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社会文化システム研究科　彙報

２０18年度開講科目一覧
　　授　業　科　目　名 　 担当教員  開講期
歴史言語学特論 I IRWIN Mark 前　　　期
言語科学特別研究 II（前期） IRWIN Mark 前　　　期
言語科学特別研究 II（後期） IRWIN Mark 後　　　期
現代外国語（英語）I Ryan Stephen Bond 前　　　期
異文化間コミュニケーション論特論Ⅰ Ryan Stephen Bond 前　　　期
イギリス経済学史特論 I 下　平　裕　之 前　　　期
公共政策特別研究 I（前期） 下　平　裕　之 前　　　期
イギリス経済学史特別演習 下　平　裕　之 後　　　期
公共政策特別研究 I（後期） 下　平　裕　之 後　　　期
人権論特論 I 中　島　　　宏 前　　　期
人権論特別演習 中　島　　　宏 後　　　期
北アジア史特別演習 中　村　篤　志 後　　　期
日本語史特論Ⅰ 中　澤　信　幸 前　　　期
言語科学特別研究 I（前期） 中　澤　信　幸 前　　　期
言語科学特別研究 II（前期） 中　澤　信　幸 前　　　期
日本語史特別演習 中　澤　信　幸 後　　　期
言語科学特別研究 I（後期） 中　澤　信　幸 後　　　期
言語科学特別研究 II（後期） 中　澤　信　幸 後　　　期
統治組織論特別演習 今　野　健　一 後　　　期
比較文化論特論 I 伊　藤　　　豊 前　　　期
欧米文化特別研究 I（前期） 伊　藤　　　豊 前　　　期
現代外国語（英語）II（後期） 伊　藤　　　豊 後　　　期
比較文化論特別演習 伊　藤　　　豊 後　　　期
欧米文化特別研究 I（後期） 伊　藤　　　豊 後　　　期
英米近代文化論特論 I 佐　藤　清　人 前　　　期
欧米文化特別研究 II（前期） 佐　藤　清　人 前　　　期
英米近代文化論特別演習 佐　藤　清　人 後　　　期
欧米文化特別研究 II（後期） 佐　藤　清　人 後　　　期
日本古代史特論 I 十　川　陽　一 前　　　期
情報処理実習 古　藤　　　浩 後　　　期
中小企業論特論Ⅰ 吉　原　元　子 前　　　期
プロジェクト演習Ⅴ 坂　井　正　人 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅰ 坂　井　正　人 前　　　期
歴史文化特別研究 I（前期） 坂　井　正　人 前　　　期
財政学特論 I 坂　本　直　樹 前　　　期
実験心理学特別演習 大　杉　尚　之 後　　　期
英米現代文化論特論 I 宇　津　まり子 前　　　期
英米現代文化論特別演習 宇　津　まり子 後　　　期
日本古代中世文化論特論 I 宮　腰　直　人 前　　　期
アジア文化特別研究 II（前期） 宮　腰　直　人 前　　　期
アジア文化特別研究 II（後期） 宮　腰　直　人 後　　　期
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現代外国語（英語）II（前期） 富　澤　直　人 前　　　期
英語学特論 I 富　澤　直　人 前　　　期
心理言語学特論Ⅰ 小　泉　有紀子 前　　　期
言語科学特別研究 II（前期） 小　泉　有紀子 前　　　期
心理言語学特別演習 小　泉　有紀子 後　　　期
言語科学特別研究 II（後期） 小　泉　有紀子 後　　　期
民法特論Ⅲ 小笠原　奈　菜 前　　　期
経営法務特別研究 II（前期） 小笠原　奈　菜 前　　　期
経営法務特別研究 II（後期） 小笠原　奈　菜 後　　　期
管理会計特論 I 尻無濱　芳　崇 前　　　期
管理会計特別演習 尻無濱　芳　崇 後　　　期
ドイツ史特論 I 山　崎　　　彰 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅴ 山　本　　　睦 前　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅲ 山　本　　　睦 後　　　期
都市計画特論Ⅰ 山　田　浩　久 前　　　期
地域政策特別研究 I（前期） 山　田　浩　久 前　　　期
地域政策特別研究 II（前期） 山　田　浩　久 前　　　期
都市計画特別演習 山　田　浩　久 後　　　期
地域政策特別研究 I（後期） 山　田　浩　久 後　　　期
地域政策特別研究 II（後期） 山　田　浩　久 後　　　期
日本近世史特論 I 岩　田　浩太郎 前　　　期
東アジア近世史特論 I 新　宮　　　学 前　　　期
歴史文化特別研究 I（前期） 新　宮　　　学 前　　　期
歴史文化特別研究 II（前期） 新　宮　　　学 前　　　期
東アジア近世史特別演習 新　宮　　　学 後　　　期
歴史文化特別研究 I（後期） 新　宮　　　学 後　　　期
歴史文化特別研究 II（後期） 新　宮　　　学 後　　　期
比較政治学特論 I 星　野　　　修 前　　　期
国際関係特別研究 II（前期） 星　野　　　修 前　　　期
国際関係特別研究 II（後期） 星　野　　　修 後　　　期
公共経済学特論 I 是　川　晴　彦 前　　　期
地域政策特別研究 II（前期） 是　川　晴　彦 前　　　期
公共経済学特別演習 是　川　晴　彦 後　　　期
地域政策特別研究 II（後期） 是　川　晴　彦 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
環境経済学特論Ⅰ 杉　野　　　誠 前　　　期
環境経済学特別演習 杉　野　　　誠 後　　　期
プロジェクト演習Ⅲ 松　尾　剛　次 前　　　期
日本中世史特論Ⅰ 松　尾　剛　次 前　　　期
歴史文化特別研究 II（前期） 松　尾　剛　次 前　　　期
日本中世史特別演習 松　尾　剛　次 後　　　期
歴史文化特別研究 II（後期） 松　尾　剛　次 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅶ 松　本　　　剛 前　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅳ 松　本　　　剛 後　　　期
プロジェクト演習Ⅱ 松　本　邦　彦 前　　　期
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歴史文化特別研究 I（前期） 松　本　雄　一 前　　　期
歴史文化特別研究 I（後期） 松　本　雄　一 後　　　期
日本近現代文化論特論Ⅰ 森　岡　卓　司 前　　　期
日本近現代文化論特別演習 森　岡　卓　司 後　　　期
アジア文化特別研究 I（後期） 森　岡　卓　司 後　　　期
言語学特論 I 池　田　光　則 前　　　期
言語学特別演習 池　田　光　則 後　　　期
法哲学特論Ⅰ 池　田　弘　乃 前　　　期
法哲学特別演習 池　田　弘　乃 後　　　期
英米哲学特論Ⅰ 清　塚　邦　彦 前　　　期
思想文化特別研究 I（前期） 清　塚　邦　彦 前　　　期
英米哲学特別演習 清　塚　邦　彦 後　　　期
思想文化特別研究 I（後期） 清　塚　邦　彦 後　　　期
現代外国語（ドイツ語） 渡　辺　将　尚 前　　　期
ドイツ現代文化論特論 I 渡　辺　将　尚 前　　　期
ドイツ現代文化論特別演習 渡　辺　将　尚 後　　　期
日本語意味論特論 I 渡　辺　文　生 前　　　期
言語科学特別研究 I（前期） 渡　辺　文　生 前　　　期
日本語意味論特別演習 渡　辺　文　生 後　　　期
言語科学特別研究 I（後期） 渡　辺　文　生 後　　　期
マクロ経済学特論 I 溜　川　健　一 前　　　期
マクロ経済学特別演習 溜　川　健　一 後　　　期
社会経済システム論特論 I 田　北　俊　昭 前　　　期
公共政策特別研究 I（前期） 田　北　俊　昭 前　　　期
社会経済システム論特別演習 田　北　俊　昭 後　　　期
公共政策特別研究 I（後期） 田　北　俊　昭 後　　　期
現代外国語（中国語） 福　山　泰　男 前　　　期
中国古代中世文化論特論 I 福　山　泰　男 前　　　期
国際取引法特論 I 荒　井　太　郎 前　　　期
中国中世文化論特論 I 西　上　　　勝 前　　　期
アジア文化特別研究 I（前期） 西　上　　　勝 前　　　期
中国中世文化論特別演習 西　上　　　勝 後　　　期
アジア文化特別研究 I（後期） 西　上　　　勝 後　　　期
刑法特論 I 西　岡　正　樹 前　　　期
経営システム特論 I 西　平　直　史 前　　　期
経営システム特別演習 西　平　直　史 後　　　期
東アジア近現代文化論特論Ⅰ 許　　　時　嘉 前　　　期
アジア文化特別研究 II（前期） 許　　　時　嘉 前　　　期
東アジア近現代文化論特別演習 許　　　時　嘉 後　　　期
アジア文化特別研究 II（後期） 許　　　時　嘉 後　　　期
現代中国政治特論 I 赤　倉　　　泉 前　　　期
英語語法論特論 I 鈴　木　　　亨 前　　　期
英語語法論特別演習 鈴　木　　　亨 後　　　期
調査の方法 阿　部　晃　士 前　　　期
計量社会学特論Ⅰ 阿　部　晃　士 前　　　期
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２０18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）
述語の関与者の言語化に関する日独対照
　－マンガのセリフをもとに－ 人 間 科 学　　言 語 科 学　　堅持　夏実
日本語韻律に現われた台湾語音の特徴について 人 間 科 学　　言 語 科 学　　汪　　志偉
隆慶年間における海運試行
　－明、王宋沐撰『海運志』を手がかりに 思想歴史論　　歴 史 文 化　　王　　　蘭
『小町草紙』の研究　－和歌表現の分析を中心にして－ 国際文化論　　アジア文化　　太田宗一郎
小説における日中同形語に関する対照研究
　－翻訳文を中心として－ 人 間 科 学　　言 語 科 学　　孫　　文婷
日中同形類義語の対照研究
　－否定接頭辞「不」「無」「非」「未」が含まれる二字漢語を中心に－
 人 間 科 学　　言 語 科 学　　戴　　　茜
A Sociological Approach to Rendaku in Yamagata Dialect 人 間 科 学　　言 語 科 学　　PLANTE  Simon
現代中国の独立ドキュメンタリーの研究（１９９０〜２０１7年） 国際文化論　　アジア文化　　李　　　菠
日本語習得の観点から見た中国西南方言と
日本漢字音との対照研究 人 間 科 学　　言 語 科 学　　李　　　蓮
戦国末期から近世前期における土豪と村落
　〜出羽国置賜郡小国石滝村・五味沢村の両齋藤家の事例を通して〜
 思 想 歴 史　　歴 史 文 化　　渡部　眞治
ルイス・キャロル研究 国際文化論　　欧 米 文 化　　草刈めぐみ
最上家家法をめぐって 思想歴史論　　歴 史 文 化　　桔梗みゆき
芥川龍之介の文芸観 国際文化論　　アジア文化　　三澤奈津美

社会システム専攻
　　（題　　目） （分　野）　　（領　域）　　（氏　名）
認知症高齢者の不法行為責任への衡平責任の導入可能性
　－認知症高齢者による鉄道事故判決を契機として－ 企業システム　　経 営 法 務　　五反田　健
イギリスの社会統合政策における多文化主義の展開 国際システム　　国 際 関 係　　佐藤　秀樹
歴史的街並み景観の保全方法に見られる地域アイデンティティの創出メカニズム
　〜福島県下郷町大内宿と南会津町前沢を事例にして〜 公共システム　　地 域 政 策　　張　　　紅
産業遊休地を活用した地域振興に対する行政の役割
　－ドイツ・IBA エムシャーパークとその後の取り組みを事例に－
 公共システム　　地 域 政 策　　向谷地　真
大学と地域との連携強化に関する考察
　－ソーシャル・キャピタル形成とコーディネーターの重要性の観点から－
 公共システム　　公 共 政 策　　金澤　恵里
山形県清酒製造業における特定名称酒産地への変容
　－等級別制度廃止後の多様なネットワーク形成－ 企業システム　　企 業 経 営　　庄司　義弘
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