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社会文化システム研究科　彙報

２０２０（R２）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 I	 鈴　木　　　亨	 前　　　期
日本語意味論特論 I	 渡　辺　文　生	 前　　　期
言語学特論 I	 池　田　光　則	 前　　　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
日本語史特論Ⅰ	 中　澤　信　幸	 前　　　期
日本語史特別演習	 中　澤　信　幸	 後　　　期
心理言語学特論Ⅰ	 小　泉　有紀子	 前　　　期
実験心理学特論 I	 大　杉　尚　之	 前　　　期
英米哲学特論Ⅰ	 清　塚　邦　彦	 前　　　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
北アジア史特論 I	 中　村　篤　志	 前　　　期
東アジア近世史特別演習	 新　宮　　　学	 後　　　期
北アジア史特別演習	 中　村　篤　志	 後　　　期
日本近代史特論Ⅰ	 小　幡　圭　祐	 前　　　期
日本近代史特別演習	 小　幡　圭　祐	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅴ（日本語）	 山　本　　　睦	 前　　　期
グローバル経済史特論Ⅰ	 諸　田　博　昭	 前　　　期
グローバル経済史特別演習	 諸　田　博　昭	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅲ（日本語）	 松　本　雄　一	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅱ（日本語）	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅲ（スペイン語）	 松　本　雄　一	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅴ（スペイン語）	 山　本　　　睦	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特論Ⅶ（スペイン語）	 松　本　　　剛	 前　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅰ（スペイン語）	 坂　井　正　人	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅱ（スペイン語）	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅲ（スペイン語）	 山　本　　　睦	 後　　　期
人類学・アンデス考古学特別演習Ⅳ（スペイン語）	 松　本　　　剛	 後　　　期
日本古代中世文化論特論 I	 生　田　慶　穂	 前　　　期
中国古代中世文化論特論 I	 福　山　泰　男	 前　　　期
日本古代中世文化論特別演習	 生　田　慶　穂	 後　　　期
中国古代中世文化論特別演習	 福　山　泰　男	 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
東アジア近現代文化論特論Ⅰ	 許　　　時　嘉	 前　　　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論Ⅰ	 今　村　真　央	 前　　　期
北東アジア文化論特論Ⅰ	 天　野　尚　樹	 前　　　期
北東アジア文化論特別演習	 天　野　尚　樹	 後　　　期
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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
比較文化論特別演習	 伊　藤　　　豊	 後　　　期

社会システム専攻
イギリス経済学史特論 I	 下　平　裕　之	 前　　　期
行政学特論 I	 源　島　　　穣	 前　　　期
マクロ経済学特論 I	 溜　川　健　一	 前　　　期
イギリス経済学史特別演習	 下　平　裕　之	 後　　　期
行政学特別演習	 源　島　　　穣	 後　　　期
マクロ経済学特別演習	 溜　川　健　一	 後　　　期
公共政策学特論Ⅰ	 川　村　一　義	 前　　　期
都市計画特論Ⅰ	 山　田　浩　久	 前　　　期
都市計画特別演習	 山　田　浩　久	 後　　　期
計量社会学特論Ⅰ	 阿　部　晃　士	 前　　　期
計量社会学特別演習	 阿　部　晃　士	 後　　　期
地域政策学特論Ⅰ	 本　多　広　樹	 前　　　期
地域政策学特別演習	 本　多　広　樹	 後　　　期
家族社会学特論Ⅰ	 竹　内　麻　貴	 前　　　期
企業経営論特論 I	 柴　田　　　聡	 前　　　期
比較会計学特論 I	 洪　　　慈　乙	 前　　　期
ゲーム理論特論 I	 鈴　木　明　宏	 前　　　期
経営システム特論 I	 西　平　直　史	 前　　　期
マーケティング論特論 I	 兼　子　良　久	 前　　　期
比較会計学特別演習	 洪　　　慈　乙	 後　　　期
ゲーム理論特別演習	 鈴　木　明　宏	 後　　　期
経営システム特別演習	 西　平　直　史	 後　　　期
マーケティング論特別演習	 兼　子　良　久	 後　　　期
中小企業論特論Ⅰ	 吉　原　元　子	 前　　　期
中小企業論特別演習	 吉　原　元　子	 後　　　期
国際政治特論 I	 松　本　邦　彦	 前　　　期
国際組織法特論 I	 丸　山　政　己	 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
国際組織法特別演習	 丸　山　政　己	 後　　　期
現代中国政治特別演習	 赤　倉　　　泉	 後　　　期
グローバル・ガバナンス論特論Ⅰ	 中　村　文　子	 前　　　期
グローバル・ガバナンス論特別演習	 中　村　文　子	 後　　　期
国際取引法特論 I	 荒　井　太　郎	 前　　　期
国際金融論特論 I	 山　口　昌　樹	 前　　　期
国際金融論特別演習	 山　口　昌　樹	 後　　　期
国際経済論特論 I	 時　任　翔　平	 前　　　期
国際経済論特別演習	 時　任　翔　平	 後　　　期

共通科目
情報処理実習	 古　藤　　　浩	 後　　　期
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現代外国語（英語）I	 Ryan	Stephen	Bond	 前　　　期
現代外国語（英語）II（前期）	 小　泉　有紀子	 前　　　期
現代外国語（英語）II（後期）	 中　村　　　隆	 後　　　期
現代外国語（ドイツ語）	 渡　辺　将　尚	 前　　　期
調査の方法	 本　多　広　樹	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅰ	 溜　川　健　一	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅱ	 高　倉　新　喜	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅴ（スペイン語）	 坂　井　正　人	 前　　　期
プロジェクト演習Ⅵ（スペイン語）	 坂　井　正　人	 前　　　期
キャリア・マネジメント	 下　平　裕　之	 前　　　期
研究者としての基礎スキル	 富　松　　　裕	 前　　　期
社会文化システム特論	 渡　辺　文　生	 前　　　期
生涯学習特論	 降　籏　　　孝	 前　　　期
食の未来を考える	 渡　部　　　徹	 後　　　期
Career	Designing	Seminar	 東　原　知　哉	 前　　　期
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２０２０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）
存在先行版功利主義に関する研究
　─タティアナ・ビサクの所論を中心に─	 思想歴史論　　思 想 文 化　　有海　　慧
新制国立大学山形大学の創設過程
　─山形高等学校の大学昇格運動を中心に─	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　豊田　龍平
大学生の留学と職業観	 国際文化論　　欧 米 文 化　　沼尻　美和
植民地台湾の保甲制度における警察の実態
　─1895～1921年を中心に─	 国際文化論　　アジア文化　　汪　　安森
中国語における日本語からの借用語
　─現代社会での変化と現状─	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　王　　　丹
断言の副詞の機能について	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　鞏　　升旭
英語関係節の翻訳方法の研究─日本語らしい表現に着目して
	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　佐藤　茉耶
ヤスパースの哲学における超越者理論の限界と可能性について
	 思想歴史論　　思 想 文 化　　推名　哲生
モチェ後期における北部モチェの社会構造	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　三浦　　彩
日本漢字音と中国呉方言音との対照研究	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　李　　　楠


