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社会文化システム研究科　彙報

２０19（H31）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 II	 富　澤　直　人	 前　　　期
英語語法論特論 II	 鈴　木　　　亨	 前　　　期
生成文法論特論 II	 髙　橋　真　彦	 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
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
異文化間コミュニケーション論特論Ⅱ	 Ryan	Stephen	Bond	 前　　　期
英語学特別演習	 富　澤　直　人	 後　　　期
英語語法論特別演習	 鈴　木　　　亨	 後　　　期
生成文法論特別演習	 髙　橋　真　彦	 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
日本語史特別演習	 中　澤　信　幸	 後　　　期
異文化間コミュニケーション論特別演習	 Ryan	Stephen	Bond	 後　　　期
心理言語学特別演習	 小　泉　有紀子	 後　　　期
英米哲学特論Ⅱ	 清　塚　邦　彦	 前　　　期
英米哲学特別演習	 清　塚　邦　彦	 後　　　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
北アジア史特論 II	 中　村　篤　志	 前　　　期
日本近代史特論Ⅱ	 小　幡　圭　祐	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅱ	 坂　井　正　人	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅳ	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅵ	 山　本　　　睦	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅵ	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅷ	 松　本　　　剛	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅷ	 松　本　　　剛	 後　　　期
東アジア近世史特別演習	 新　宮　　　学	 後　　　期
日本近代史特別演習	 小　幡　圭　祐	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅰ	 坂　井　正　人	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅱ	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅲ	 山　本　　　睦	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅲ	 山　本　　　睦	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅳ	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅳ	 松　本　　　剛	 後　　　期
中国中世文化論特論 II	 西　上　　　勝	 前　　　期
中国古代中世文化論特論 II	 福　山　泰　男	 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
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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
東南アジア文化論特別演習	 今　村　真　央	 後　　　期
北東アジア文化論特別演習	 天　野　尚　樹	 後　　　期
美学・芸術史特論 II	 石　澤　靖　典	 前　　　期
比較文化論特論 II	 伊　藤　　　豊	 前　　　期
英米近代文化論特論 II	 佐　藤　清　人	 前　　　期
ドイツ現代文化論特論 II	 渡　辺　将　尚	 前　　　期
ドイツ文化論特論Ⅱ	 摂　津　隆　信	 前　　　期
比較文化論特別演習	 伊　藤　　　豊	 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

社会システム専攻
財政学特論 II	 坂　本　直　樹	 前　　　期
社会経済システム論特論 II	 田　北　俊　昭	 前　　　期
イギリス経済学史特論 II	 下　平　裕　之	 前　　　期
法哲学特論Ⅱ	 池　田　弘　乃	 前　　　期
財政学特別演習	 坂　本　直　樹	 後　　　期
法哲学特別演習	 池　田　弘　乃	 後　　　期
環境地理学特論 II	 伊　藤　晶　文	 前　　　期
都市計画特論Ⅱ	 山　田　浩　久	 前　　　期
経営システム特論 II	 西　平　直　史	 前　　　期
マーケティング論特論 II	 兼　子　良　久	 前　　　期
商法特論 II	 コーエンズ　久美子	 前　　　期
民法特論Ⅲ	 小笠原　奈　菜	 前　　　期
民法特別演習Ⅱ	 小笠原　奈　菜	 後　　　期
現代中国政治特論 II	 赤　倉　　　泉	 前　　　期
国際政治特別演習	 松　本　邦　彦	 後　　　期
現代中国政治特別演習	 赤　倉　　　泉	 後　　　期

共通科目
情報処理実習	 古　藤　　　浩	 後　　　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）	 伊　藤　　　豊	 後　　　期
現代外国語（中国語）	 福　山　泰　男	 前　　　期
現代外国語（ドイツ語）	 渡　辺　将　尚	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅴ	 坂　井　正　人	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅵ	 坂　井　正　人	 後　　　期
調査の方法	 竹　内　麻　貴	 前　　　期
社会文化システム特論	 山　田　浩　久	 前　　　期
Academic	Skills:	Scientific	Presentations	+	Writing	 Karolin	Jiptner	 後　　　期
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２０19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）
非自発的安楽死における功利主義
　─総量版功利主義と存在先行版功利主義のどちらを採用するべきか─
	 思想歴史論　　思 想 文 化　　有海　　慧
日中における漢語の借用について
　─同形類義語を中心として─	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　宇佐美エリ
日中同形類義語の対照研究
　─「終わる」「切る」「尽くす」と共起する二字同形サ変動詞を中心に─
	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　王　　氷氷
Actividades	Rituales	en	la	cima	del	Edificio	central	de	Campanayuq	Rumi,	Vilcashuamán,	Ayacucho
	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　Cavero Palomino Ｙuri Igor
中島敦小説作品論
　─異文化理解と自他意識をめぐって─	 国際文化論　　アジア文化　　程　　　黙
日本語母語話者と上級日本語学習者のテクスト展開の比較	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　ＮIEＭCＨARＯEＮ ＮEERACＨA
韓国人の日本観	 国際文化論　　欧 米 文 化　　朴　　鍾鳳
Reevaluación	de	 la	Sección	Sur	cueva	de	Pikimachay,	Ayacucho,	Perú:	Aporte	de	 la	morfotecnología	
lítica	desde	el	Precerámico	hasta	el	Ｈorizonte	Tardío	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　Ｙataco	Capcha	Juan	Jose

明代北京天壇の成立
　─洪武・嘉靖両朝における郊祀論議の再検討─	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　李　　　帆
日中の日本語教科書における文法項目の提出方法に関する対照研究
	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　凌　　　淼
英語学習における協同学習の効果に関する研究
　─大学職員による学習活動の実践─	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　柴崎　朝美
ナスカ前期社会再考	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　秦　　翔平

社会システム専攻
　　（題　　目）	 （分　野）　　（領　域）　　（氏　名）
地域ブランド戦略におけるGI 制度の位置づけと有効性
　─山形県鶴岡市を対象にして─	 公共システム　　地 域 政 策　　阿達優太郎
地域包括ケアシステムにおける、精神障害者支援の現状と将来
　─社会的企業の活用を目指して─	 公共システム　　公 共 政 策　　岩﨑　恭太
ファッション産業の産業立地と生産活動に関する研究
　　	Industrial	Location	and	production	activity	of	fashion	industry
	 公共システム　　公 共 政 策　　王　　　璐
文化的財に関する空間経済モデルの開発	 公共システム　　公 共 政 策　　張　　逸超


