『「親日」と「反日」の文化人類学』明石書店
日2002 『神話・宗教・盛俗』風響社(編著)
2003 『サハリン:流刑と棄民の地』民俗院
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日2003 『突きの文化人類学』勉誠社(共著)
2003 『日本文化の理解』時事日本語社(共著)

囲
1978中根千枝著『日本の社会構造』蛍雪出版社 (日‑韓)
目1976李杜鉱他著『韓国民俗学概説』学生社 (韓一日)
1982中根千枝他著『韓国の社会と宗教』亜細亜文化社 (日‑韓)
1983 LucyMair著『社会人類学入門』啓明大学出版部(英一韓)
1987秋葉隆著『朝鮮題俗の現地研究』啓明大学出版部 (日一緒)
1988Hoppal著『シベリアのシャーマニズム』民音社(英一韓)
1989柳田国男著『祖先の話』光 文化社 (日‑韓)
1989村上重良著『日本の宗教』穂典社 (日‑韓)
1990村山智順著『朝鮮の風水』民音社 (日‑韓)
1991村山智順著『朝鮮の類似宗教』啓明大学出版部(目‑拷) (張相彦と共著)

匝司
1967 「韓国盛俗の研究:ソウル地方の帝釈コリを中心として」 『陸士論文集』
5陸軍士官学校
1968 「服飾」 『韓国軍制史:近代朝鮮前期編』陸軍本部
1968 「李朝仮農作考」 『陸士論文集』 6陸軍士官学校
1968 「原始宗教の一考」 『語文論文集』 11高麗大学校国語国文学会
1968 「ソノリクッと拝送クッ」 『韓国文化人類学』 1韓国文化人類学会
1968 「現地踏査記」 『韓国文化人類学』 1韓国文化人類学会
1969 「韓国^1俗のエクスタシー変遷考」 『亜細亜研究』 34高麗大学校亜細亜
問題研究所
1969 「正系伝承考」 『韓国民俗学』 1民俗学会
1970 「宮中在俗資料」 『韓国民俗学』 2民俗学会
1970 r盛俗研究の過去と現在」 『韓国文化人類学』 3韓国文化人類学会
1971 「韓末の宮中J・E俗」 『韓国民俗学』 2民俗学会
1971 「東海岸地域のJLB神堂装飾について」 『韓国文化人類学』 4韓国文化人
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類学会
1971 「韓国民間信仰の系統と類型」 『民俗学論叢』石宙善教授還暦記念論叢
刊行委員会
1971 「正系伝承考」 『朝鮮研究年報』 13朝鮮研究会三晶彰英編
1972 「東海岸地域の超俗誌序説」 『韓国文化人類学』 5韓国文化人類学会
1972 「民間信仰の構造と役割」 『韓国民俗学』 5民俗学会
1972 ''Les Py 1‑chine‑kout de la cotte sud‑est", L ve de corre, KOREA
UNESCO
1973 「韓国部落祭の構造と特徴」 『新羅伽耶文化』 5嶺南大学校新羅伽耶文
化研究所
1975 An Outline of Shamanism Study in Korea, The Jouranal of
Intercultual Studies, Intercultual Research Institute, Kansai
Univercity of Foreign Studies.
日1975 「シャーマニズムの儀礼と象徴‑韓国の死霊祭と霊魂観」 『現代宗教』
1

日1976 「韓国^E俗の死霊祭」 『季刊人類学』 7巻3号(京都大学人類学研究
会)講談社
日1976 「韓国の砿俗における死霊祭と霊魂観一捨姫公主神話の構造分析」
『朝鮮学報』 78朝鮮学会
1976 「タンゴル隠語考」 『韓国民俗学』 9民俗学会
1977 「砿堂社会の「妾」に関する小考『韓国文化人類学』 9韓国文化人類学
∠ゝ
3=;

1977 「タンゴルの身分世襲と産業継承」 『韓国民俗学』 9民俗学会
日1977 「韓国盛業集団における血縁、婚姻関係」 『東洋文化研究所紀要』 71
東京大学東洋文化研究所
日1977 「韓国部落祭の社会人類学的機能」 『韓』 69韓国研究院
日1978 「韓日昔話の比較」 『東北アジア民族説話の比較研究』
1978 「沖縄のシャーマンについて」 『韓国文化人類学』 10韓国文化人類学全
日1978 「朝鮮のシャーマニズム」 『シャーマニズムの世界』春秋社
1979 「JLB堂の隠語の分析」 『韓国文化人類学』 11韓国文化人類学会
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1979 「解放後韓国の在俗研究の傾向」 『韓国学報』 14一志社
日1979 「韓国JLB俗の特徴」 『日本の民俗宗教』 4弘文堂
1980 「近代化と民俗文化の価値」 『歴史的脈絡から見た韓国文化』韓国精神
文化研究院
1980 「世尊クッと泥棒捕りの構造分析」 『韓国民俗学』 12民俗学会
1980 「日本武士道の忠孝と死」 『日本学誌』 1啓明大学校日本文化研究所
日1980 「在日韓国人の焼肉に関する文化人類学的研究」 『社会人類学年報』
6弘文堂
1980 「韓国シャーマニズムの神霊観」 『韓国人の可能性』図書出版
1982 Community Ritual and Social in Village Korea, Asian Folklore
Studies, 4 1

1982 「済州島加波島の民間信仰」 『韓国学論集』 9啓明大学校韓国学研究所
1982 「砿俗における家と女性」 『韓国在俗の総合的考察』高麗大学校民族文
化研究所
1982 「不浄概念を通して見た韓国人の意識構造」 『韓国人と韓国文化』シム
ソル堂
1982 「部落信仰」 『韓国民俗大観』高麗大学校民族文化研究所
1982 「歳時風俗と儀礼」 『韓国人の生活風俗』時事英語杜
1983 「済州島加渡島の祭儀」 『雀正如博士頒寿記念民俗語文論叢』啓明大学
出版部
1983 「韓・琉民俗比較のための視覚」 『日本学報』 7韓国日本学会
1983 「盛俗における恨、怨魂、鎮魂」 『雀正如博士頭領寿記念民俗語文論叢』
啓明大学出版部
1983 「孫晋泰の韓国蛋俗研究」 『韓国学文献研究の現状と展望』亜細亜文化
社
1983 「沖縄神観念一韓琉の比較」 『沖縄文化の源流を考える』沖縄県
1984 Male and Female in Korean Fork Belief Korea, Asian Folklore
Studies, 41

1984 「成造神歌の一考」 『李応百博士還暦記念論集』普晋斎
1984 「韓国祖上崇拝の研究一孝を中心として」 『李杜鉱博士還暦記念論文集』
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学研社
1984 「シャーマニズムの立場から見た精神健康の概念」 『精神健康研究』 2
漢陽大学校精神健康研究所
1984 「風水を通じてみた祖上崇拝の構造」 『韓国文化人類学』 16韓国文化人
類学会
1984 La Strucutre de la conscience des Coreens relativeme a rimpuret
rituelle, REl′乙町DE COREE, Comisson Nationale Cor enne pour
L‑Unesco
1985 「死後結婚の意味」 『比較民俗学』 1比較民俗学会
1985 「日本祖先崇拝の比較考察」 『日本学報』 14韓国日本学会
日1985 「宗教と儀礼」 『もっと知りたい韓国』弘文堂
1985 「湖南地方のタンゴル制度」 『全羅道シッキムクッ』悦話堂
1986 「JLB俗信仰の現代的意味考察」 『青川康竜権博士頒寿記念論叢』
1986 「沖縄洗骨葬の比較考察」 『比較民俗学』 2比較民俗学会
1986 「わが国の開化期修身教科書に表れる祖上観念」 『南仁壁博士還暦記念
論文集』集文堂
1986 「祭紀の構造分析の一考」 『月山任東権博士頒寿記念論文集』
1986 「韓日古代民俗比較」 『日本学』 6東国大学校日本学研究所
1986 「韓日祖先崇拝の比較」 『日本学報』 15韓国日本学会
1986 「祖先崇拝の韓日比較」 『韓国文化人類学』 18韓国文化人類学会
1986 「韓国J・B俗のエクスタシー変遷考」 『韓国民俗研究論文選』 3 ‑潮閣
1986 「在俗に表れる宗教意識」 『韓国思想の深層研究』ウソク
1987 「図識説と高麗朝鮮の宗教文化」 『韓国文化人類学』 18韓国文化人類学
.∠ゝ
蝣2X

1987 「日本の人類学民族学の教育」 『韓国文化人類学』 19韓国文化人類学会
目1987 「沖縄オナリ神信仰一考」 『日本民俗学』 169日本民俗学会
1987 「韓日JLB俗信仰の比較考察」 『日本学』 6東国大学日本学研究所
日1987 「韓国JLB俗信仰を通して見た民族主義」 『韓』 107韓国研究院
1987 「盛俗から見た西洋文化の衝撃と受容」 『伝統文化と西洋文化』 2成均
館大学出版部
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日1987 「韓国人の恨みを考える」 『桜井徳太郎著作集7』吉川弘文館
1987 The Meaning of Pollution in Korea Ritual Life, Religion and Ritual
Koren Society, in Laurel Kandal and Griffin Dix(eds.),血・stitu由of
Asian Studies^ University of California, Berkley
1988 「紀り手のいない祖先祭紀の現地研究」 『比較民俗学』 3比較民俗学会
日1988 「日本人による韓国祖先崇拝の研究」 『社会学雑誌』 5神戸大学社会
学科
1988 「日本民俗研究の回顧と展望」 『日本学報』 20韓国日本学会
1988 「菅原道真の死の意味」 『日本学年報』 1日本文化研究会
1988 「民俗文化と現代的意味」 『基督教思想』 10月号大学基督教書会
1988 「韓国伝統的女性と恨」 『先清語文』ソウル師学国語科
1988 「韓日自殺の比較」 『日本学会誌』 8啓明大学校日本文化研究所
1988 「沖縄の兄弟関係の社会人類学的研究」 『韓国人類学3 0年 民族と文
化』
日1988 「韓国における日本民俗研究の回顧と展望」 『日本民俗学』 20日本民
俗学会
1988 「シベリアのシャーマニズム」 『大字学術叢書概要2』大字財団
日1989 「書評:『祭りは神パフォーマンスー芸能を巡る日本と東アジア』」 『民
族学研究』 54巻1号日本民族学会
1989 「韓国人の恨の構造」 『比較民俗学』 4比較民俗学会
1989 「日本植民地統治理念の研究」 『日本学年報』 2日本文化研究会
1989 「契の社会的機能に関する考察」 『斗山金宅圭博士還暦記念文化人類学
論叢』
1989 The Symbolic Meaning of Shamanic Ritual in Korean Folk Life,
Journal of Ritual Studies, 3‑2, Department of Religious Studies,
University of Pittsburg
1989 「恨の象徴的意味・雀英将軍の死を中心に」 『比較民俗学』 4
1989 「済州島の神房について」 『済州島研究』 6
1989 「韓国人の恨一韓勝源の「恨」を読んで」 『宜民李杜鍍教授定年退任記
念論文集』
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1990 f村落社会における題堂の機能」 『如山柳柄徳博士還暦記念韓国哲学宗
教思想史』園光大学校宗教問題研究所
1990 「日帝時代の民俗誌研究」 『韓国民俗誌研究の課題と方法』韓国精神文
化研究院社会科学研究部
1990 「韓国人の泣きの表現様式」 『比較民俗学』 6
日1990 「波市考」 『民俗学の進展と課題』
1990 「波市の民俗学的研究」 『中央民俗学』 3
1990 「韓国のシャーマニズムの起源と特徴」 『韓国文化人類学』 22
1991 「韓国民俗学における任菅宰:学史的研究」 『比較民俗学』 7
比較民俗学会
1991 「日帝民族誌と文化変容」 『李栄九博士還暦記念論文集』
1991 「柳田国男の国学思想と朝鮮」 『日本学報』 27
1992 「チベットラマ教における転生の意味と比較」 『比較民俗学』 8
比較民俗学会
1992 「韓国における日本文化の受容と葛藤」 『思想』 817岩波書店
1992 Tlends in Japanese Studies in South Korea, Othernesses of Japan,
Philipp‑voirSiebold‑Stiftung Deutsches Institut fuer Japanstudien
1992 「韓国のシャーマニズム」 『比較民俗学』 9比較民俗学会
1992 「国際化時代における民族主義の意味一在日僑胞を中心に」 『五成賓李
東無博士華甲記念論文集』
1992 「日韓比較のためのノート」 『日本学年報』 4
1992 「韓国社会における飲酒の文化人類学的意味一済州島加渡島を中心に」
『済州島言語民俗論文叢』
1992 「日本人の宗教観」 『日本評論』春夏号
1993 「日本学、どこまで来たか」 『日本学報』韓国日本学会
1993 「韓国天地開閉神話考」 『比較民俗学』 10比較民俗学全
日1993 「沖縄のノロと韓国のタンゴル」 『日中文化研究』 5勉誠社
1993 「韓国キリスト教とシャーマニズム」 『韓日文化の同質性と異質性』シ
ングメディア
日1993「韓国社会における飲酒飲茶の意味」 『日本民俗学』 195日本民俗学会
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日1993 「韓国の死霊祭」 『東アジアの死霊結婚』岩田書院
日1993 「国際化に立ちはだかる民族主義」 『季刊アスティオン』 27TBSブリ
タニカ
1993 「天地開閉と終末論」 『比較民俗学』 10
日1993 「社会」 『韓国』新潮社
目1993 「韓国における崇り信仰」 『アジアの霊魂観』雄山閣出版
目1993 「社会制度」 「宗教」」 『世界の歴史と文化 韓国』新潮社
1994 Japanese Studies on Korea Culture, Korean and Korean American
Studies Bulle血; 5‑2/3, East Rock Institute
日1994 「韓国喫茶店「茶房」の文化人類学」 『国際研究』 10中部大学国際地
域研究所
日1995 「在日韓国キリスト教の普遍性と民族性」 『国際関係学部紀要』 14中
部大学国際地域研究所
日1996 「東アジアの暦:その葛藤と調和」 『あうろ‑ら』 221世紀の関西を
考える会
日1996 f韓国の祖先祭紀:依り代としての位牌とシャーマニズム」 『霊魂を
めぐる日本の深層』角川書店
日1996 「村落振興運動とセマウル運動」 『国立歴史民俗博物館紀要』
日1996 「ベトナムと韓国」 『日中文化研究』別冊2勉誠社
月1996 「韓国現代社会における売春」 『日中文化研究』 9勉誠社
日1996 「韓国の稲作文化における「餅」」 『アジア稲作文化と日本』雄山閣出
版
日1997 「日韓文化の侵略」 『講座文化人類学:異文化の共存』岩波書店
日1997 「韓国の宗教と民族:ナショナリズム」 『宗教とナショナリズム』世
界思想社
目1997 「日韓文化の文化侵略と摩擦」 『講座文化人類学:異文化の共存』̀岩
波書店
日1998 「韓国:植民地と日本のイメージ」 『情報社会の文化』 1東大出版会
0 1998 Belief in Malevolent Spirits, The Anthropology of Korea: East
Asian Perspetives , In Mutuhiko Shima & Roger L.Janelli(eds.),
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Senri Ethnological Studies, 49, pp.95‑ 109」

日1998 「朝鮮戦争と韓国社会の変化」 『変貌する韓国社会』第‑書房
日1998 「韓国人の貞操観」 『アジアの性』勉誠社
日1998 「儒教文化圏における伝統的価値観と近代化」 『アジア的価値とは何
か』 TBSブリタニカ
日1998 「韓国社会における祭りとナショナリズム」 『東アジアの神と祭り』
雄山関
目1998 「韓国側から見た韓日民俗文化の交流」 『民俗音楽研究』日本民俗音
楽研究会
1998 f韓国人の貞操観」 『韓国人類学の成果と展望』集文堂
1998 「東アジアにおける文化と開発」 『日本学年報』 8日本研究学会
1998 「韓国人の意識とタル」 『基礎文化を通して見た韓国人の想像体系』
民俗院
目1998 「中国・朝鮮族の漢族との結婚と民族的アイデンティティー」 『比較
家族史学』 13比較家族史学会
日1998 「在日韓国・朝鮮人における結婚差別と民族的アイデンティティ」 『近
代日本文化論』岩波書店
1998 「比較民俗から見た韓国人の想像体系」 『人文研究』 28仁荷大学人文学
研究所
日1998 「韓国・植民地と日本のイメージ」 『情線化社会の文化』東京大学出
版会
日1999 「在日という存在:儒教の祖先祭紀とアイデンティティ」 『講座日本
民俗学』 10雄山間
1999 「日本の水子供養と東アジアの男児選好」 『比較民俗学』 16比較民俗学
A
tEx

1999 「東北アジアのシャーマニズムの比較」 『比較文化研究』 5ソウル大学
校比較文化研究所
1999 「シャーマニズムの比較」 『比較民俗学と比較文化』民俗院
日1999 「韓国人の名前に関する人類学的研究」 『名前と社会』比較家族史学
KJ
フ耳
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日1999 「朝鮮総督府庁舎の破壊と風水ナショナリズム」 『日本民俗学』 218
日本民俗学会
日1999 「韓国人の貞換観」 『アジアの性』雄山閣出版
2000 「6.25動乱と韓国社会の変化」 『比較民俗学』 18比較民俗学
2000 「韓国における法輪功と迷信打破」 『あうろ‑ら』 1921世紀の関西を考
える会
2000 「日帝植民地時代と朝鮮民俗学」 『植民地人類学の展望』風響社
2000 「朝鮮半島の南北分断と敵対双方の観光化」 『アジア社会文化研究』 1
アジア社会文化研究会
2000 Iサハリン同胞の民族間結婚と正体性」 『比較民俗学』 19比較民俗学会
日2000 「韓国の淫嗣禁止と迷信打破」 『アジアの中の沖縄』アジア史学会
2001 「韓人のサハリン移住と文化変容」 『東北アジア文化研究』 1東北アジ
ア文化学会
2001 「都市祝祭と民族主義」 『比較民俗学』 21比較民俗学会
日2001 「ソウルに生きる風水・シャーマニズム・キリスト教」
『アジア遊学』 34
日2001 「船王(船城陸)信仰」 『月刊韓国文化』 261
日2001 「朝鮮戦争における国連軍の性暴行と売春」 『アジア社会文化研究』
2アジア社会文化研究会
日2001 「韓国の柱と鳥」 『巨木と鳥竿』雄山閣出版
日2002 「韓国の正月」 『アジア遊学』 46
日2002 「北朝鮮訪問記」 「書評:渡連欣雄『風水の社会人類学』」 『韓国朝鮮
の文化と社会』 1韓国・朝鮮文化研究会
目2003 「書評: 『植民地主義と人類学』 『アジア社会文化研究』 4アジア社会
文化研究全
日2003 「韓国・風水ナショナリズム」 『アジア遊学』 47
日2003 「植民地朝鮮の民族学・民俗学」 『世界の日本研究』国際日本文化研
究センタ一
日2003 「樺太における朝鮮人の移動と結婚」 『21世紀韓朝鮮人の共生ビジョ
ンや央アジア・ロシア日本の韓朝鮮人問題』日本評論社
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目2003 「韓国の死霊結婚一霊肉一致の死生観」 『東北学』 9作品社
Sfti
1969 「信仰と儀礼」 『韓国生活文化実態調査報告書』文化広報部
1969 「宗教生活」 『韓国生活文化実態調査報告書』文化広報部
1969 「超俗」 『全国民俗総合調査報告書(全羅南道編)』文化財管理局
1970 「AB俗」 『全国民俗総合調査報告書(全羅北道編)』文化財管理局
1974 「盛俗」 『全国民俗総合調査報告書(慶尚北道編)』文化財管理局
日1991 「日本文化の受容と葛藤」 『文化変容の現在』 (科研)東京大学
目1998 「シベリア・満蒙のシャーマニズムの現地調査」 『東アジアにおける
シャーマニズム文化の構造と変容に関する文化人類学的研究』 (料
研)駒沢大学
日1999 「中国朝鮮族における民族教育」『アジアにおける地域文化の変容と、
教育制度・カリキュラムおよび教材に関する総合的研究』 (科研)広
島大学
日2001 「北東シャーマニズムの現状」 『アジア漢文化地域の民俗宗教に関す
る宗教人類学的研究』 (科研)駒沢大学
日2001 「韓国における超俗的ナショナリズム・浮間・迷信から文化財‑」 『現
代日本の宗教事情と東アジア社会』 (科研)学習院大学
日2002 「樺太における朝鮮人の移民と結婚」 『東北アジアにおける日本植民
地と民族移動に関する文化人類学的な研究』 (科研)広島大学

*年号の前に「日」とある著作及び共著は日本語での出版、その他は韓国語
による出版物である。
* ( ‑ )は翻訳言語を示す。
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