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社会文化システム研究科　彙報

２０17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
英語語法論特論 II 鈴　木　　　亨 前　　　期
日本語意味論特論 II 渡　辺　文　生 前　　　期
言語学特論 II 池　田　光　則 前　　　期
歴史言語学特論 II IRWIN MARK 前　　　期
日本語史特論Ⅱ 中　澤　信　幸 前　　　期
心理言語学特論Ⅱ 小　泉　有紀子 前　　　期
英語語法論特別演習 鈴　木　　　亨 後　　　期
日本語意味論特別演習 渡　辺　文　生 後　　　期
言語学特別演習 池　田　光　則 後　　　期
歴史言語学特別演習 IRWIN MARK 後　　　期
日本語史特別演習 中　澤　信　幸 後　　　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 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 II 本　多　　　薫 前　　　期
日本古代史特論 II 十　川　陽　一 前　　　期
日本近世史特論 II 岩　田　浩太郎 前　　　期
東アジア近世史特論 II 新　宮　　　学 前　　　期
ドイツ史特論 II 山　崎　　　彰 前　　　期
文化人類学特論 II 坂　井　正　人 前　　　期
北アジア史特論 II 中　村　篤　志 前　　　期
日本中世史特論Ⅱ 松　尾　剛　次 前　　　期
人類学特論Ⅱ 村　上　達　也 前　　　期
日本近代史特論Ⅱ  前　　　期
日本古代史特別演習 十　川　陽　一 後　　　期
日本近世史特別演習 岩　田　浩太郎 後　　　期
東アジア近世史特別演習 新　宮　　　学 後　　　期
文化人類学特別演習 坂　井　正　人 後　　　期
北アジア史特別演習 中　村　篤　志 後　　　期
日本中世史特別演習 松　尾　剛　次 後　　　期
日本近代史特別演習  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） 坂　井　正　人 前　　　期
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歴史文化特別研究 II（後期） 坂　井　正　人 後　　　期
日本古代中世文化論特論 II 宮　腰　直　人 前　　　期
中国中世文化論特論 II 西　上　　　勝 前　　　期
日本近現代文化論特論Ⅱ 森　岡　卓　司 前　　　期
東アジア近現代文化論特論Ⅱ 許　　　時　嘉 前　　　期
東南アジア文化論特論Ⅱ 今　村　真　央 前　　　期
日本古代中世文化論特別演習 宮　腰　直　人 後　　　期
中国中世文化論特別演習 西　上　　　勝 後　　　期
日本近現代文化論特別演習 森　岡　卓　司 後　　　期
東アジア近現代文化論特別演習 許　　　時　嘉 後　　　期
東南アジア文化論特別演習 今　村　真　央 後　　　期
アジア文化特別研究 I（前期）  前　　　期
アジア文化特別研究 I（後期）  後　　　期
アジア文化特別研究 II（後期） 森　岡　卓　司 後　　　期
ロシア文化論特論 II 相　澤　直　樹 前　　　期
美学・芸術史特別演習 石　澤　靖　典 後　　　期
欧米文化特別研究 II（前期） 伊　藤　　　豊 前　　　期
欧米文化特別研究 II（後期） 伊　藤　　　豊 後　　　期

社会文化システム専攻
　　授　業　科　目　名 　 担当教員  開 講 期
人権論特論 II 中　島　　　宏 前　　　期
公共経済学特論 II 是　川　晴　彦 前　　　期
財政学特論 II 坂　本　直　樹 前　　　期
イギリス経済学史特論 II 下　平　裕　之 前　　　期
公共政策学特論Ⅱ 川　村　一　義 前　　　期
人権論特別演習 中　島　　　宏 後　　　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
公共政策学特別演習 川　村　一　義 後　　　期
公共政策特別研究 II（前期） 下　平　裕　之 前　　　期
公共政策特別研究 II（後期） 下　平　裕　之 後　　　期
都市計画特論Ⅱ 山　田　浩　久 前　　　期
計量社会学特論Ⅱ 阿　部　晃　士 前　　　期
環境経済学特論Ⅱ 杉　野　　　誠 前　　　期
都市計画特別演習 山　田　浩　久 後　　　期
計量社会学特別演習 阿　部　晃　士 後　　　期
環境経済学特別演習 杉　野　　　誠 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
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株式会社論特論 II 安　田　　　均 前　　　期
中小企業論特論Ⅱ 吉　原　元　子 前　　　期
中小企業論特別演習 吉　原　元　子 後　　　期
企業経営特別研究 II（前期）  前　　　期
企業経営特別研究 II（後期）  後　　　期
民法特論Ⅱ 高　橋　良　彰 前　　　期
民法特論Ⅳ 小笠原　奈　菜 前　　　期
民法特別演習Ⅰ 高　橋　良　彰 後　　　期
民法特別演習Ⅱ 小笠原　奈　菜 後　　　期
経営法務特別研究 I（前期） 小笠原　奈　菜 前　　　期
経営法務特別研究 I（後期） 小笠原　奈　菜 後　　　期
国際関係論特論 II 高　橋　　　和 前　　　期
国際政治特論 II 松　本　邦　彦 前　　　期
現代政治論特論 II 北　川　忠　明 前　　　期
比較政治学特論 II 星　野　　　修 前　　　期
現代中国政治特論 II 赤　倉　　　泉 前　　　期
国際関係論特別演習 高　橋　　　和 後　　　期
国際政治特別演習 松　本　邦　彦 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） 星　野　　　修 前　　　期
国際関係特別研究 I（後期） 星　野　　　修 後　　　期
国際関係特別研究 II（後期） 星　野　　　修 後　　　期
国際関係特別研究 II（前期） 星　野　　　修 前　　　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（ロシア語） 相　澤　直　樹 前　　　期
現代外国語（英語）II（前期） 佐　藤　清　人 前　　　期
現代外国語（英語）II（後期） 宇　津　まり子 後　　　期
現代外国語（ドイツ語） 渡　辺　将　尚 前　　　期
調査の方法 山　田　浩　久 前　　　期
プロジェクト演習Ⅰ 亀　井　慶　太 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Ⅳ 松　尾　剛　次 前　　　期
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２０17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
初対面会話における話題選択と自己開示との相互関係について
 人 間 科 学　　言 語 科 学　　結城　裕子
香
こう

道
どう

大
おお

枝
え

流の祖　大
おお

枝
え

流
りゅう

芳
ほう

（本名　岩田信安）の研究
　―香道文献を中心として 思想歴史論　　歴 史 文 化　　三品　隆昭
字音形態素「気」を含む複合語に関する考察
　―日中文学作品を中心に― 人 間 科 学　　言 語 科 学　　黄　　冬思
日本語母語話者と学習者の作文におけるモダリティ表現に関する研究
 人 間 科 学　　言 語 科 学　　劉　　幼藜

社会システム専攻
　　（題　　目） （分　野）　　（領　域）　　（氏　名）
現代中国におけるオンライン・アクティビズム 国際システム　　国 際 関 係　　朱　　政菠
日本の賃金制度と外国人労働者 企業システム　　企 業 経 営　　陳　　郁涵
新まちづくり三法によるまちづくりの変容
　―新聞記事の解析を中心にして― 公共システム　　地 域 政 策　　中村　千夏
地域観光資源を活用した広域連携に関する研究
　～山形県新庄最上地域と秋田県湯沢雄勝地域を事例として～
 公共システム　　地 域 政 策　　西田　　徹




