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社会文化システムコース　彙報

２０２1（R３）年度開講科目一覧
文化システムプログラム
　　授　業　科　目　名	 　 担当教員	 　開講期
英語学特論	 富　澤　直　人	 前　　　期
英語音声学特論	 冨　田　かおる	 前　　　期
生成文法論特論	 髙　橋　真　彦	 前　　　期
異文化間コミュニケーション論特論	 Ryan	Stephen	Bond	 前　　　期
心理言語学特論	 小　泉　有紀子	 前　　　期
英語学特別演習	 富　澤　直　人	 後　　　期
英語音声学特別演習	 冨　田　かおる	 後　　　期
生成文法論特別演習	 髙　橋　真　彦	 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
日本語文法論特論	 渡　辺　文　生	 前　　　期
日本語学特論	 中　澤　信　幸	 前　　　期
言語学特論	 池　田　光　則	 前　　　期
日本古典文学特論	 生　田　慶　穂	 前　　　期
日本近代文学特論	 森　岡　卓　司	 前　　　期
日本語文法論特別演習	 渡　辺　文　生	 後　　　期
日本語学特別演習	 中　澤　信　幸	 後　　　期
言語学特別演習	 池　田　光　則	 後　　　期
日本古典文学特別演習	 生　田　慶　穂	 後　　　期
日本近代文学特別演習	 森　岡　卓　司	 後　　　期
心理科学特論Ａ	 大　杉　尚　之	 前　　　期
心理科学特論Ｂ	 小　林　正　法	 前　　　期
人間情報科学特論	 本　多　　　薫	 前　　　期
心理科学特別演習Ａ	 大　杉　尚　之	 後　　　期
心理科学特別演習Ｂ	 小　林　正　法	 後　　　期
人間情報科学特別演習	 本　多　　　薫	 後　　　期
日本近世史特論	 岩　田　浩太郎	 前　　　期
日本近代史特論	 小　幡　圭　祐	 前　　　期
北アジア史特論	 中　村　篤　志	 前　　　期
日本近世史特別演習	 岩　田　浩太郎	 後　　　期
日本近代史特別演習	 小　幡　圭　祐	 後　　　期
中国古代中世文化論特論	 福　山　泰　男	 前　　　期
東アジア近現代文化論特論	 許　　　時　嘉	 前　　　期
ドイツ現代文化論特論	 渡　辺　将　尚	 前　　　期
中国古代中世文化論特別演習	 福　山　泰　男	 後　　　期
ドイツ現代文化論特別演習	 渡　辺　将　尚	 後　　　期
フランス文化論特別演習	 合　田　陽　祐	 後　　　期
言語・文化学特別研究Ⅰ	 	 通　　　年
日本学特別研究Ⅰ	 	 通　　　年
人間科学・思想文化学特別研究Ⅰ	 	 通　　　年
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歴史文化学特別研究Ⅰ	 	 通　　　年
グローバル文化学特別研究Ⅰ	 	 通　　　年

考古人類学プログラム
人類学・考古学特論Ａ	 坂　井　正　人	 前　　　期
人類学・考古学特論Ｂ	 松　本　雄　一	 前　　　期
人類学・考古学特論Ｃ	 山　本　　　睦	 前　　　期
人類学・考古学特論Ｄ	 松　本　　　剛	 前　　　期
人類学・考古学特別演習Ａ	 坂　井　正　人	 後　　　期
人類学・考古学特別演習Ｂ	 松　本　雄　一	 後　　　期
人類学・考古学特別演習Ｃ	 山　本　　　睦	 後　　　期

社会システムプログラム
経済学史特論	 下　平　裕　之	 前　　　期
環境地理学特論	 伊　藤　晶　文	 前　　　期
都市計画特論	 山　田　浩　久	 前　　　期
地域政策学特論	 本　多　広　樹	 前　　　期
経済学史特別演習	 下　平　裕　之	 後　　　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	 本　多　広　樹	 後　　　期
株式会社論特論	 安　田　　　均	 前　　　期
マーケティング論特論	 兼　子　良　久	 前　　　期
中小企業論特論	 吉　原　元　子	 前　　　期
比較会計学特別演習	 洪　　　慈　乙	 後　　　期
株式会社論特別演習	 安　田　　　均	 後　　　期
マーケティング論特別演習	 兼　子　良　久	 後　　　期
中小企業論特別演習	 吉　原　元　子	 後　　　期
公共システム特別研究Ⅰ	 	 通　　　年
企業システム特別研究Ⅰ	 	 通　　　年

研究科共通科目
社会文化創造論Ⅰ	 三　上　英　司	 前　　　期
社会文化創造論Ⅱ	 渡　辺　文　生	 後　　　期
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２０２1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）　　
ロシアにおける日本マンガの受容：マンガ研究とインターネット言論空間における語られ方
	 国際文化論　　アジア文化　　Maksimova	Tatiana
日比野士朗研究─「帰還作家」から「疎開文化人」へ	 国際文化論　　アジア文化　　加　藤　麻友子
嘉靖帝の道教崇拝	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　張　　　夢　烜
欧文直訳体における漢語動詞の意味分類と日中対照	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　秦　　　　　穎
中等教育における日本語教科書の文法事項に関する対照研究
　─中国とその他諸地域について	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　楊　　　振　傑
戦後台湾の祖国意識
　─1945年から1947年まで─	 国際文化論　　アジア文化　　舟　山　優　也
Escenarios	de	Poder:	Plazas	y	Patios	en	Pacopampa	durante	el	Formativo
権力のステージ：パコパンパ遺跡における形成期の広場とパティオ
	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　Mamani	Escobar	Stefani
曹植における詠物賦とその継承	 国際文化論　　アジア文化　　鄭　　　亜　鈺
日本語オノマトペの中国語への翻訳表現
　─小説を中心に─	 人 間 科 学　　言 語 科 学　　王　　　婷　婷
Interacción	Social	 en	el	Norte	Peruano:	Una	Perspectiva	Desde	Morro	de	Eten	para	 los	Periodos	
Formativo	Medio	y	Tardío.
ペルー北部における社会的相互作用：形成期中期から後期をめぐるモロ・デ・エテン遺跡からの視座
	 思想歴史論　　歴 史 文 化　　Dennis	Nicolas	Lorenzo

社会システム専攻
　　（題　　目）	 （分　野）　　（領　域）　　（氏　名）　　
行動と心的特性に基づいた観光客の類型化に関する研究
　─訪日台湾人観光客を対象として─	 企業システム　　企 業 経 営　　陳　　　子　軒
地域の持続可能性から見た次世代の「住民活動」のあり方
　～山形県中山町を事例にして～	 公共システム　　地 域 政 策　　齋　藤　由　佳
サプライチェーン・マネジメントの視点から見た山形県文化産業の発展戦略とモデルに関する研究
	 企業システム　　企 業 経 営　　荊　　　耀　霆
口コミ情報から見た山形県の温泉観光地の特徴
　─蔵王温泉と銀山温泉を事例にして─	 公共システム　　地 域 政 策　　張　　　　　月
２００海里漁業交渉における利益団体の政治的役割
　─大日本水産会の認識と対応を中心に	 国際システム　　国 際 関 係　　新　川　知　尚
Impact	 of	Macroeconomic	Variables	 on	Foreign	Exchange	Reserve	Accumulation：Emerging	
Economies	of	Asia.		 国際システム　　国際経済法務　　Haque	Farhin
山形の老舗企業における災害レジリエンスの研究	 企業システム　　企 業 経 営　　杜　　　東　超


