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社会文化システム研究科　彙報

２０16年度開講科目一覧
文化システム専攻
　　授　業　科　目　名	 　 担当教員	  開 講 期
英語学特論 I	 富　澤　直　人	 前　　　期
英語音声学特論 I	 冨　田　かおる	 前　　　期
日本語意味論特論 I	 渡　辺　文　生	 前　　　期
日本語史特論Ⅰ	 中　澤　信　幸	 前　　　期
言語学特論 I	 池　田　光　則	 前　　　期
英語音声学特別演習	 冨　田　かおる	 後　　　期
日本語意味論特別演習	 渡　辺　文　生	 後　　　期
日本語史特別演習	 中　澤　信　幸	 後　　　期
言語学特別演習	 池　田　光　則	 後　　　期
言語科学特別研究 I（前期）	 	 前　　　期
言語科学特別研究 I（後期）	 	 後　　　期
言語科学特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
言語科学特別研究 II（後期）	 	 後　　　期
人間情報科学特論 I	 本　多　　　薫	 前　　　期
人間情報科学特別演習	 本　多　　　薫	 後　　　期
ヨーロッパ現代思想文化論特論 I	 小　熊　正　久	 前　　　期
英米哲学特論Ⅰ	 清　塚　邦　彦	 前　　　期
思想文化特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
思想文化特別研究 II（後期）	 	 後　　　期
日本古代史特論 I	 十　川　陽　一	 前　　　期
日本中世史特論Ⅰ	 松　尾　剛　次	 前　　　期
日本近世史特論 I	 岩　田　浩太郎	 前　　　期
ロシア・東欧史特論 I	 淺　野　　　明	 前　　　期
人類学特論Ⅰ	 松　本　雄　一	 前　　　期
日本古代史特別演習	 十　川　陽　一	 後　　　期
日本近代史特別演習	 吉　井　文　美	 後　　　期
人類学特別演習	 松　本　雄　一	 後　　　期
歴史文化特別研究 I（前期）	 	 前　　　期
歴史文化特別研究 I（後期）	 	 後　　　期
歴史文化特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
歴史文化特別研究 II（後期）	 	 後　　　期
中国中世文化論特論 I	 西　上　　　勝	 前　　　期
中国古代中世文化論特論 I	 福　山　泰　男	 前　　　期
東アジア近現代文化論特論Ⅰ	 許　　　時　嘉	 前　　　期
北東アジア文化論特論Ⅰ	 天　野　尚　樹	 後　　　期
日本近現代文化論特別演習	 森　岡　卓　司	 後　　　期
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中国古代中世文化論特別演習	 福　山　泰　男	 後　　　期
東アジア近現代文化論特別演習	 許　　　時　嘉	 後　　　期
北東アジア文化論特別演習	 天　野　尚　樹	 後　　　期
アジア文化特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
美学・芸術史特論 I	 石　澤　靖　典	 前　　　期
比較文化論特論 I	 伊　藤　　　豊	 前　　　期
英米現代文化論特論 I	 宇　津　まり子	 前　　　期
ドイツ現代文化論特論 I	 渡　辺　将　尚	 前　　　期
ロシア文化論特論 I	 相　澤　直　樹	 前　　　期
イギリス近現代文化論特論 I	 中　村　　　隆	 前　　　期
比較文化論特別演習	 伊　藤　　　豊	 後　　　期
英米近代文化論特別演習	 佐　藤　清　人	 後　　　期
英米現代文化論特別演習	 宇　津　まり子	 後　　　期
ドイツ現代文化論特別演習	 渡　辺　将　尚	 後　　　期
イギリス近現代文化論特別演習	 中　村　　　隆	 後　　　期
欧米文化特別研究 I（前期）	 	 前　　　期
欧米文化特別研究 I（後期）	 	 後　　　期
欧米文化特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
欧米文化特別研究 II（後期）	 	 後　　　期

社会システム専攻
　　授　業　科　目　名	 　 担当教員	  開 講 期
イギリス経済学史特論 I	 下　平　裕　之	 前　　　期
社会政策特論 I	 戸　室　健　作	 前　　　期
公共経済学特別演習	 是　川　晴　彦	 後　　　期
イギリス経済学史特別演習	 下　平　裕　之	 後　　　期
社会政策特別演習	 戸　室　健　作	 後　　　期
環境地理学特論 I	 伊　藤　晶　文	 前　　　期
都市計画特論Ⅰ	 山　田　浩　久	 前　　　期
地域政策学特論Ⅰ	 山　本　匡　毅	 前　　　期
環境地理学特別演習	 伊　藤　晶　文	 後　　　期
都市計画特別演習	 山　田　浩　久	 後　　　期
地域政策学特別演習	 山　本　匡　毅	 後　　　期
地域政策特別研究 I（前期）	 	 前　　　期
地域政策特別研究 I（後期）	 	 後　　　期
地域政策特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
地域政策特別研究 II（後期）	 	 後　　　期
株式会社論特論 I	 安　田　　　均	 前　　　期
計量経済学特論 I	 砂　田　洋　志	 前　　　期
管理会計特論 I	 尻無濱　芳　崇	 前　　　期
中小企業論特論Ⅰ	 吉　原　元　子	 後　　　期
株式会社論特別演習	 安　田　　　均	 後　　　期
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企業経営特別研究 I（前期）	 	 前　　　期
企業経営特別研究 I（後期）	 	 後　　　期
国際政治特論 I	 松　本　邦　彦	 前　　　期
現代政治論特論 I	 北　川　忠　明	 前　　　期
比較政治学特論 I	 星　野　　　修	 前　　　期
現代中国政治特論 I	 赤　倉　　　泉	 前　　　期
国際政治特別演習	 松　本　邦　彦	 後　　　期
現代政治論特別演習	 北　川　忠　明	 後　　　期
比較政治学特別演習	 星　野　　　修	 後　　　期
現代中国政治特別演習	 赤　倉　　　泉	 後　　　期
国際関係特別研究 I（前期）	 	 前　　　期
国際関係特別研究 I（後期）	 	 後　　　期
国際関係特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
国際関係特別研究 II（後期）	 	 後　　　期
国際金融論特論 I	 山　口　昌　樹	 前　　　期
国際経済論特論 I	 亀　井　慶　太	 前　　　期
国際経済法務特別研究 II（前期）	 	 前　　　期
国際経済法務特別研究 II（後期）	 	 後　　　期

共通科目
　　授　業　科　目　名	 　 担当教員	  開 講 期
情報処理実習	 古　藤　　　浩	 後　　　期
現代外国語（英語）I	 Ryan	Stephen	Bond	 前　　　期
現代外国語（英語）II（前期）	 富　澤　直　人	 前　　　期
現代外国語（英語）II（後期）	 小　泉　有紀子	 後　　　期
調査の方法	 阿　部　晃　士	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅰ	 戸　室　健　作	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅰ	 坂　本　直　樹	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅱ	 松　本　邦　彦	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅲ	 松　尾　剛　次	 前　　　期
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２０16年度　修士学位論文題目一覧

文化システム専攻
　　（題　　目）	 （分　野）　　（領　域）　　（氏　名）
プロップ理論の考察
　―日本の異類婚姻譚の分析を例に―	 国際文化論　　欧 米 文 化　　浅野　　菫
東北地方における山下りんのイコン	 国際文化論　　欧 米 文 化　　久保田菜穂
図像から見るナスカ社会
　～ナスカ期土器の図像研究から～	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　桑原　　優
Asymmetries	in	Phrase	Structure	between	Bengali	and
　English	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　Forhad	Jamila
Voice	Onset	Time	of	Native	and	Non-native	Speakers:
　Case	studies	of	Chinese,Korean	and	
　Japanese	Native	Speakers	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　池　　玉姫
鎌倉期女房における身分表象
　―女房名に注目して―	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　那須　寛之
道徳法則の意識
　―自惚れの打破としての尊敬―	 思想歴史論　　思 想 文 化　　布施　京悟

社会システム専攻
　　（題　　目）	 （分　野）　　（領　域）　　（氏　名）
中小企業のＥＭＳ（環境マネジメントシステム）
の採用状況についての実証分析	 企業システム 　企 業 経 営　　胡　　延凱
日本における医療機器産業の構造変化と地方圏への集積形成
　―福島県を事例として―	 公共システム 　地 域 政 策　　田川　友子
地方国立大学の地域連携型インターンシップのあり方
　―山形大学実践教育プログラムにおける
　インターンシップを事例として "	 国際システム 　国 際 関 係　　粟野　武文
中国系銀行の海外進出の要因	 国際システム 　国際経済法務　　魏　　嘉敏
日本の鉄道における上下分離制度導入に関する一考察	 公共システム 　地 域 政 策　　岸　　健太


