
生産工学部研究報告Ｂ（文系）発行一覧
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14 1981年6月25日
国際連合における人権及び基本的自由の侵害に関する通
報の処理手続

Ｔｈｅ United Nations Procedure for Dealing with
Communications Relating to Violations of Human Right
and Fundamental Freedoms

元生産工学部
（国際連合人権委員会）

非常勤講師 久保田洋

14 1981年6月25日 The Alexandria Quartet：Clea  に見られるDurrell の文学観
Durrell’s View on Literature
－As Seen in The Alexandria Quartet ： Clea －

一般教育 木村公一

14 1981年6月25日
アーダルベルト・シュティフターの「石灰石」
－カール村の司祭の最後の意志－

Adalbert Stifters ”Kalkstein“
－Letzter Wille des Pfarrers im Kar－

一般教育 北村侑子

14 1981年6月25日
全身反応時間に関する研究（1）
－単純視覚全身反応時間と全身選択反応時間との比較－

A Study on Jumping Reaction Time （1）
－Comparison between Simple Jumping Reaction Time
and Total Jumping Reaction Time－

一般教育
一般教育
一般教育

坂井 　計
山本昌典
大沢正美

14 1981年6月25日
全身反応時間に関する研究（2）
－大学の体育実技が敏捷性に及ぼす影響について－

A Study on Jumping Reaction Time （2）
－Effects of Physical Training on Agility Test at the
College of Industrial Technology, Nihon University－

一般教育
一般教育
一般教育

坂井 　計
山本昌典
大沢正美

14 1981年6月25日 近江国朽木氏の家臣団編成と山野河川の支配について
The governing of the Kutsukishi's retainers and the
control of mountains and rivers

一般教育 専任講師 高村 　隆

13 1980年6月25日
態度変容の決定要因としてのディスクレパンシー及び自我関
与

Communication discrepancy and ego involvement as
determinantｓ of attitude change

一般教育 榊　博文

13 1980年6月25日
"ヨーロッパ人権条約"の経過について
－A･H･ロバートソンによる－

The Origin and History of the European Convention on
Human Rights
－A.H.Robertson's Views on Human Rights－

生産工学部 非常勤講師 久保田洋

13 1980年6月25日
「インドへの道」論
－E.M.フォースターの「夢と現実」－

Vision and Reality in E.M.Forster's
 A Passage to India

一般教育 講師 島村豊博

13 1980年6月25日
（英文）

バーナード・マラマッドとリチャード・ライトの作品におけるアフ
リカ系アメリカ人とユダヤ系アメリカ人の関係

Relationship Between Blacks And Jews In The Fictions
Of Bernard Malamud And Richard Wright

一般教育 講師 伊藤典子

13 1980年6月25日 ヘルダーとカント Herder und Kant 一般教育 三輪信吾

13 1980年6月25日 F.カフカ：「城」の解釈 －その第2・3章を中心として－
Eine Interpretation von Kafkas “Das Schloβ”
－Unter besonderer Berücksichtigung des 2. und 3．
Kapitels－

一般教育 講師 金成陽一

13 1980年6月25日
二十世紀の小説の手法（一）
－「意識の流れ」の原点－

A Narrative Technique of Twentieth Century Novels
－An Origin of “Stream of Consciousness”－

一般教育 岡田充雄

13 1980年6月25日 ゲーテの『オイフロジューネ』について Über Goethes “Euphrosyne” 一般教育 専任講師 永口孝徳

12 1979年6月25日 ダニエル・デフォーの英語アカデミー論に関する一考察
Some Study of Daniel Defoe's Proposal for Erecting an
English Academy

一般教育 大橋和男

12 1979年6月25日
（英文）

文学の基礎理論
－Three Ｌｅｖｅｌ に依る文学のモデル－其の二

The Fundamental Theory of Literature
－Three Level Model－ PartⅡ

一般教育 本田若雄

12 1979年6月25日
（英文）

ヴァジニア・ウルフの研究
－「意識の流れ」の小説を生む必然性－

A Study of Virginia Woolf
－The Necessity of Evxpressing Stream Consciousness
i N l

一般教育 岡田充雄
（英文） 意識 流れ」 小説を 然性

in a Novel－

12 1979年6月25日
アイヌ民族の文化現象に観られる遊戯について
－労働と遊戯－

Some Consideration on play  as a culture phenomenon
of Ainu
－mainly about labor and play －

一般教育 坂井 　計

12 1979年6月25日
古事記の心情描写と物語の構成
－嫌われた女をめぐって－

On the words describing psychology of men and women
in Kojiki
－chiefly in some stories about women who were hated
and neglected by men－

一般教育 木村龍司

11 1978年6月25日 肖像権に関する研究 A Study on Portrait Rights 一般教育 馬場　愼

11 1978年6月25日
保護鉱夫問題と採炭機構の合理化
－「鉱夫労役扶助規則」の改正を中心にして－

On the Relationship between the Employment of
Women and Young Colliers and the Rationalization of
Coal Industry
－mainly about the revision of the miners’relief
regulations in Japan－

一般教育
久留米大学商学部

田中直樹
荻野喜弘

11 1978年6月25日
（英文）

文学の基礎理論
－Three Level に依る文学のモデル－　其の一

The Fundamental Theory of Literature
－Three Level Model－ PartⅠ

一般教育 本田若雄

11 1978年6月25日
ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－想像力と「悪」の問題について－

A Study of Imagination of European Writers
－special reference to the relationship between
imagination and ‘evil’－

一般教育 木村公一

11 1978年6月25日 メールヒェンにおける馬の象徴 Das Symbol des Pferdes in Märchen 一般教育 酒巻季子

11 1978年6月25日 『おくのほそ道』における曽良の句について
On Sora’s haikai in Okunohosomichi （“The Journey to
The Deep North”）

一般教育 伊坂裕次

10 1977年6月25日 日本儒学就中江戸時代儒学の興隆に関する管見 The Outline of Japanese Confucianism 一般教育 村井長正

10 1977年6月25日
炭礦における動力機械の導入過程
－三池炭礦の事例研究－

Some Consideration on the Process of Motive Power
Being Introducing in to the Miike Mine

一般教育 田中直樹

10 1977年6月25日
Richard Wrightのヒューマニズム
－“Black　Boy ”を中心として－

Richaｒd Wright's Humanism
－mainly about “Black Boy ”－

一般教育 大森載和

10 1977年6月25日 The Language Laboratory の諸相 Aspects of the Language Laboratory 一般教育 髙橋邦彦

10 1977年6月25日
ポーの「効果の全体性」について
－作品 William Wilson を中心として－

An Essay on Edgar Allan Poe's Novel Effect
－Mainly about “William Wilson”－

一般教育 岡田充雄

10 1977年6月25日
ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－Colin Wilson の想像力論について－

A Study of Imagination of European Writers
－Special reference to Colin Wilson’s concept of
literary imagination－

一般教育 木村公一

10 1977年6月25日 シュティフターの「水晶」における自然描写について
Über die Naturschilderung bei Stifters
”Bergkristall“

一般教育 北村侑子

10 1977年6月25日 ゲーテの「秋の想い」について Über Goethes  　Herbstgefühl 一般教育 専任講師 永口孝徳

9 1976年6月25日 高島炭坑問題の報道に関する一考察
The Journal Reports on the Problem of the  Takashima
Mine

一般教育 田中直樹

9 1976年6月25日 「文学評論」における夏目漱石のデフォー批評について
On Soseki Natsume's Defoe criticism in “A Criticism of
Literature”

一般教育 大橋和男

9 1976年6月25日
ポーの「効果の全体性」について
－作品　William　Wilson　を中心として－

An Essay on Edgar Allan Poe's Novel Effect mainly
about “William Wilson”

一般教育 岡田充雄

9 1976年6月25日
ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－第二次大戦後の作家を中心として－

A Study of Imagination of European Writers
－mainly after World War Ⅱ－

一般教育 木村公一

9 1976年6月25日 イタリアにおけるヘルダー HERDER IN ITALIEN 一般教育 三輪信吾
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		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		14		reserved-29762x1F				国際連合における人権及び基本的自由の侵害に関する通報の処理手続 コクサイレンゴウジンケンオヨキホンテキジユウシンガイカンツウホウショリテツヅ		Ｔｈｅ United Nations Procedure for Dealing with Communications Relating to Violations of Human Right and Fundamental Freedoms		元生産工学部
（国際連合人権委員会） モトセコクサイレンゴウジンケンイインカイ		非常勤講師 ヒ		久保田洋
 クボタヒロシ

		14		reserved-29762x1F				The Alexandria Quartet：Clea に見られるDurrell の文学観 ミブンガクカン		Durrell’s View on Literature
－As Seen in The Alexandria Quartet ： Clea－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一
 キムラコウイチ

		14		reserved-29762x1F				アーダルベルト・シュティフターの「石灰石」
－カール村の司祭の最後の意志－ セッカイセキムラシサイサイゴイシ		Adalbert Stifters ”Kalkstein“
－Letzter Wille des Pfarrers im Kar－		一般教育 イッパンキョウイク				北村侑子
 キタムラユウコ

		14		reserved-29762x1F				全身反応時間に関する研究（1）
－単純視覚全身反応時間と全身選択反応時間との比較－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウタンジュンシカクゼンシンハンノウジカンゼンシンセンタクハンノウジカンヒカク		A Study on Jumping Reaction Time （1）
－Comparison between Simple Jumping Reaction Time and Total Jumping Reaction Time－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				坂井 　計
山本昌典
大沢正美
 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		14		reserved-29762x1F				全身反応時間に関する研究（2）
－大学の体育実技が敏捷性に及ぼす影響について－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウガクタイイクジツギビンハヤシセイオヨエイキョウ		A Study on Jumping Reaction Time （2）
－Effects of Physical Training on Agility Test at the College of Industrial Technology, Nihon University－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				坂井 　計
山本昌典
大沢正美
 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		14		reserved-29762x1F				近江国朽木氏の家臣団編成と山野河川の支配について チカエコクキュウキシカシンダンヘンセイヤマノカセンシハイ		The governing of the Kutsukishi's retainers and the control of mountains and rivers		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		高村 　隆
 タカムラタカシ

		13		reserved-29397x1F				態度変容の決定要因としてのディスクレパンシー及び自我関与 タイドヘンヨウケッテイヨウインオヨジガカンヨ		Communication discrepancy and ego involvement as determinantｓ of attitude change		一般教育 イッパンキョウイク				榊　博文
 ヒロフミ

		13		reserved-29397x1F				"ヨーロッパ人権条約"の経過について
－A･H･ロバートソンによる－ ジンケンジョウヤクケイカ		The Origin and History of the European Convention on Human Rights
－A.H.Robertson's Views on Human Rights－		生産工学部 セ		非常勤講師 ヒ		久保田洋
 クボタヒロシ

		13		reserved-29397x1F				「インドへの道」論
－E.M.フォースターの「夢と現実」－ ミチロンユメゲンジツ		Vision and Reality in E.M.Forster's
 A Passage to India		一般教育 イッパンキョウイク		講師 コウシ		島村豊博
 シマムラトヨヒロ

		13		reserved-29397x1F		（英文） エイブン		バーナード・マラマッドとリチャード・ライトの作品におけるアフリカ系アメリカ人とユダヤ系アメリカ人の関係 サクヒンケイジンケイジンカンケイ		Relationship Between Blacks And Jews In The Fictions Of Bernard Malamud And Richard Wright		一般教育 イッパンキョウイク		講師 コウシ		伊藤典子
 イトウノリコ

		13		reserved-29397x1F				ヘルダーとカント		Herder und Kant		一般教育 イッパンキョウイク				三輪信吾
 ミワシンゴ

		13		reserved-29397x1F				F.カフカ：「城」の解釈 －その第2・3章を中心として－ シロカイシャクダイショウチュウシン		Eine Interpretation von Kafkas “Das Schloβ” 
－Unter besonderer Berücksichtigung des 2. und 3．Kapitels－		一般教育 イッパンキョウイク		講師 コウシ		金成陽一
 カネナリヨウイチ

		13		reserved-29397x1F				二十世紀の小説の手法（一）　
－「意識の流れ」の原点－ ニジュッセイキショウセツシュホウ1イシキナガゲンテン		A Narrative Technique of Twentieth Century Novels
－An Origin of “Stream of Consciousness”－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		13		reserved-29397x1F				ゲーテの『オイフロジューネ』について		Über Goethes “Euphrosyne”		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		12		reserved-29031x1F				ダニエル・デフォーの英語アカデミー論に関する一考察 エイゴロンカンイチコウサツ		Some Study of Daniel Defoe's Proposal for Erecting an English Academy		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男
 オオハシカズオ

		12		reserved-29031x1F		（英文） エイブン		文学の基礎理論
－Three Ｌｅｖｅｌ に依る文学のモデル－其の二 ブンガクキソリロンヨブンガクソ2		The Fundamental Theory of Literature
－Three Level Model－ PartⅡ		一般教育 イッパンキョウイク				本田若雄
 ホンダワカオ

		12		reserved-29031x1F		（英文） エイブン		ヴァジニア・ウルフの研究
－「意識の流れ」の小説を生む必然性－ ケンキュウイシキナガショウセツウヒツゼンセイ		A Study of Virginia Woolf
－The Necessity of Evxpressing Stream Consciousness in a Novel－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		12		reserved-29031x1F				アイヌ民族の文化現象に観られる遊戯について
－労働と遊戯－ タミゾクブンカゲンショウミユウギロウドウユウギ		Some Consideration on play as a culture phenomenon of Ainu
－mainly about labor and play－		一般教育 イッパンキョウイク				坂井 　計

 サカイケイ

		12		reserved-29031x1F				古事記の心情描写と物語の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－嫌われた女をめぐって－ コジキシンジョウビョウシャモノガタリコウセイキラオンナ		On the words describing psychology of men and women in Kojiki
－chiefly in some stories about women who were hated and neglected by men－		一般教育 イッパンキョウイク				木村龍司

 キムラリュウジ

		11		reserved-28666x1F				肖像権に関する研究 ショウゾウケンカンケンキュウ		A Study on Portrait Rights		一般教育 イッパンキョウイク				馬場　愼

		11		reserved-28666x1F				保護鉱夫問題と採炭機構の合理化
－「鉱夫労役扶助規則」の改正を中心にして－ ホゴコウフモンダイサイタンキコウゴウリカロウヤクフジョキソクカイセイチュウシン		On the Relationship between the Employment of Women and Young Colliers and the Rationalization of Coal Industry
－mainly about the revision of the miners’relief regulations in Japan－		一般教育
久留米大学商学部 イッパンキョウイククルメダイガクショウガクブ				田中直樹
荻野喜弘

 タナカナオキオギノヨシヒロ

		11		reserved-28666x1F		（英文） エイブン		文学の基礎理論
－Three Level に依る文学のモデル－　其の一 ブンガクキソリロンヤスシブンガクソイチ		The Fundamental Theory of Literature
－Three Level Model－ PartⅠ		一般教育 イッパンキョウイク				本田若雄
 ホンダワカオ

		11		reserved-28666x1F				ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－想像力と「悪」の問題について－ ブンガクソウゾウリョクケンキュウソウゾウリョクアクモンダイ		A Study of Imagination of European Writers
－special reference to the relationship between imagination and ‘evil’－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一

 キムラコウイチ

		11		reserved-28666x1F				メールヒェンにおける馬の象徴 ウマショウチョウ		Das Symbol des Pferdes in Märchen		一般教育 イッパンキョウイク				酒巻季子
 サケマキキコ

		11		reserved-28666x1F				『おくのほそ道』における曽良の句について ミチソラク		On Sora’s haikai in Okunohosomichi（“The Journey to The Deep North”）		一般教育 イッパンキョウイク				伊坂裕次
 イサカユウジ

		10		reserved-28301x1F				日本儒学就中江戸時代儒学の興隆に関する管見 ニホンジュガクシュウチュウエドジダイジュガクコウリュウカンカンケン		The Outline of Japanese Confucianism		一般教育 イッパンキョウイク				村井長正
 ムライナガマサ

		10		reserved-28301x1F				炭礦における動力機械の導入過程
－三池炭礦の事例研究－ タンアラガネドウリョクキカイドウニュウカテイミイケスミアラガネジレイケンキュウ		Some Consideration on the Process of Motive Power Being Introducing in to the Miike Mine		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹
 タナカナオキ

		10		reserved-28301x1F				Richard Wrightのヒューマニズム
－“Black　Boy”を中心として－ チュウシン		Richaｒd Wright's Humanism
－mainly about “Black Boy”－		一般教育 イッパンキョウイク				大森載和
 オオモリサイカズ

		10		reserved-28301x1F				The Language Laboratory の諸相 ショソウ		Aspects of the Language Laboratory		一般教育 イッパンキョウイク				髙橋邦彦
 タカハシクニヒコ

		10		reserved-28301x1F				ポーの「効果の全体性」について
－作品 William Wilson を中心として－ コウカゼンタイセイサクヒンチュウシン		An Essay on Edgar Allan Poe's Novel Effect
－Mainly about “William Wilson”－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		10		reserved-28301x1F				ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－Colin Wilson の想像力論について－ ブンガクソウゾウリョクケンキュウソウゾウリョクロン		A Study of Imagination of European Writers
－Special reference to Colin Wilson’s concept of literary imagination－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一
 キムラコウイチ

		10		reserved-28301x1F				シュティフターの「水晶」における自然描写について スイショウシゼンビョウシャ		Über die Naturschilderung bei Stifters
”Bergkristall“		一般教育 イッパンキョウイク				北村侑子
 キタムラユウコ

		10		reserved-28301x1F				ゲーテの「秋の想い」について アキオモ		Über Goethes  　Herbstgefühl		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		9		reserved-27936x1F				高島炭坑問題の報道に関する一考察 タカシマタンコウモンダイホウドウカンイチコウサツ		The Journal Reports on the Problem of the  Takashima Mine		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹
 タナカナオキ

		9		reserved-27936x1F				「文学評論」における夏目漱石のデフォー批評について ブンガクヒョウロンナツメソウセキヒヒョウ		On Soseki Natsume's Defoe criticism in “A Criticism of Literature”		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男
 オオハシカズオ

		9		reserved-27936x1F				ポーの「効果の全体性」について
－作品　William　Wilson　を中心として－ コウカゼンタイセイサクヒンチュウシン		An Essay on Edgar Allan Poe's Novel Effect mainly about “William Wilson”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		9		reserved-27936x1F				ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－第二次大戦後の作家を中心として－ ブンガクソウゾウリョクケンキュウダイニジタイセンゴサッカチュウシン		A Study of Imagination of European Writers
－mainly after World War Ⅱ－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一
 キムラコウイチ

		9		reserved-27936x1F				イタリアにおけるヘルダー		HERDER IN ITALIEN		一般教育 イッパンキョウイク				三輪信吾
 ミワシンゴ
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台帳15～17

		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		17		reserved-30853x1F				アメリカ合衆国における議会拒否権 ガッシュウコクギカイキョヒケン		The Congressional Ｖｅｔｏ in the United States of America		一般教育		非常勤講師 ヒ		関根二三夫
 セキネフミオ

		17		reserved-30853x1F				ヘルダーの「神」について
－『神，いくつかの会話』を中心に－ カミカミカイワチュウシン		Über Herders ”Gott“ 
－Hauptsächlich vom Standpunkt von Herders Werk：”Gott，einige Gespräche“ betrachtet－		一般教育 イッパンキョウイク				三輪信吾
 ミワシンゴ

		17		reserved-30853x1F				ブレヒトの『ルクルスの審問』
－後世への展望－ シンモンコウセイテンボウ		Brechts ≫Das Verhör des Lukullus≪
－Der Ausblick in die Nachwelt－		一般教育		非常勤講師 ヒ		坪谷準治
 ツボタニジュンジ

		17		reserved-30853x1F				全身反応時間に関する研究
－反応時間の跳躍パターンについて－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウハンノウジカンチョウヤク		A Study on the Relationship Between Jumping Reactive Behaviours and Their Reaction Time		一般教育
一般教育
一般教育
管理工専攻 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクカコウセンコウ				坂井　 計
山本昌典
大沢正美
斎藤　 真
 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミサイトウシン

		17		reserved-30853x1F				高校体操競技選手の“あがり”に関する研究
－「意識」・「微候」・「原因」を中心として－ コウコウタイソウキョウギセンシュカンケンキュウイシキビコウゲンインチュウシン		A Study on “A Stage Flight” of Gymnasts in Senior High Schooｌ
：Analyses Based on Their Self Reports，Physical Symptoms and Causes of it		理工学部一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 リコウガクブイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				橋口泰武
茂木 　茂
坂入保世
河北尚夫
渋谷正敏
榊　 博文
 ハシグチヤスタケモギシゲルサカイリヤスヨカワキタヒサオシブヤマサトシヒロフミ

		17		reserved-30853x1F				ポーの『モルグ街の殺人事件』について（上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－これは単なる推理小説ではない－ ガイサツジンジケンジョウタンスイリショウセツ		A Study on Poe's “The Murders in the Rue Morgue”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		国家死滅に関する哲学的一考察
－国家転覆思想の誤りについて－ コッカシメツカンテツガクテキイチコウサツコッカテンフクシソウアヤマ		A phylosophical study concerning annihilation of State
－On theoretical inconsistency of revolutionisum－		一般教育 イッパンキョウイク				古田 　晉
 フルタシン

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		産業組織における人間行動序説
－研究による組織開発のための＜主体性＞と＜生産性＞に関する考察－ サンギョウソシキニンゲンコウドウジョセツケンキュウソシキカイハツシュタイセイセイサンセイカンコウサツ		An Introductory Study on the Human Behavior in Industrial Organizations
：A Consideration about Subjecvtivety and Productivity for Organization Development through Scientific Studies		一般教育 イッパンキョウイク				榊 博文


 サカキヒロフミ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		Graham Greene の世界
－初期の作品にみる「悪」の問題をめぐって－ セカイショキサクヒンアクモンダイ		A World Of Graham Greene
－Mainly about the evil element in His Earty Works－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一
 キムラコウイチ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		メールヒェンと夢 ユメ		Märchen und Träume		一般教育 イッパンキョウイク				竹内季子
 タケウチキコ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－滞米学生の特性と適応過程－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウタイベイガクセイトクセイテキオウカテイ		A Study on Japanese Students’Adjustment Process to the Life in the United States: Characteristics of Japanese Students and their Adjustment Process		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				浅井義弘
宇留野藤雄
茂木 　茂
坂入保世
榊　博文
河北尚夫
渋谷正敏
 アサイヨシヒロウルノフジオモギシゲルサカイリヤスヨヒロフミカワキタヒサオシブヤマサトシ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－滞米学生の「日本」・「アメリカ」・「人間関係」・「現在の自分」に対するイメージとその変容－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウタイベイガクセイニホンニンゲンカンケイゲンザイジブンタイヘンヨウ		A Study on Japanese Students’Adjustment Process to the Life in the United States of America Students’ Changing Image of “Japan”“America”“Personal Relations” and “Me”		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				茂木 　茂
宇留野藤雄
浅井義弘
坂入保世
河北尚夫
榊　博文　
渋谷正敏
 モギシゲルウルノフジオアサイヨシヒロサカイリヤスヨカワキタヒサオヒロフミシブヤマサトシ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		鍛練者，及び非鍛練者の全身選択反応時間に関する比較研究 タンレンシャオヨヒタンレンシャゼンシンセンタクハンノウジカンカンヒカクケンキュウ		The comparative Study on Selective Jumping Reaction Time with trained and non‐trained sports players		一般教育
一般教育
一般教育
管理工学科
管理工学科 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクカカ				坂井 　計
山本昌典
大沢正美
笠間信一郎
斎藤 　真
 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミカサマシンイチロウサイトウシン

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		体育実技授業が身体に与える影響についての基礎的研究
－負担度測定（フリッカー値，自覚疲労）を中心として－ タイイクジツギジュギョウシンタイアタエイキョウキソテキケンキュウフタンドソクテイチジカクヒロウチュウシン		The Basic Study on The Influence that Physical Training gives Students’Living Bodies
－Laying stress on the measurement of Students load（C.F.F,　S.A）－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				山本昌典
大沢正美
坂井 　計
 ヤマモトマサノリオオサワマサミサカイケイ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		中世上総国における守護と国衙についての覚書 チュウセイジョウソウコクシュゴコクオボエガキ		A Study ｏｆ “Shugo and KoKuga” ｏｆ Kazusano‐Kuni in the middle ages		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		高村　隆
 タカムラタカシ

		16		reserved-30492x1F		資料 シリョウ		「自明治十一年至仝十八年　幌内事業報告書」　　＜資料＞ ジメイジジュウイチネンイタルジュウハチネンホロナイジギョウホウコクショシリョウ		Reports on the Coal‐Mines ｏｆ Poronal and Iwanai，1878‐1885		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹
 タナカナオキ

		15		reserved-30127x1F				「共産党宣言」の理論的欠陥に関する哲学的一考察
－人間史観・人間価値・人間論・人間（家族）主義の立場に立ち－ キョウサントウセンゲンリロンテキケッカンカンテツガクテキイチコウサツニンゲンシカンニンゲンカチニンゲンロンニンゲンカゾクシュギタチバタ		К.МаРке и Ф. Энгельс
Манифест Коммунистической Партии		一般教育 イッパンキョウイク				古田 　晉
 フルタシン

		15		reserved-30127x1F				『ゴート語と古アイスランド語における「運動動詞」について』 ゴコゴウンドウドウシ		“Über die Bewegungasverben im Gotischen und Aｉtislandischen“		一般教育 イッパンキョウイク		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		鹿児島繁雄
 カゴシマシゲオ

		15		reserved-30127x1F				ユグノオ像を中心とする「夢遊の人々」第三部の解釈 ゾウチュウシンムユウヒトビトダイサンブカイシャク		Eine Erdeutung vom dritten Teil ”der Schlafwandler“
－Unter zentraler Orientierung des Huguenau-Bildes		一般教育 イッパンキョウイク				原 　淳一
 ハラジュンイチ

		15		reserved-30127x1F				Homeros のスポーツマンシップ		Homer's Sportsmanship		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				米井恭治
坂井 　計
山本昌典
大沢正美
 ヨネイキョウジサカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		15		reserved-30127x1F				全身反応時間に関する研究（Part 3）
－全身反応時間の短縮要因及び走跳に対する左右足の関連について－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウゼンシンハンノウジカンタンシュクヨウインオヨソウチョウタイサユウアシカンレン		A Study on Jumping Reaction Time （Part 3）
－the factor of jumping reaction time and the relation of both legs to run and jump－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				坂井 　計
山本昌典
大沢正美
 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		15		reserved-30127x1F				告白形式の小説の限界
－「意識の流れ」誕生への道－ コクハクケイシキショウセツゲンカイイシキナガタンジョウミチ		The Limit of the Novel of Monologue
－An Approach to the Creation of “Stream of Consciousness”－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		15		reserved-30127x1F				シュトラースブルクのゲーテ		Goethe in Stragaßburg		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳
 ナガクチタカノリ
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台帳18～21

		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		21		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		キュニコス学派とアンティステネス
－ソクラテス的およびソフィスト的側面について－ ガクハテキテキソクメン		Die cynische Schule und Antisthenes 
－Verbindung der sokratischen Philosophie mit eleatisch‐sophistischen Lehren－		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		21		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		『マクベス』と『悪霊』に於けるニヒリズムについて（その2）
－「スタブローギンの告白」を視点にして－ アクリョウオコクハクシテン		A Study on Comparison of Nihilism of “Macbeth” and “БЕС”（2）		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		21		reserved-32314x1F		資料 シリョウ		貝島鉱業株式会社
管牟田炭坑労働事情調査報告　＜資料＞ カイシマコウギョウカブシキガイシャカンムタタンコウロウドウジジョウチョウサホウコクシリョウ		Miners' Emploment Conditions of Kaijima Coal Mining Co.,Ltd．		一般教育 イッパンキョウイク		教授 キョウジュ		田中直樹
 タナカナオキ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		ホメーロスにおける神（θεóζ）の意味について
－自然哲学との関連において－ カミイミシゼンテツガクカンレン		On the Concept of （θεóζ） in Homer's epics
－in reference to Ionian natural philosophy－		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		20		reserved-31948x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Studies in Cross‐Cultural Communication：Image Changes and Japanese Student Adaptation to American Culture		一般教育
一般教育
テネシー州大学
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクガクイッパンキョウイクイッパンキョウイクガクガク				榊 博文
宇留野藤雄
Milton Simmons
茂木 　茂
坂入保世
Philip Watkins
Charles Gillon
 サカキウルノフジオ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－帰国後における日常生活態度および世界観・異文化体験等に対する意識の変容－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウキコクゴニチジョウセイカツタイドセカイカンイブンカタイケントウタイイシキヘンヨウ		A Study of Adjustment Processes of Japanese Students to Life in the United States
：Changes in Daily Life Attitudes，Life and World View，and Sensitivity to Cross‐Cultural Experiences		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクシュウダイガクガクガク				茂木　茂
宇留野藤雄
榊 博文
坂入保世
Milton Simmons
Philip Watkins
Charles Gillon
 モギシゲルウルノフジオヒロフミ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		不公平税制の実態と実証的分析 フコウヘイゼイセイジッタイジッショウテキブンセキ		An Analysis about the Actual State of Inequality Taxation		一般教育 イッパンキョウイク				加藤順介
 カトウジュンスケ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		歴史心理学の現代的課題 レキシシンリガクゲンダイテキカダイ		Contemporary Problems on Historical Psychology		一般教育		非常勤講師 ヒ		中西茂行
 ナカニシシゲユキ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		ダニエル・デフォーと徳富蘇峰の青少年期におけるキリスト教の影響について（その1） トクトミソホウセイショウネンキキョウエイキョウ		A Study on the Influence of Christianity on Daniel Defoe and Tokutomi Soho during their Juvenescent Period （Part 1）		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男
 オオハシカズオ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		マクベスにおける悪について
－リチャード三世との比較を中心に－ アクサンセイヒカクチュウシン		Wrongs in Macbeth
－Compared with King Richard Ⅲ－		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		福島　 昇
 フクシマノボル

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		トゥホルスキーとカフカ		Tucholsky und Kafka		一般教育		非常勤講師 ヒ		渋谷治彦
 シブヤハルヒコ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		『マクベス』と『悪霊』に於けるニヒリズムについて（その1）
－「スタブローギンの告白」を視点にして－ アクリョウオコクハクシテン		A Study on Comparison of Nihilism of “Macbeth” and “БＥＣ”（1）		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		20		reserved-31948x1F		資料 シリョウ		工科系大生の健康・体力・スポーツに関する意識調査　　　＜資料＞ コウカケイケンコウタイリョクカンイシキチョウサシリョウ		The Investigation of Consciousness as to the Health，the physical fitness，and Sports of the Engineering Students		一般教育 イッパンキョウイク				坂井 　計
 サカイケイ

		20		reserved-31948x1F		展望 テンボウ		組織における疎外概念に対する行動科学的アプローチ　　＜展望＞ ソシキソガイガイネンタイコウドウカガクテキテンボウ		Behavioral Scientific Approach to the Concept of Alienation in Organizations		一般教育 イッパンキョウイク				榊 博文 
 サカキヒロフミ

		19		reserved-31583x1F				デフォーと蘇峰（序論） ソホウジョロン		An Introductory Study on the Relations between Daniel Defoe and Tokutomi Soho		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男
 オオハシカズオ

		19		reserved-31583x1F				シュティフターの「荒野の村」
－詩人としての自立－ コウヤムラシジンジリツ		Stiffers ”Das Haidedorf“
－Seine Selbständigkeit als Dichter－		一般教育 イッパンキョウイク				北村侑子
 キタムラユウコ

		19		reserved-31583x1F		（英文） エイブン		『武器よさらば』　と　『カップルズ』に見られる現代愛の諸相 ブキミゲンダイアイショソウ		Aspects of Modern Loves as Seen in A Farewell to Arms and Couples		一般教育		非常勤講師 ヒ		木村公一
 キムラコウイチ

		19		reserved-31583x1F				モンテスキュー律例精義 リツレイセイギ		A Study of “De I'Esprit des Loix”		一般教育
一般教育 イッパンキョウイク		教授
非常勤講師 キョウジュヒ		馬場  愼
藤原直彦
 シンフジワラナオヒコ

		19		reserved-31583x1F				ポーの『モルグ街の殺人事件』について（下）
－これは単なる推理小説ではない－ ガイサツジンジケンシタタンスイリショウセツ		A Study on Poe's “The Murders in the Rue Morgue”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		19		reserved-31583x1F				ジェイン・オースティンの結婚観についての一考察
－作品の登場人物の結婚をめぐって－ ケッコンカンイチコウサツサクヒントウジョウジンブツケッコン		A Study on Jane Austen's View of Marriage
－by My Researching Heroines' and the Other Characters' Marriage in her Novels－		一般教育 イッパンキョウイク				坪谷邦枝
 ツボタニクニエ

		18		reserved-31218x1F				新聞英語におけるAbsolute Construction，Appositive Phraseに関する一考察 シンブンエイゴカンイチコウサツ		A Study of the Absolute Construction and the Appositive Phrase used in Newspaper English		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男
 オオハシカズオ

		18		reserved-31218x1F				滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－留学への不安からみた適応過程－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウリュウガクフアンテキオウカテイ		A Study of Japanese Student Adjustment Process to Life in the United States of Americs
： Student Anxiety and the Adjustment Process		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクシュウダイガクガクガク				坂入保世
宇留野藤雄
茂木 　茂
 榊 博文
河北尚夫
渋谷正敏
Milton Simmons
Phillip Watkinds
Chaeles Gillon
 サカイリヤスヨウルノフジオモギシゲルサカキヒロフミカワキタヒサオシブヤマサトシ

		18		reserved-31218x1F				滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－留学への動機・目的意識からみた適応過程－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウリュウガクドウキモクテキイシキテキオウカテイ		A Study of Japanese Student Adjustment Process to Life in the United States of America
：The Relationship of Motives and Purposes to Adjustment Process		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクシュウダイガクガクガク				坂入保世
宇留野藤雄
茂木 　茂
榊　博文
河北尚夫
渋谷正敏
Milton Simmons
Phillip Watkinds
Chaeles Gillon
 サカイリヤスヨウルノフジオモギシゲルヒロフミカワキタヒサオシブヤマサトシ

		18		reserved-31218x1F				高校体操競技選手の”あがり”に関する研究
－“あがり”の程度と「経験」・「自信」・「演技の成否」・「あがり原因」・「あがり徴候」との関係について－ コウコウタイソウキョウギセンシュカンケンキュウテイドケイケンジシンエンギセイヒゲンインチョウコウカンケイ		A Study of “Stage Flight”of Gymnasts in Senior High school
：Relationships between “Seif‐Awareness of the Degree of Stage Flight” and “Their Experience，Self‐confidence，Success or Failure of the Exercisｅ，Causes of Stage Flight and Symptons”		理工学部一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 リコウガクブイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				橋口泰武
茂木　 茂
坂入保世
河北尚夫
渋谷正敏
榊　博文
 ハシグチヤスタケモギシゲルサカイリヤスヨカワキタヒサオシブヤマサトシヒロフミ

		18		reserved-31218x1F				情報化社会とアクセス権 ジョウホウカシャカイケン		The Right of Access to Mass Media in the Information Society		一般教育
一般教育 イッパンキョウイク		教授
非常勤講師 キョウジュヒ		馬場 　愼
小川三千彦
 シンオガワミチヒコ

		18		reserved-31218x1F				賍物罪の研究 ゾウモノザイケンキュウ		The Study of Receiving Stolen Property		一般教育		非常勤講師 ヒ		藤原直彦
 フジワラナオヒコ

		18		reserved-31218x1F				『小規模閉鎖株式会社に関する一考察』
大小区分立法に関して ショウキボヘイサカブシキガイシャカンイチコウサツダイショウクブンリッポウカン		A Study of Close of Small Closely Held Corporations		一般教育		非常勤講師 ヒ		藤村知巳
 フジムラトモミ

		18		reserved-31218x1F				ポーの『モルグ街の殺人事件』について（中）
－これは単なる推理小説ではない－ ガイサツジンジケンチュウタンスイリショウセツ		A Study on Poe's “The Murders in The Rue Morgue”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ
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台帳22～26

		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		ソクラテス問題について モンダイ		The Problems of Socratic Philosophy		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		ライブラリー・オブ・アメリカ叢書の『アメリカの息子』について クサムラショムスコ		The Library of America's Native Son		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		木内　徹
 キウチトオル

		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		小説（その他）に観る女性の生き方について
－『源氏物語』から『風と共に去りぬ』までをかいま見て－ ショウセツタミジョセイイカタゲンジモノガタリカゼトモサミ		A Study on the Way of Women's Life mainly expressed by Novels		一般教育 イッパンキョウイク				坪松邦枝
 ツボマツクニエ

		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		ムージルの『トンカ』について		Über Musils ”Tonka“		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		“あがり”に関する研究
－日米高校野球選手の試合態度等と状態不安の関係について－ カンケンキュウニチベイコウコウヤキュウセンシュシアイタイドトウジョウタイフアンカンケイ		A Study of Stage Fright
－Relationships between attitudes toward the games and state anxiety in Japanese and American high-school baseball players－		一般教育
理工学部一般教育
慶應義塾大学文学部 イッパンキョウイクリコウガクブイッパンキョウイクケイオウギジュクダイガクブンガクブ				坂入保世
橋口泰武
榊　博文
 サカイリヤスヨハシグチヤスタケサカキヒロフミ

		26		reserved-34140x1F		資料 シリョウ		ギリシャの考古学博物館（1）
－主要な展示品，資料等－　　＜資料＞ コウコガクハクブツカンシュヨウテンジヒンシリョウトウシリョウ		Exhibits List of Archaeological Museums in Greece （１）		一般教育 イッパンキョウイク				中西裕一
 ナカニシユウイチ

		26		reserved-34140x1F		資料 シリョウ		沿岸地域開発にともなう経済的社会的波及効果に関する研究
－大分県における調査報告の概要をテーマとして－　　＜資料＞ エンガンチイキカイハツケイザイテキシャカイテキハキュウコウカカンケンキュウオオイタケンチョウサホウコクガイヨウシリョウ		A Study of Any Economical and Social Effect Brought with the Coastal Development
－As the theme of the reported point in Oita Prefecture－		一般教育 イッパンキョウイク		教授 キョウジュ		馬場　愼

		26		reserved-34140x1F		資料 シリョウ		第二次世界大戦期における朝鮮人「移入」労働者について　　＜資料＞ ダイニジセカイタイセンキチョウセンジンイニュウロウドウシャシリョウ		Enforced Migration and Labour of Koreans during the Second Warld War		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹
 タナカナオキ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		科学史におけるプラトン カガクシ		Plato in the History of Science		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		企業の社会的貢献と経営パターン
－実践的経営戦略アプローチ－ キギョウシャカイテキコウケンケイエイジッセンテキケイエイセンリャク		Social Contribusion of Corporation and Management Pattern
－Practical management approach‐		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		非常勤講師 ヒ		加藤順介
野澤宗二郎
 カトウジュンスケノザワソウジロウ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		日本におけるラングストン・ヒューズの受容 ニホンジュヨウ		The Critical Reception of Langston Hughes in Japan：A Bibliographic Essay		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		木内　徹
 キウチトオル

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		England，My Englandにおける自然に関する一考察 シゼンカンイチコウサツ		A Study on Nature in England My England		一般教育 イッパンキョウイク				須田理惠
 スダリエケイコ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		ムージルの「ポルトガルの女」における物語と主題について オンナモノガタリシュダイ		Erｚählung und Thema bei Musils
”Die Portugiesin“		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		トーマス・マン，ヘルマン・ヘッセ，フーゴ・パルにおける精神分析の意義 セイシンブンセキイギ		Die Bedeutung der Psychoanalyse bei Thomas Mann，Hermann Hesse，Hugo Ball		一般教育 イッパンキョウイク		非常勤講師 ヒ		渋谷治彦
 シブヤハルヒコ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		おくのほそ道と歌枕 ドウウタマクラ		Oku-no-hosomichi and Utamakura		一般教育 イッパンキョウイク				伊坂裕次
 イサカユウジ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		『春雨物語』の物語性について モノガタリセイ		Conception of the story in “Harusame Monogatari”		一般教育 イッパンキョウイク				中村真弓
 ナカムラマユミ

		25		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		日独伊三国同盟締結時における，日独伊ソ構想への疑問
－松岡構想説への疑問－ ニチドクイサンゴクドウメイシケツジニチドクイコウソウギモンマツオカコウソウセツギモン		The Three Power Pact and Matuoka's Idea
－A four‐power Entente really existed？－		一般教育 イッパンキョウイク		非常勤講師 ヒ		三輪宗弘
 ミワムネヒロ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		プラトン『テアイテトス』におけるプロタゴラスと「人間尺度説」について
－論理学的観点から－ ニンゲンシャクドセツロンリガクテキカンテン		Protagoras and ‘homo mensura Satz' in Plato's Theaetetus
－From ｌogical point of view－		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		外部利害関係者の会計情報について ガイブリガイカンケイシャカイケイジョウホウ		Accounting Information for Interested Outside Parties		管理工学科 カ		教授 キョウジュ		林 　正一
 ハヤシショウイチ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		ProsperoとVincentioにおける赦し ユル		A Study on Pardons in Prospero and Vincentio		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		福島　 昇
 フクシマノボル

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		ムージルの「グリージャ」における物語とその表現様式について モノガタリヒョウゲンヨウシキ		Erzählen und Erzählstil in Musils “Grigia”		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		ブレヒトの『ガリレイの生涯』について
－「自然撤回」の問題－ ショウガイシゼンテッカイモンダイ		Über Brechts ≫Leben des Galilei ≪
－die Frage des Widerrufs seiner Lehre－		一般教育 イッパンキョウイク		非常勤講師 ヒ		坪谷準治
 ツボタニジュンジ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		本学学生の英語学力に関する一考察
－生産工学部の場合を中心として－ ホンガクガクセイエイゴガクリョクカンイチコウサツセイサンコウガクブバアイチュウシン		A Study on English Competence of Nihon University Students
－Particularly the case of the College of Industrial Technology－		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク				大橋和男
坪松邦枝
 オオハシカズオツボマツクニエ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		二つの偽文書からみた夏見御厨と船橋大神宮の社領域について 2ギブンショナツミオンチュウフナバシダイジングウシャリョウイキ		A Study of the territory of Natumi-mikuria and Funabashi‐Daijingū in the middle ages		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		高村 　隆
 タカムラタカシ

		24		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		オセロが黒人であることの必然性（その二）
－芥川龍之介の「鼻」を視点すえて－ コクジンヒツゼンセイ2アクタガワリュウノスケハナシテン		A Study on Necessity of Othello’s Being a Black Man （2）		一般教育 イッパンキョウイク		教示 キョウジ		岡田充雄
 オカダミツオ

		23		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		プラトンにおける「神聖な伝承」について
－「魂」の意味をめぐっての一考察－ シンセイデンショウタマシイイミイチコウサツ		On the “holy doctrines” in Plato's Dialogue
－About the meanings of “soul”－		一般教育 イッパンキョウイク				中西裕一
 ナカニシユウイチ

		23		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		大尉の人形－その解体と統合の過程 タイイニンギョウカイタイトウゴウカテイ		An Essay on the Process of Dismantlement and Consolidation in The Captain's Doll by D.H.Lawrence		一般教育		非常勤講師 ヒ		須田理惠
 スダリエケイコ

		23		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		米国マスメディアに見る対日防衛観 ベイコクミタイヒボウエイカン		American Outlook on Japanese Defense Represented in the Mass Media		一般教育
一般教育　　　　　		非常勤講師
非常勤講師 ヒヒ		遠藤八郎
杉山徹宗
 エンドウハチロウスギヤマテツムネ

		23		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		ロベルト・ムージルの「グリージャ」における自然描写について シゼンビョウシャ		Über die Naturschilderung bei Robert Musils “Grigia”		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		22		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		キュベルネーティケー（船および国家の舵取り術）
－プラトン『国家』488D～E－ フネコッカカジトジュツコッカ		κυβερνητική
－Platon，Respublica 488ｄ～ｅ－		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		22		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		認知的不協和理論，社会判断理論によるディスクレパンシー仮説の誤りと認知の二面理論仮説の提示 ニンチテキフキョウワリロンシャカイハンダンリロンカセツアヤマニンチニメンリロンカセツテイジ		A Mistake of Discrepancy Hypothesis from the Cognitive Dissonance Theory and the Social Judgment Theory，and the Presentation of the Dual Factor Theory of Cognition		一般教育 イッパンキョウイク				榊 博文

 サカキヒロフミ

		22		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		フーゴ・バルのトーマスミュンツァー論 ロン		Hugo Balls Thomas Münzer‐Kritik		一般教育		非常勤講師 ヒ		渋谷治彦
 シブヤハルヒコ

		22		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		モスクワ五輪と政治
－ボイコット問題とその背景－ ゴリンセイジモンダイハイケイ		The Moscow Olympics and the Government
－A Boycott Problem and its Background－		一般教育 イッパンキョウイク				茂木　 茂
 モギシゲル

		22		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		オセロが黒人であることの必然性（その1）
－一人の観客の立場から－ コクジンヒツゼンセイヒトリカンキャクタチバ		A Study on the Necessity of Othello's Being a Black Man （1）		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		岡田充雄
 オカダミツオ

		22		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		ホーフマンスタールの「アンドレーアス」について
－ケルンテンの物語を中心に－ モノガタリチュウシン		Über Hofmannsthals “Andreas” 
－Hauptsächlich von der Erzählung in Kärnten－		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		22		reserved-32679x1F		研究ノート ケンキュウ		日米貿易不均衡に占める“あらかじめ屈折”の位置に関する考察　　＜研究ノート＞ ニチベイボウエキフキンコウシクッセツイチカンコウサツケンキュウ		A Study on the Position of “Pre-Designed Refraction” in the Trade Imbalance between Japan and the United Ststes of America		一般教育 イッパンキョウイク				榊 博文 
 サカキヒロフミ
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台帳27～33

		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		33		reserved-36697x1F		資料 シリョウ		三番瀬保全と都市開発に関する資料　　＜資料＞ サンバンセホゼントシカイハツカンシリョウシリョウ		Review on Sanbanze Nature Preservation and Urban Development		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師		大西貢司
 オオニシコウジ

		32		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		初期プラトンにおけるイデアおよびエイドスの意味 ショキイミ		The Meaning of Earlier Plato's “idea” and “eidos”		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		32		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		『チャタレイ夫人の恋人』の成立について
－D.H.ロレンスの内なる見解をめぐって－ フジンコイビトセイリツウチケンカイ		How Lady Chatterley’s Lover Was Made
－Focusing on D.H.Lawrence's Interior Viewpoints－		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠
 スダリエ

		32		reserved-36331x1F		資料 シリョウ		ギリシアの考古学博物館（改訂第3版）　　＜資料＞ コウコガクハクブツカンカイテイダイハンシリョウ		List of Archaeological Museums in Greece（3rd. ed.）		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		31		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		自然哲学の諸問題（2）
－レウキッポス・デモクリトス・プラトン－ シゼンテツガクショモンダイ		The Problems of Natural Philosophy（2）
－Leucippus，Democritus，Plato－		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		31		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『ブラック・パワー』
－アメリカ黒人解放運動から第3世界解放運動へ－ コクジンカイホウウンドウダイセカイカイホウウンドウ		Richard Wright's Black Power： 
From the Liberation Movement of African Americans in the United States to That of the Oppressed People in the Third World		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		木内　徹

 キウチトオル

		31		reserved-35966x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Zen Buddhistic，Cabalistic，and Pythagorean Influences in Yeats'　“The　Statues”		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		Michael.S.Genung

		30		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		ソクラテス学派研究序説 ガクハケンキュウジョセツ		An Introductory Research into the Followers of Socrates		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		30		reserved-35601x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Richaｒd Wright and Black Music		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		木内　徹
 キウチトオル

		30		reserved-35601x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Tragic Equivocation：
The Role of Ophelia in Hamlet		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		福島　昇
 フクシマノボル

		30		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		ウォーターフロント開発の現状と課題
－欧米諸都市と東京湾の事例から－ カイハツゲンジョウカダイオウベイショトシトウキョウワンジレイ		Waterfront Development,Significance and Future
－Cases in Western Cities and Tokyo Bay－		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師		大西貢司
 オオニシコウジ

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		アリストテレス『ニコマコス倫理学』第7巻第1～3章の解釈について リンリガクダイカンダイショウカイシャク		An Interpretation of Aristotle’s Nicomachean Ethics Vol.7,1-3		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		労働理論におけるペテイとアダム・スミス
－とくにペテイがアダム・スミスに与えた影響について－ ロウドウリロンアタエイキョウ		Sir William Petty and Adam Smith in Labour Theory 
－On the Influence of Lobour Theory from S.W.Petty to A.Smith－		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		大渕崇人
 オオブチタカヒト

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		D.H.ロレンスの「三つの真面目な小説」の「全体」について ミッマジメショウセツゼンタイ		A Study on the Whole of D.H.Lawrence's Novels
－Focusing on The Rainbow,Women in Love and Aaron's Rod－		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠
 スダリエ

		29		reserved-35236x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Intimations of Immortality
：The Problem of Allusion in the Exodos of Sophokles' Trachiniae		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		James.R.Valera

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		圧縮記帳をめぐる法律論争について アッシュクキチョウホウリツロンソウ		Legal Controversy Concerning Advanced Depreciation		管理工学科
管理工学科 カカ		専任講師
非常勤講師 センニンコウシヒジョウキンコウシ		清水　曻
林　正一
 シミズショウハヤシショウイチ

		29		reserved-35236x1F		資料 シリョウ		ギリシアの考古学博物館（第2版）　　＜資料＞ コウコガクハクブツカンダイハンシリョウ		List of Archaeological Museums in Greece（2nd. ed．）		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		29		reserved-35236x1F		研究ノート ケンキュウ		マクベス夫人の夢遊病一考察　　＜研究ノート＞ フジンムユウビョウイチコウサツケンキュウ		A Study on Lady Macbeth’s Sleepwalking		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		岡田充雄
 オカダミツオ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		ギリシャ悲劇の諸問題 ヒゲキショモンダイ		The Problems of Greek Tragedy		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		規制行政の基礎的考察 キセイギョウセイキソテキコウサツ		A Basic Study on Regulative Administration		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキ		非常勤講師
教授 ヒキョウジュ		福島康仁
馬場 　愼
 フクシマヤスヒト

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		政府機能の制限と拡充
－Ａ.スミスとＪ.Ｓ.ミルの所説を中心として－ セイフキノウセイゲンカクジュウショセツチュウシン		Regulation and Expansion of Government Functions
－Comparative Consideration of A.Smith and J. S. Mill－		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		大渕崇人
 オオブチタカヒト

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『通過儀礼』について ツウカギレイ		On Rechard Wright's Rite of Passage		教養・基礎科学系 キ		助教授		木内　徹
 キウチトオル

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		D.H.Lawrenceの「モラルと小説」を巡って ショウセツメグ		A Study on D.H.Lawrence's Controversial                                                   “Morality and the Novel”		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠
 スダリエ

		28		reserved-34870x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				The Polarities of Shakespeare's Depiction of Love as Expressed Through Romeo and The Poet		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		福島  昇
 フクシマ

		28		reserved-34870x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Ｔｈｅ Discontinuity of the Relative That in Old and Middle English		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		塚本  聡
 ツカモト

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		ムージルの『愛の完成』について アイカンセイ		Zu Robert Musils ”Die Vollendung der Liebe“		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		ブレヒトの『セチュアンの善人』について
－「善」と「生」の問題－ ゼンニンゼンセイモンダイ		Über Brechts 》Der gute Mensch von Sezuan《
－das Problem von ”gut sein“ und ”leben“－		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒ		坪谷準治
 ツボタニジュンジ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		H.v.クライストの『公子ホンブルク』における劇構成 コウシゲキコウセイ		Struktur im Prinzen Friedrich von Homburg von H.v.Kleist		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師		渡辺徳夫
 ワタナベトクオ

		28		reserved-34870x1F		資料 シリョウ		瑞穂屋卯三郎　　＜資料＞ ミズホヤウサブロウシリョウ		Usaburo Mizuhoya		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		馬場　愼
 シン

		28		reserved-34870x1F		資料 シリョウ		B.H.チェンバレンの手紙（下）
－最後の日本滞在　1910.6～1911.3－　　＜資料＞ テガミゲサイゴニホンタイザイシリョウ		Letters from Basil Hall Chamberlain.1910.6.～1911.3.（Part 2）		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒ		楠家重敏
 クスイエシゲトシ

		27		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		自然哲学の諸問題（1）
－ピュタゴラス－ シゼンテツガクショモンダイ		The Problems of Natural Philosophy
－Pythagoras－		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一
 ナカニシユウイチ

		27		reserved-34505x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		レオンティーズとオセロウにおける嫉妬 シット		LEONTES' AND OTHELLO'S JEALOUSIES COMPARED		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		福島  昇
 フクシマ

		27		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『異教のスペイン』について イキョウ		On Richard Wright's Pagan Spain		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		木内　徹
 キウチトオル

		27		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		『プリンセス』の象徴的イメージをめぐって ショウチョウテキ		On the Symbolic Images of D.H.Lawrence's The Princess		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		須田理惠
 スダリエ

		27		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		ロベルト・ムージルの『黒つぐみ』における主題と構成 クロシュダイコウセイ		Thema und Struktur bei Robert Musils “Die Amsel”		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		永口孝徳
 ナガグチタカノリ

		27		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		「ヘンゼルとグレーテル」における母親 ハハオヤ		Die Mutter in ”Hänsel und Gretel“		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		竹内季子
 タケウチキコ

		27		reserved-34505x1F		資料 シリョウ		律例精義の法概念　　＜資料＞ リツレイセイギホウガイネンシリョウ		A general idea of law in the Ritsureiseigi		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		馬場　愼
 シン

		27		reserved-34505x1F		資料 シリョウ		前川リポート
－内需拡大に関する一考察－　　＜資料＞ マエカワナイジュカクダイカンイチコウサツシリョウ		Ｔｈｅ Maekawa Report
－A Study of the Expansion of Domestic Demand－		教養・基礎科学系 キ				加藤順介
 カトウジュンスケ

		27		reserved-34505x1F		資料 シリョウ		Ｂ･Ｈ･チェンバレンの手紙（上）
－最後の日本滞在　1910.6.～1911.3.－　　＜資料＞ テガミウエサイゴニホンタイザイシリョウ		Letters from Basil Hall Chamberlain．1910.6．～1911.3.（Part１）		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒ		楠家重敏
 クスイエシゲトシ



&C&16生産工学部研究報告Ｂ（文系）発行一覧

&L&10※研究報告Bは第9巻より研究報告Aから分冊化&C&"Century,標準"&10 5&R＊著者所属，資格は投稿時のもの



台帳34～38

		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		英語初級者向けＣＡＬＬシステムの開発とその効果		Developing a Beginning-Level CALL System and Its Effect on College Students’Communicative Proficiency		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
教養・基礎科学系
数理工学専攻 キガクキョウイクガクブキスウリコウガクセンコウ		助教授
助教授
専任講師
博士前期課程1年 ジョキョウジュジョキョウジュセンニンコウシカテイ		中條清美
西垣知佳子
内堀朝子
山﨑淳史

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		日英パラレルコーパスを活用した英語語彙指導の試み		Japanese-English Parallel Corpus Application for English Vocabulary Learners		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
情報通信研究機構
早稲田大学法学部
数理工学専攻 キガクキョウイクガクブジョウホウツウシンケンキュウキコウワセダダイガクホウガクブスウリコウガクセンコウ		助教授
助教授
研究員
教授
博士前期課程1年 ジョキョウジュジョキョウジュケンキュウインキョウジュカテイ		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
原田康也
山﨑淳史

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力向上に向けたＣＡＬＬ文法力養成用ソフトウェアの開発		The Development of CALL Material for Grammar to Improve Communicative Proficiency of Beginning-Level College Students		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		内堀朝子
中條清美
 ウチボリアサコチュウジョウ

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		D.H.ロレンスの「木馬に乗った少年」―不幸な家庭とその寓意		D.H.Lawrence’s ‘The Rocking-Horse Winner’― The Allegory of the Unhappy Family		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠
 スダ

		38		reserved-38523x1F		研究ノート ケンキュウ		Webを利用した語彙習熟度テストの開発		Developing Vocabulary Proficiency Web-Tests		数理工学専攻
教養・基礎科学系 コウガクセンコウキ		博士前期課程1年
助教授 カテイ		山﨑淳史
中條清美
 チュウジョウ

		38		reserved-38523x1F		研究ノート ケンキュウ		東京都世田谷区「風景づくり」の独自性～風景づくり条例，風景づくりフォーラムと国分寺崖線保全整備条例を中心に		The Creativities of Landscaping in  Setagaya ; Townscape Ordinance and Townscape Forum		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		大西貢司
 オオニシ

		38		reserved-38523x1F		資料		英語絵辞書の語彙		The Vocabulary of Selected English Picture Dictionaries		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
情報通信研究機構
千葉大学大学院教育学研究科
数理工学専攻 キガクキョウイクガクブガクダイガクキョウイクガクケンキュウカスコウガクセンコウ		助教授
助教授
研究員
博士前期課程1年
博士前期課程1年
 ハクシゼンキカテイカテイ		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
岩楯弘美
山﨑淳史

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		コルネイユの『ホレス』と三島由紀夫の「憂国」における収斂と逸脱		Convergences and Divergences in Corneille's Horace and Mishima's “Patriotism”		教養・基礎科学系 キ		専任講師
（扱い） センニンコウシアツカ		Bernard R.Périssé

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		タハール・ベン・ジェルーンの作品における外的価値の拒絶		Rejection of Alien Values in Tahar Ben Jelloun's Novels		教養・基礎科学系 キ		専任講師
（扱い）		Bernard R.Périssé

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		『じゃじゃ馬馴らし』と『空騒ぎ』における結婚のディスコース		Discourses on Marriage in The Taming of the Shrew and Much Ado About Nothing		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		福島   昇

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅲ		The Development of English CD-ROM Material to Teach Vocabulary for the TOEIC Test(Utilizing Visual Basic)：Part 3		教養・基礎科学系
数理工学科
TISシステムサービス
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
千葉大学教育学部 キスウリコウガッカキキチバダイガクキョウイクガクブ		専任講師
学部4年
S　E
助教授
専任講師
助教授
 センニンコウシガクブネンジョキョウジュセンニンコウシジョキョウジュ		中條清美
牛田貴啓
山﨑淳史
Michael.S.Genung
内堀朝子
西垣知佳子

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		語彙のカバー率とリーダビリティから見た大学英語入試問題の難易度		Assessing Japanese College Qualification Tests Using JSH Text Coverage and Readability Indices		教養・基礎科学系
千葉県立長狭高等学校 キチバケンリツチョウセマコウトウガッコウ		専任講師
教諭 センニンコウシキョウユ		中條清美
長谷川修治

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		日英パラレルコーパスを構成するテキストの難易度分類に関する研究		A Study on Classifying Texts in English-Japanese Parallel Corpora According to Linguistic Difficulty		教養・基礎科学系
応用分子化学科
情報通信研究機構
千葉大学教育学部
千葉県立長狭高等学校 キオジョウホウツウシンケンキュウキコウチバダイガクキョウイクガクブチバケンリツチョウセマコウトウガッコウ		専任講師
学部3年
主任研究員
助教授
教諭 センニンコウシガクブネンシュニンケンキュウインジョキョウユ		中條清美
白井篤義
内山将夫
西垣知佳子
長谷川修治

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ジョン・ホークスの『第二の皮膚』における決定論と実存主義		Determinism and Existentialism in John Hawks' “Second Skin”		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		Michael.S.Genung

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		文法指導による大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の効果		Teaching English Grammar: Its Effects on Improving Beginning-Level College Students' Communicative Proficiency		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキ		専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシ		中條清美
内堀朝子
 チュウジョウウチボリアサコ

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		大伴家持の景
－「立山の賦」を中心として－		The Views Described by Ootomo no Yakamochi
-Tachiyama no Fu-		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		清水明美
 シミズアケミ

		36		reserved-37792x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『アウトサイダー』について		On Richard Wright's The Outsider		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		木内  徹
 キウチトオル

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ヨーク劇『キリストの磔』における残虐性と荘厳さ		Cruelty and Sublimity in the York Crucifixion of Christ		教養・基礎科学系 キ		専任講師		Bernard R.Périssé

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		『ハックルベリー・フィンの冒険』と『まねけのウィルソン』における暴力と感受性		Violence and Sensibility in Adventures of Huckleberry Finn and Pudd'nhead Wilson		教養・基礎科学系 キ		専任講師		Bernard R.Périssé

		36		reserved-37792x1F		論文 ロンブン		英語初心者向け「TOEIC語彙1，2」の選定とその効果		Selecting “TOEIC Vocabulary 1&2” for Beginning-Level Students and Measuring Its Effect on a Sample TOEIC Test		教養・基礎科学系 キ		専任講師		中條清美

		36		reserved-37792x1F		論文 ロンブン		ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅱ		The Development of English CD-ROM Material to Teach Vocabulary for the TOEIC Test(Utilizing Visual Basic)：Part 2		教養・基礎科学系
数理工学科
数理工学科 キスウリコウガッカスウリコウガッカ		専任講師
学部4年
学部4年 ガクブネンガクブネン		中條清美
山﨑淳史
牛田貴啓

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ジョン・ホークスの『二番目の皮膚』		John Hawks' “Second Skin”：A Review of Early Critical Opinion		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		Michael.S.Genung

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		接続法補文の節範疇について		On the Clausal Category of Subjunctive Complements		教養・基礎科学系 キ		専任講師		内堀朝子
 ウチボリアサコ

		35		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		CALLシステムによるコミュニケーション能力養成の指導効果 ノウリョクヨウセイシドウコウカ		Teaching English in a CALL Environment: Its Effect on Improving College Students Communicative Proficiency, as Measured by TOEIC Test Scores		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキキキキキ		専任講師
教授
助教授
助教授
助教授
専任講師 センニンコウシキョウジュジョキョウジュジョキョウジュジョセンニンコウシ		中條清美
福島   昇
須田理惠
木内   徹
Michael.S.Genung
Bernard R.Périssé
 チュウジョウ

		35		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		ビジュアルベーシックによる簡易型TOEIC用語彙力養成ソフトウェアの試作と試用結果 カンイガタヨウゴアツチカラヨウセイシサクシヨウケッカ		The Development of English CD-ROM Material to Teach Vocabulary for the TOEIC Test(Utilizing Visual Basic)		教養・基礎科学系
数理工学科
数理工学科
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キスウリコウガッカスウリコウガッカキキキキキ		専任講師
学部３生
学部３生
教授
助教授
助教授
助教授
専任講師（扱い） センニンコウシガクブショウガクブショウキョウジュジョキョウジュジョジョキョウジュセンニンコウシアツカ		中條清美
山﨑淳史
牛田貴啓
福島   昇
須田理惠
木内   徹
Michael.S.Genung
Bernard R.Périssé

		35		reserved-37427x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Disentangling the Threads of a Baffling Novel：La prière de l'absent by Tahar Ben Jelloun		教養・基礎科学系 キ		専任講師
（扱い） センニンコウシアツカ		Bernard R.Périssé

		34		reserved-37062x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				An Overview of the Early and Middle Works of John Hawkes		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		Michael.S.Genung

		34		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		ポップアートの展開
－オブジェ・日常性・身体		Pop Art
－Objet，Commodity，Body		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		大西貢司
 オオニシコウジ
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英語初級者向けＣＡＬＬシステムの開発とその効果

日英パラレルコーパスを活用した英語語彙指導の試み

大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力向上に向けたＣＡＬＬ文法力養成用ソフトウェアの開発
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語彙のカバー率とリーダビリティから見た大学英語入試問題の難易度

日英パラレルコーパスを構成するテキストの難易度分類に関する研究

文法指導による大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の効果

大伴家持の景
－「立山の賦」を中心として－

リチャード・ライトの『アウトサイダー』について

英語初心者向け「TOEIC語彙1，2」の選定とその効果

ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅱ

Convergences and Divergences in Corneille's Horace and Mishima's “Patriotism”

Rejection of Alien Values in Tahar Ben Jelloun's Novels

Discourses on Marriage in The Taming of the Shrew and Much Ado About Nothing

Determinism and Existentialism in John Hawks' “Second Skin”

Cruelty and Sublimity in the York Crucifixion of Christ

Violence and Sensibility in Adventures of Huckleberry Finn and Pudd'nhead Wilson

John Hawks' “Second Skin”：A Review of Early Critical Opinion

On the Clausal Category of Subjunctive Complements
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		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		41		reserved-39619x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		日本のラングストン・ヒューズ研究史		The Critical Response in Japan to Langston Hughes		教養・基礎科学系		教授		木内  徹

		41		reserved-39619x1F		論文 ロンブン		データ駆動型学習による効果的な英語初級者向け文法指導の試み		An Effective Way to Teach Grammar to EFL Beginners Using Data-Driven Learning		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
教養・基礎科学系
早稲田大学理工学部		准教授
准教授
専任講師
非常勤講師		中條清美
西垣知佳子
内堀朝子
キャサリン・オヒガン

		41		reserved-39619x1F		研究ノート ケンキュウ		リメディアル型授業に対する学習者の意識調査－大学英語クラスにおいて－		A Study of Learners' Attitudes toward Remedial Education in a Japanese University English Course		教養・基礎科学系
明海大学ホスピタリティ・
ツーリズム学部 キメイカイダイガクガクブ		非常勤講師
准教授 ヒジュン		中井延美
 ナカイビ

		41		reserved-39619x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		悲運な女性の表象
－ヘンリー・ジェイムズ『ある婦人の肖像』－ ヒウンジョセイヒョウショウフジンショウゾウ		Representation of an Unfortunate Woman: Henry James's The Portrait of a Lady		教養・基礎科学系 キ		教授 キ		福島  昇
 フクシマ

		41		reserved-39619x1F		研究ノート ケンキュウ		中・高英語検定教科書語彙の実用性の検証 チュウコウエイゴケンテイキョウカショゴイジツヨウセイケンショウ		Examining the Utility of Junior and Senior High School English Textbook Vocabulary		千葉県立茂原高等学校
教養・基礎科学系
千葉大学教育学部 キチバダイガクキョウイクガクブ		教諭
准教授
准教授 ジュンジュン		長谷川修治
中條清美
西垣知佳子
 チュウジョウニシガキチカコ

		41		reserved-39619x1F		資料 シリョウ		1980年代と2000年代の高等学校英語教科書語彙 ネンダイネンダイコウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ		An Analysis of High School English Textbook Vocabulary，1980s and 2000s		教養・基礎科学系
千葉県立茂原高等学校
千葉大学教育学部 キチバケンリツモバラコウトウガッコウチバダイガクキョウイクガクブ		准教授
教諭
准教授 ジュンキョウユジュン		中條清美
長谷川修治
西垣知佳子
 チュウジョウチョウタニカワシュウジニシガキチカコ

		40		reserved-39253x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		BNCビジネス語彙の抽出とe-learning教材の作成		Creating E-Learning Material with Statistically-Extracted Spoken & Written Business Vocabulary from the British National Corpus		教養・基礎科学系
東京国際大学
千葉大学教育学部
情報通信研究機構
小学館		助教授
客員教授
助教授
主任研究員
ディレクター		中條清美
キャサリン・オヒガン
西垣知佳子
内山将夫
中村隆宏

		40		reserved-39253x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		単語分布と専門語彙の関連付けに関する研究		Linking Word Distribution to Technical Vocabulary		情報通信研究機構
教養・基礎科学系		主任研究員
助教授		内山将夫
中條清美

		40		reserved-39253x1F		論文 ロンブン		クレオパトラとクレシダにおける恋愛のディスコース		Discourses on Love's Affairs of Cleopatra and Cressida		教養・基礎科学系		教授		福島  昇

		40		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		パラレルコーパスを利用した文法発見学習の試み リヨウブンポウハッケンガクシュウココロ		Discovering Grammar Basics with Parallel Concordancing		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
教養・基礎科学系 キチバダイガクキョウイクガクブキ		助教授
助教授
専任講師 ジョジョセ		中條清美
西垣知佳子
内堀朝子
 チュウジョウウチボリ

		40		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		リメディアル教育用英語検定学習教材の試用 キョウイクヨウエイゴケンテイガクシュウキョウザイシヨウ		Teaching Remedial English with EIKEN CALL Material		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部 キ		助教授
助教授		中條清美
西垣知佳子

		40		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		ナショナル・アイデンティティの行方―人種・文化・民族・歴史・政治の視点から ユクエジンシュブンカミンゾクレキシセイジシテン		The Destination of National Identity in the World: From the Perspective of Race, Culture, Ethnicity, History, and Politics		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
日本大学芸術学部
日本大学生物資源科学部
教養・基礎科学系
日本大学芸術学部
日本大学芸術学部
日本大学文理学部
杏林大学外国語学部 キキニゲイジュツガクブニチダイセイブツシゲンカガクブキニブンリガクブキョウリンダイガクガイコクゴガクブ		教授
教授
教授
教授
教授
教授
助教授
教授
教授 キキキキキキジョキキ		木内　徹
三輪信吾
山内　淳
中里壽明
福島　昇
堀　邦維
ジュリアン マニング
舘野正美
楠家重敏
 キウチトオルミワヤマウチジュンナカザトコトブキメイフクシマノボルタテノマサミクスイエシゲトシ

		40		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		高等学校英語教科書の語彙 コウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ		The Vocabulary of Selected High School English Textbooks		教養・基礎科学系
鹿児島県立出水商業高等学校・
千葉大学大学院教育学研究科
千葉県立茂原高等学校
千葉大学教育学部
富士通システムソリューションズ キカゴシマケンリツデミズショウギョウコウトウガッコウチバダイガクダイガクインキョウイクガクケンキュウカチバケンリツモバラコウトウガッコウチバダイガクキョウイクガクブフジツウ		助教授
教諭・修士課程１年
教諭
助教授
システムエンジニア ジョキョウユシュウシカテイネンキョウユジョ		中條清美
吉森智大
長谷川修治
西垣知佳子
山﨑淳史
 チュウジョウヨシモリトモヒロハセガワシュウジ

		40		reserved-39253x1F		展望・論評 テンボウロンピョウ		生命現象としての教育―「フェロモン」としての教師の役割―		Education as Life phenomenon Teacher’s Role as the “Pheromone”		教養・基礎科学系 キ		専任講師 セ		加藤正人
 カトウ

		39		reserved-38888x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		リチャード・ライトの俳句における禅の思想		Zen Buddhism in Richard Wright's Haiku		教養・基礎科学系		教授		木内  徹

		39		reserved-38888x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		表象のディスクール―シェイクスピア劇の「女形」に焦点を当てて―		The Discourse of Representation ― Focusing on Onnagata Actors in Shakespeare's Plays		教養・基礎科学系		教授		福島  昇

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		CALLシステムを用いた大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の累積的効果		Teaching English with a CALL System: Its Cumulative Effect on Improving Beginning-Level College Students’ Communicative Proficiency		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系		専任講師
助教授		内堀朝子
中條清美

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		初級英語学習者を対象としたコーパス利用学習の試み		Corpus-Based Language Learning for Beginner-Level English Learners		教養・基礎科学系
千葉大学
情報通信研究機構
数理工学専攻		助教授
助教授
主任研究員
博士前期2年		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
山﨑淳史

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		ＢＮＣ口語３分野からのレベル別ＥＳＰ語彙の抽出		Identifying and Selecting Level-Specific ESP Vocabulary from Three BNC Spoken Components		教養・基礎科学系
千葉大学
情報通信研究機構
小学館
数理工学専攻		助教授
助教授
主任研究員
―
博士前期2年		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
中村隆宏
山﨑淳史

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		子供話し言葉コーパスの特徴語抽出に関する研究		Extracting Outstanding Children's Spoken Words from Children's Spoken Corpora		教養・基礎科学系
千葉大学
情報通信研究機構
小学館
数理工学専攻		助教授
助教授
主任研究員
―
博士前期2年		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
中村隆宏
山﨑淳史

		39		reserved-38888x1F		資料 シリョウ		小学校英語活動用テキストの語彙		The Vocabulary of Selected Primary School  English Textbooks		教養・基礎科学系
千葉大学
千葉大学大学院
数理工学専攻
応用分子化学専攻		助教授
助教授
修士課程1年
博士前期2年
博士前期1年		中條清美
西垣知佳子
西岡菜穂子
山﨑淳史
白井篤義
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CALLシステムを用いた大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の累積的効果

初級英語学習者を対象としたコーパス利用学習の試み

ＢＮＣ口語３分野からのレベル別ＥＳＰ語彙の抽出

子供話し言葉コーパスの特徴語抽出に関する研究

小学校英語活動用テキストの語彙

クレオパトラとクレシダにおける恋愛のディスコース

パラレルコーパスを利用した文法発見学習の試み リヨウブンポウハッケンガクシュウココロ

リメディアル教育用英語検定学習教材の試用 キョウイクヨウエイゴケンテイガクシュウキョウザイシヨウ

ナショナル・アイデンティティの行方―人種・文化・民族・歴史・政治の視点から ユクエジンシュブンカミンゾクレキシセイジシテン

高等学校英語教科書の語彙 コウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ

生命現象としての教育―「フェロモン」としての教師の役割―

データ駆動型学習による効果的な英語初級者向け文法指導の試み

リメディアル型授業に対する学習者の意識調査－大学英語クラスにおいて－

中・高英語検定教科書語彙の実用性の検証 チュウコウエイゴケンテイキョウカショゴイジツヨウセイケンショウ

1980年代と2000年代の高等学校英語教科書語彙 ネンダイネンダイコウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ

The Critical Response in Japan to Langston Hughes

Representation of an Unfortunate Woman: Henry James's The Portrait of a Lady

Creating E-Learning Material with Statistically-Extracted Spoken & Written Business Vocabulary from the British National Corpus

Linking Word Distribution to Technical Vocabulary

Zen Buddhism in Richard Wright's Haiku

The Discourse of Representation ― Focusing on Onnagata Actors in Shakespeare's Plays



旧

		巻 カン		発刊年月 ハッカンネンゲツ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題 ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属 ショゾク		資格 シカク		著者 チョシャ

		41		reserved-39619x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		日本のラングストン・ヒューズ研究史		The Critical Response in Japan to Langston Hughes		教養・基礎科学系		教授		木内  徹

		41		reserved-39619x1F		論文 ロンブン		データ駆動型学習による効果的な英語初級者向け文法指導の試み		An Effective Way to Teach Grammar to EFL Beginners Using Data-Driven Learning		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
教養・基礎科学系
早稲田大学理工学部		准教授
准教授
専任講師
非常勤講師		中條清美
西垣知佳子
内堀朝子
キャサリン・オヒガン

		41		reserved-39619x1F		研究ノート ケンキュウ		リメディアル型授業に対する学習者の意識調査－大学英語クラスにおいて－		A Study of Learners' Attitudes toward Remedial Education in a Japanese University English Course		教養・基礎科学系
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部 キメイカイダイガクガクブ		非常勤講師
准教授 ヒジュン		中井延美 ナカイビ

		41		reserved-39619x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		悲運な女性の表象
－ヘンリー・ジェイムズ『ある婦人の肖像』－ ヒウンジョセイヒョウショウフジンショウゾウ		Representation of an Unfortunate Woman: Henry James's The Portrait of a Lady		教養・基礎科学系 キ		教授 キ		福島  昇 フクシマ

		41		reserved-39619x1F		研究ノート ケンキュウ		中・高英語検定教科書語彙の実用性の検証 チュウコウエイゴケンテイキョウカショゴイジツヨウセイケンショウ		Examining the Utility of Junior and Senior High School English Textbook Vocabulary		千葉県立茂原高等学校
教養・基礎科学系
千葉大学教育学部 キチバダイガクキョウイクガクブ		教諭
准教授
准教授 ジュンジュン		長谷川修治
中條清美
西垣知佳子 チュウジョウニシガキチカコ

		41		reserved-39619x1F		資料 シリョウ		1980年代と2000年代の高等学校英語教科書語彙 ネンダイネンダイコウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ		An Analysis of High School English Textbook Vocabulary，1980s and 2000s		教養・基礎科学系
千葉県立茂原高等学校
千葉大学教育学部 キチバケンリツモバラコウトウガッコウチバダイガクキョウイクガクブ		准教授
教諭
准教授 ジュンキョウユジュン		中條清美
長谷川修治
西垣知佳子 チュウジョウチョウタニカワシュウジニシガキチカコ

		40		reserved-39253x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		BNCビジネス語彙の抽出とe-learning教材の作成		Creating E-Learning Material with Statistically-Extracted Spoken & Written Business Vocabulary from the British National Corpus		教養・基礎科学系
東京国際大学
千葉大学教育学部
情報通信研究機構
小学館		助教授
客員教授
助教授
主任研究員
ディレクター		中條清美
キャサリン・オヒガン
西垣知佳子
内山将夫
中村隆宏

		40		reserved-39253x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		単語分布と専門語彙の関連付けに関する研究		Linking Word Distribution to Technical Vocabulary		情報通信研究機構
教養・基礎科学系		主任研究員
助教授		内山将夫
中條清美

		40		reserved-39253x1F		論文 ロンブン		クレオパトラとクレシダにおける恋愛のディスコース		Discourses on Love's Affairs of Cleopatra and Cressida		教養・基礎科学系		教授		福島  昇

		40		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		パラレルコーパスを利用した文法発見学習の試み リヨウブンポウハッケンガクシュウココロ		Discovering Grammar Basics with Parallel Concordancing		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
教養・基礎科学系 キチバダイガクキョウイクガクブキ		助教授
助教授
専任講師 ジョジョセ		中條清美
西垣知佳子
内堀朝子 チュウジョウウチボリ

		40		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		リメディアル教育用英語検定学習教材の試用 キョウイクヨウエイゴケンテイガクシュウキョウザイシヨウ		Teaching Remedial English with EIKEN CALL Material		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部 キ		助教授
助教授		中條清美
西垣知佳子

		40		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		ナショナル・アイデンティティの行方―人種・文化・民族・歴史・政治の視点から ユクエジンシュブンカミンゾクレキシセイジシテン		The Destination of National Identity in the World: From the Perspective of Race, Culture, Ethnicity, History, and Politics		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
日本大学芸術学部
日本大学生物資源科学部
教養・基礎科学系
日本大学芸術学部
日本大学芸術学部
日本大学文理学部
杏林大学外国語学部 キキニゲイジュツガクブニセイブツシゲンカガクブキニブンリガクブキョウリンダイガクガイコクゴガクブ		教授
教授
教授
教授
教授
教授
助教授
教授
教授 キキキキキキジョキキ		木内　徹
三輪信吾
山内　淳
中里壽明
福島　昇
堀　邦維
ジュリアン マニング
舘野正美
楠家重敏 キウチトオルミワヤマウチジュンナカザトコトブキメイフクシマノボルタテノマサミクスイエシゲトシ

		40		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		高等学校英語教科書の語彙 コウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ		The Vocabulary of Selected High School English Textbooks		教養・基礎科学系
鹿児島県立出水商業高等学校・千葉大学大学院教育学研究科
千葉県立茂原高等学校
千葉大学教育学部
富士通システムソリューションズ キカゴシマケンリツデミズショウギョウコウトウガッコウチバダイガクダイガクインキョウイクガクケンキュウカチバケンリツモバラコウトウガッコウチバダイガクキョウイクガクブフジツウ		助教授
教諭・修士課程１年
教諭
助教授
システムエンジニア ジョキョウユシュウシカテイネンキョウユジョ		中條清美
吉森智大
長谷川修治
西垣知佳子
山﨑淳史 チュウジョウヨシモリトモヒロハセガワシュウジ

		40		reserved-39253x1F		展望・論評 テンボウロンピョウ		生命現象としての教育―「フェロモン」としての教師の役割―		Education as Life phenomenon Teacher’s Role as the “Pheromone”		教養・基礎科学系 キ		専任講師 セ		加藤正人 カトウ

		39		reserved-38888x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		リチャード・ライトの俳句における禅の思想		Zen Buddhism in Richard Wright's Haiku		教養・基礎科学系		教授		木内  徹

		39		reserved-38888x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		表象のディスクール―シェイクスピア劇の「女形」に焦点を当てて―		The Discourse of Representation ― Focusing on Onnagata Actors in Shakespeare's Plays		教養・基礎科学系		教授		福島  昇

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		CALLシステムを用いた大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の累積的効果		Teaching English with a CALL System: Its Cumulative Effect on Improving Beginning-Level College Students’ Communicative Proficiency		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系		専任講師
助教授		内堀朝子
中條清美

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		初級英語学習者を対象としたコーパス利用学習の試み		Corpus-Based Language Learning for Beginner-Level English Learners		教養・基礎科学系
千葉大学
情報通信研究機構
数理工学専攻		助教授
助教授
主任研究員
博士前期2年		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
山﨑淳史

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		ＢＮＣ口語３分野からのレベル別ＥＳＰ語彙の抽出		Identifying and Selecting Level-Specific ESP Vocabulary from Three BNC Spoken Components		教養・基礎科学系
千葉大学
情報通信研究機構
小学館
数理工学専攻		助教授
助教授
主任研究員
―
博士前期2年		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
中村隆宏
山﨑淳史

		39		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		子供話し言葉コーパスの特徴語抽出に関する研究		Extracting Outstanding Children's Spoken Words from Children's Spoken Corpora		教養・基礎科学系
千葉大学
情報通信研究機構
小学館
数理工学専攻		助教授
助教授
主任研究員
―
博士前期2年		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
中村隆宏
山﨑淳史

		39		reserved-38888x1F		資料 シリョウ		小学校英語活動用テキストの語彙		The Vocabulary of Selected Primary School  English Textbooks		教養・基礎科学系
千葉大学
千葉大学大学院
数理工学専攻
応用分子化学専攻		助教授
助教授
修士課程1年
博士前期2年
博士前期1年		中條清美
西垣知佳子
西岡菜穂子
山﨑淳史
白井篤義

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		英語初級者向けＣＡＬＬシステムの開発とその効果		Developing a Beginning-Level CALL System and Its Effect on College Students’Communicative Proficiency		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
教養・基礎科学系
数理工学専攻 キガクキョウイクガクブキスウリコウガクセンコウ		助教授
助教授
専任講師
博士前期課程1年 ジョキョウジュジョキョウジュセンニンコウシカテイ		中條清美
西垣知佳子
内堀朝子
山﨑淳史

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		日英パラレルコーパスを活用した英語語彙指導の試み		Japanese-English Parallel Corpus Application for English Vocabulary Learners		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
情報通信研究機構
早稲田大学法学部
数理工学専攻 キガクキョウイクガクブジョウホウツウシンケンキュウキコウワセダダイガクホウガクブスウリコウガクセンコウ		助教授
助教授
研究員
教授
博士前期課程1年 ジョキョウジュジョキョウジュケンキュウインキョウジュカテイ		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
原田康也
山﨑淳史

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力向上に向けたＣＡＬＬ文法力養成用ソフトウェアの開発		The Development of CALL Material for Grammar to Improve Communicative Proficiency of Beginning-Level College Students		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		内堀朝子
中條清美 ウチボリアサコチュウジョウ

		38		reserved-38523x1F		論文 ロンブン		D.H.ロレンスの「木馬に乗った少年」―不幸な家庭とその寓意		D.H.Lawrence’s ‘The Rocking-Horse Winner’― The Allegory of the Unhappy Family		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠 スダ

		38		reserved-38523x1F		研究ノート ケンキュウ		Webを利用した語彙習熟度テストの開発		Developing Vocabulary Proficiency Web-Tests		数理工学専攻
教養・基礎科学系 コウガクセンコウキ		博士前期課程1年
助教授 カテイ		山﨑淳史
中條清美 チュウジョウ

		38		reserved-38523x1F		研究ノート ケンキュウ		東京都世田谷区「風景づくり」の独自性～風景づくり条例，風景づくりフォーラムと国分寺崖線保全整備条例を中心に		The Creativities of Landscaping in  Setagaya ; Townscape Ordinance and Townscape Forum		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		大西貢司 オオニシ

		38		reserved-38523x1F		資料		英語絵辞書の語彙		The Vocabulary of Selected English Picture Dictionaries		教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
情報通信研究機構
千葉大学大学院教育学研究科
数理工学専攻 キガクキョウイクガクブガクダイガクキョウイクガクケンキュウカスコウガクセンコウ		助教授
助教授
研究員
博士前期課程1年
博士前期課程1年
 ハクシゼンキカテイカテイ		中條清美
西垣知佳子
内山将夫
岩楯弘美
山﨑淳史

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		コルネイユの『ホレス』と三島由紀夫の「憂国」における収斂と逸脱		Convergences and Divergences in Corneille's Horace and Mishima's “Patriotism”		教養・基礎科学系 キ		専任講師
（扱い） センニンコウシアツカ		Bernard R.Périssé

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		タハール・ベン・ジェルーンの作品における外的価値の拒絶		Rejection of Alien Values in Tahar Ben Jelloun's Novels		教養・基礎科学系 キ		専任講師
（扱い）		Bernard R.Périssé

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		『じゃじゃ馬馴らし』と『空騒ぎ』における結婚のディスコース		Discourses on Marriage in The Taming of the Shrew and Much Ado About Nothing		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		福島   昇

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅲ		The Development of English CD-ROM Material to Teach Vocabulary for the TOEIC Test(Utilizing Visual Basic)：Part 3		教養・基礎科学系
数理工学科
TISシステムサービス
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
千葉大学教育学部 キスウリコウガッカキキチバダイガクキョウイクガクブ		専任講師
学部4年
S　E
助教授
専任講師
助教授
 センニンコウシガクブネンジョキョウジュセンニンコウシジョキョウジュ		中條清美
牛田貴啓
山﨑淳史
Michael.S.Genung
内堀朝子
西垣知佳子

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		語彙のカバー率とリーダビリティから見た大学英語入試問題の難易度		Assessing Japanese College Qualification Tests Using JSH Text Coverage and Readability Indices		教養・基礎科学系
千葉県立長狭高等学校 キチバケンリツチョウセマコウトウガッコウ		専任講師
教諭 センニンコウシキョウユ		中條清美
長谷川修治

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		日英パラレルコーパスを構成するテキストの難易度分類に関する研究		A Study on Classifying Texts in English-Japanese Parallel Corpora According to Linguistic Difficulty		教養・基礎科学系
応用分子化学科
情報通信研究機構
千葉大学教育学部
千葉県立長狭高等学校 キオジョウホウツウシンケンキュウキコウチバダイガクキョウイクガクブチバケンリツチョウセマコウトウガッコウ		専任講師
学部3年
主任研究員
助教授
教諭 センニンコウシガクブネンシュニンケンキュウインジョキョウユ		中條清美
白井篤義
内山将夫
西垣知佳子
長谷川修治

		37		reserved-38158x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ジョン・ホークスの『第二の皮膚』における決定論と実存主義		Determinism and Existentialism in John Hawks' “Second Skin”		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		Michael.S.Genung

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		文法指導による大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の効果		Teaching English Grammar: Its Effects on Improving Beginning-Level College Students' Communicative Proficiency		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキ		専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシ		中條清美
内堀朝子 チュウジョウウチボリアサコ

		37		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		大伴家持の景
－「立山の賦」を中心として－		The Views Described by Ootomo no Yakamochi
-Tachiyama no Fu-		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		清水明美 シミズアケミ

		36		reserved-37792x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『アウトサイダー』について		On Richard Wright's The Outsider		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		木内  徹 キウチトオル

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ヨーク劇『キリストの磔』における残虐性と荘厳さ		Cruelty and Sublimity in the York Crucifixion of Christ		教養・基礎科学系 キ		専任講師		Bernard R.Périssé

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		『ハックルベリー・フィンの冒険』と『まねけのウィルソン』における暴力と感受性		Violence and Sensibility in Adventures of Huckleberry Finn and Pudd'nhead Wilson		教養・基礎科学系 キ		専任講師		Bernard R.Périssé

		36		reserved-37792x1F		論文 ロンブン		英語初心者向け「TOEIC語彙1，2」の選定とその効果		Selecting “TOEIC Vocabulary 1&2” for Beginning-Level Students and Measuring Its Effect on a Sample TOEIC Test		教養・基礎科学系 キ		専任講師		中條清美

		36		reserved-37792x1F		論文 ロンブン		ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅱ		The Development of English CD-ROM Material to Teach Vocabulary for the TOEIC Test(Utilizing Visual Basic)：Part 2		教養・基礎科学系
数理工学科
数理工学科 キスウリコウガッカスウリコウガッカ		専任講師
学部4年
学部4年 ガクブネンガクブネン		中條清美
山﨑淳史
牛田貴啓

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ジョン・ホークスの『二番目の皮膚』		John Hawks' “Second Skin”：A Review of Early Critical Opinion		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		Michael.S.Genung

		36		reserved-37792x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		接続法補文の節範疇について		On the Clausal Category of Subjunctive Complements		教養・基礎科学系 キ		専任講師		内堀朝子 ウチボリアサコ

		35		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		CALLシステムによるコミュニケーション能力養成の指導効果 ノウリョクヨウセイシドウコウカ		Teaching English in a CALL Environment: Its Effect on Improving College Students Communicative Proficiency, as Measured by TOEIC Test Scores		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキキキキキ		専任講師
教授
助教授
助教授
助教授
専任講師 センニンコウシキョウジュジョキョウジュジョキョウジュジョセンニンコウシ		中條清美
福島   昇
須田理惠
木内   徹
Michael.S.Genung
Bernard R.Périssé チュウジョウ

		35		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		ビジュアルベーシックによる簡易型TOEIC用語彙力養成ソフトウェアの試作と試用結果 カンイガタヨウゴアツチカラヨウセイシサクシヨウケッカ		The Development of English CD-ROM Material to Teach Vocabulary for the TOEIC Test(Utilizing Visual Basic)		教養・基礎科学系
数理工学科
数理工学科
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キスウリコウガッカスウリコウガッカキキキキキ		専任講師
学部３生
学部３生
教授
助教授
助教授
助教授
専任講師（扱い） センニンコウシガクブショウガクブショウキョウジュジョキョウジュジョジョキョウジュセンニンコウシアツカ		中條清美
山﨑淳史
牛田貴啓
福島   昇
須田理惠
木内   徹
Michael.S.Genung
Bernard R.Périssé

		35		reserved-37427x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Disentangling the Threads of a Baffling Novel：La prière de l'absent by Tahar Ben Jelloun		教養・基礎科学系 キ		専任講師
（扱い） センニンコウシアツカ		Bernard R.Périssé

		34		reserved-37062x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				An Overview of the Early and Middle Works of John Hawkes		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		Michael.S.Genung

		34		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		ポップアートの展開
－オブジェ・日常性・身体		Pop Art
－Objet，Commodity，Body		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		大西貢司 オオニシコウジ

		33		reserved-36697x1F		資料 シリョウ		三番瀬保全と都市開発に関する資料　　＜資料＞ サンバンセホゼントシカイハツカンシリョウシリョウ		Review on Sanbanze Nature Preservation and Urban Development		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師		大西貢司 オオニシコウジ

		32		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		初期プラトンにおけるイデアおよびエイドスの意味 ショキイミ		The Meaning of Earlier Plato's “idea” and “eidos”		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		32		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		『チャタレイ夫人の恋人』の成立について
－D.H.ロレンスの内なる見解をめぐって－ フジンコイビトセイリツウチケンカイ		How Lady Chatterley’s Lover Was Made
－Focusing on D.H.Lawrence's Interior Viewpoints－		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠 スダリエ

		32		reserved-36331x1F		資料 シリョウ		ギリシアの考古学博物館（改訂第3版）　　＜資料＞ コウコガクハクブツカンカイテイダイハンシリョウ		List of Archaeological Museums in Greece（3rd. ed.）		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		31		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		自然哲学の諸問題（2）
－レウキッポス・デモクリトス・プラトン－ シゼンテツガクショモンダイ		The Problems of Natural Philosophy（2）
－Leucippus，Democritus，Plato－		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		31		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『ブラック・パワー』
－アメリカ黒人解放運動から第3世界解放運動へ－ コクジンカイホウウンドウダイセカイカイホウウンドウ		Richard Wright's Black Power： 
From the Liberation Movement of African Americans in the United States to That of the Oppressed People in the Third World		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		木内　徹 キウチトオル

		31		reserved-35966x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Zen Buddhistic，Cabalistic，and Pythagorean Influences in Yeats'　“The　Statues”		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		Michael.S.Genung

		30		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		ソクラテス学派研究序説 ガクハケンキュウジョセツ		An Introductory Research into the Followers of Socrates		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		30		reserved-35601x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Richaｒd Wright and Black Music		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		木内　徹 キウチトオル

		30		reserved-35601x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Tragic Equivocation：
The Role of Ophelia in Hamlet		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		福島　昇 フクシマノボル

		30		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		ウォーターフロント開発の現状と課題
－欧米諸都市と東京湾の事例から－ カイハツゲンジョウカダイオウベイショトシトウキョウワンジレイ		Waterfront Development,Significance and Future
－Cases in Western Cities and Tokyo Bay－		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師		大西貢司 オオニシコウジ

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		アリストテレス『ニコマコス倫理学』第7巻第1～3章の解釈について リンリガクダイカンダイショウカイシャク		An Interpretation of Aristotle’s Nicomachean Ethics Vol.7,1-3		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		労働理論におけるペテイとアダム・スミス
－とくにペテイがアダム・スミスに与えた影響について－ ロウドウリロンアタエイキョウ		Sir William Petty and Adam Smith in Labour Theory 
－On the Influence of Lobour Theory from S.W.Petty to A.Smith－		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		大渕崇人 オオブチタカヒト

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		D.H.ロレンスの「三つの真面目な小説」の「全体」について ミッマジメショウセツゼンタイ		A Study on the Whole of D.H.Lawrence's Novels
－Focusing on The Rainbow,Women in Love and Aaron's Rod－		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠 スダリエ

		29		reserved-35236x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Intimations of Immortality
：The Problem of Allusion in the Exodos of Sophokles' Trachiniae		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		James.R.Valera

		29		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		圧縮記帳をめぐる法律論争について アッシュクキチョウホウリツロンソウ		Legal Controversy Concerning Advanced Depreciation		管理工学科
管理工学科 カカ		専任講師
非常勤講師 センニンコウシヒジョウキンコウシ		清水　曻　　　　　　　　　　　　　　　林　正一
 シミズショウハヤシショウイチ

		29		reserved-35236x1F		資料 シリョウ		ギリシアの考古学博物館（第2版）　　＜資料＞ コウコガクハクブツカンダイハンシリョウ		List of Archaeological Museums in Greece（2nd. ed．）		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		29		reserved-35236x1F		研究ノート ケンキュウ		マクベス夫人の夢遊病一考察　　＜研究ノート＞ フジンムユウビョウイチコウサツケンキュウ		A Study on Lady Macbeth’s Sleepwalking		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		岡田充雄 オカダミツオ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		ギリシャ悲劇の諸問題 ヒゲキショモンダイ		The Problems of Greek Tragedy		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		中西裕一 ナカニシユウイチ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		規制行政の基礎的考察 キセイギョウセイキソテキコウサツ		A Basic Study on Regulative Administration		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキ		非常勤講師
教授 ヒキョウジュ		福島康仁

馬場 　愼　　　 フクシマヤスヒト

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		政府機能の制限と拡充
－Ａ.スミスとＪ.Ｓ.ミルの所説を中心として－ セイフキノウセイゲンカクジュウショセツチュウシン		Regulation and Expansion of Government Functions
－Comparative Consideration of A.Smith and J. S. Mill－		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		大渕崇人 オオブチタカヒト

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		リチャード・ライトの『通過儀礼』について ツウカギレイ		On Rechard Wright's Rite of Passage		教養・基礎科学系 キ		助教授		木内　徹 キウチトオル

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		D.H.Lawrenceの「モラルと小説」を巡って ショウセツメグ		A Study on D.H.Lawrence's Controversial                                                   “Morality and the Novel”		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		須田理惠 スダリエ

		28		reserved-34870x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				The Polarities of Shakespeare's Depiction of Love as Expressed Through Romeo and The Poet		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		福島  昇 フクシマ

		28		reserved-34870x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Ｔｈｅ Discontinuity of the Relative That in Old and Middle English		教養・基礎科学系 キ		専任講師 センニンコウシ		塚本  聡 ツカモト

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		ムージルの『愛の完成』について アイカンセイ		Zu Robert Musils ”Die Vollendung der Liebe“		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョキョウジュ		永口孝徳 ナガグチタカノリ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		ブレヒトの『セチュアンの善人』について
－「善」と「生」の問題－ ゼンニンゼンセイモンダイ		Über Brechts 》Der gute Mensch von Sezuan《
－das Problem von ”gut sein“ und ”leben“－		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師 ヒ		坪谷準治 ツボタニジュンジ

		28		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		H.v.クライストの『公子ホンブルク』における劇構成 コウシゲキコウセイ		Struktur im Prinzen Friedrich von Homburg von H.v.Kleist		教養・基礎科学系 キ		非常勤講師		渡辺徳夫 ワタナベトクオ
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		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		ライブラリー・オブ・アメリカ叢書の『アメリカの息子』について クサムラショムスコ		The Library of America's Native Son		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		木内　徹 キウチトオル
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		26		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		“あがり”に関する研究
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理工学部一般教育
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テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクガクイッパンキョウイクイッパンキョウイクガクガク				榊 博文
宇留野藤雄
Milton Simmons
茂木 　茂
坂入保世
Philip Watkins
Charles Gillon　　　　　　　　　　　　　　 サカキウルノフジオ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－帰国後における日常生活態度および世界観・異文化体験等に対する意識の変容－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウキコクゴニチジョウセイカツタイドセカイカンイブンカタイケントウタイイシキヘンヨウ		A Study of Adjustment Processes of Japanese Students to Life in the United States
：Changes in Daily Life Attitudes，Life and World View，and Sensitivity to Cross‐Cultural Experiences		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクシュウダイガクガクガク				茂木　茂
宇留野藤雄
榊 博文
坂入保世
Milton Simmons
Philip Watkins
Charles Gillon　　　　　　　　　　　　　　 モギシゲルウルノフジオヒロフミ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		不公平税制の実態と実証的分析 フコウヘイゼイセイジッタイジッショウテキブンセキ		An Analysis about the Actual State of Inequality Taxation		一般教育 イッパンキョウイク				加藤順介 カトウジュンスケ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		歴史心理学の現代的課題 レキシシンリガクゲンダイテキカダイ		Contemporary Problems on Historical Psychology		一般教育		非常勤講師 ヒ		中西茂行 ナカニシシゲユキ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		ダニエル・デフォーと徳富蘇峰の青少年期におけるキリスト教の影響について（その1） トクトミソホウセイショウネンキキョウエイキョウ		A Study on the Influence of Christianity on Daniel Defoe and Tokutomi Soho during their Juvenescent Period （Part 1）		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男 オオハシカズオ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		マクベスにおける悪について
－リチャード三世との比較を中心に－ アクサンセイヒカクチュウシン		Wrongs in Macbeth
－Compared with King Richard Ⅲ－		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		福島　 昇 フクシマノボル

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		トゥホルスキーとカフカ		Tucholsky und Kafka		一般教育		非常勤講師 ヒ		渋谷治彦 シブヤハルヒコ

		20		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		『マクベス』と『悪霊』に於けるニヒリズムについて（その1）
－「スタブローギンの告白」を視点にして－ アクリョウオコクハクシテン		A Study on Comparison of Nihilism of “Macbeth” and “БＥＣ”（1）		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		20		reserved-31948x1F		資料 シリョウ		工科系大生の健康・体力・スポーツに関する意識調査　　＜資料＞ コウカケイケンコウタイリョクカンイシキチョウサシリョウ		The Investigation of Consciousness as to the Health，the physical fitness，and Sports of the Engineering Students		一般教育 イッパンキョウイク				坂井 　計 サカイケイ

		20		reserved-31948x1F		展望 テンボウ		組織における疎外概念に対する行動科学的アプローチ　　＜展望＞ ソシキソガイガイネンタイコウドウカガクテキテンボウ		Behavioral Scientific Approach to the Concept of Alienation in Organizations		一般教育 イッパンキョウイク				榊 博文  サカキヒロフミ

		19		reserved-31583x1F				デフォーと蘇峰（序論） ソホウジョロン		An Introductory Study on the Relations between Daniel Defoe and Tokutomi Soho		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男 オオハシカズオ

		19		reserved-31583x1F				シュティフターの「荒野の村」
－詩人としての自立－ コウヤムラシジンジリツ		Stiffers ”Das Haidedorf“
－Seine Selbständigkeit als Dichter－		一般教育 イッパンキョウイク				北村侑子 キタムラユウコ

		19		reserved-31583x1F		（英文） エイブン		『武器よさらば』　と　『カップルズ』に見られる現代愛の諸相 ブキミゲンダイアイショソウ		Aspects of Modern Loves as Seen in A Farewell to Arms and Couples		一般教育		非常勤講師 ヒ		木村公一 キムラコウイチ

		19		reserved-31583x1F				モンテスキュー律例精義 リツレイセイギ		A Study of “De I'Esprit des Loix”		一般教育
一般教育 イッパンキョウイク		教授
非常勤講師 キョウジュヒ		馬場  愼　　　　　　　　　　　　藤原直彦
 シンフジワラナオヒコ

		19		reserved-31583x1F				ポーの『モルグ街の殺人事件』について（下）
－これは単なる推理小説ではない－ ガイサツジンジケンシタタンスイリショウセツ		A Study on Poe's “The Murders in the Rue Morgue”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		19		reserved-31583x1F				ジェイン・オースティンの結婚観についての一考察
－作品の登場人物の結婚をめぐって－ ケッコンカンイチコウサツサクヒントウジョウジンブツケッコン		A Study on Jane Austen's View of Marriage
－by My Researching Heroines' and the Other Characters' Marriage in her Novels－		一般教育 イッパンキョウイク				坪谷邦枝 ツボタニクニエ

		18		reserved-31218x1F				新聞英語におけるAbsolute Construction，Appositive Phraseに関する一考察 シンブンエイゴカンイチコウサツ		A Study of the Absolute Construction and the Appositive Phrase used in Newspaper English		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男 オオハシカズオ

		18		reserved-31218x1F				滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－留学への不安からみた適応過程－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウリュウガクフアンテキオウカテイ		A Study of Japanese Student Adjustment Process to Life in the United States of Americs
： Student Anxiety and the Adjustment Process		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクシュウダイガクガクガク				坂入保世
宇留野藤雄
茂木 　茂
 榊 博文
河北尚夫
渋谷正敏
Milton Simmons
Phillip Watkinds
Chaeles Gillon　　　　　　　　　 サカイリヤスヨウルノフジオモギシゲルサカキヒロフミカワキタヒサオシブヤマサトシ

		18		reserved-31218x1F				滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－留学への動機・目的意識からみた適応過程－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウリュウガクドウキモクテキイシキテキオウカテイ		A Study of Japanese Student Adjustment Process to Life in the United States of America
：The Relationship of Motives and Purposes to Adjustment Process		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
テネシー州大学
テネシー州大学
テネシー州大学 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクシュウダイガクガクガク				坂入保世
宇留野藤雄
茂木 　茂
榊　博文
河北尚夫
渋谷正敏
Milton Simmons
Phillip Watkinds
Chaeles Gillon　　　　　　　　　 サカイリヤスヨウルノフジオモギシゲルヒロフミカワキタヒサオシブヤマサトシ

		18		reserved-31218x1F				高校体操競技選手の”あがり”に関する研究
－“あがり”の程度と「経験」・「自信」・「演技の成否」・「あがり原因」・「あがり徴候」との関係について－ コウコウタイソウキョウギセンシュカンケンキュウテイドケイケンジシンエンギセイヒゲンインチョウコウカンケイ		A Study of “Stage Flight”of Gymnasts in Senior High school
：Relationships between “Seif‐Awareness of the Degree of Stage Flight” and “Their Experience，Self‐confidence，Success or Failure of the Exercisｅ，Causes of Stage Flight and Symptons”		理工学部一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 リコウガクブイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				橋口泰武
茂木　 茂
坂入保世
河北尚夫
渋谷正敏
榊　博文 ハシグチヤスタケモギシゲルサカイリヤスヨカワキタヒサオシブヤマサトシヒロフミ

		18		reserved-31218x1F				情報化社会とアクセス権 ジョウホウカシャカイケン		The Right of Access to Mass Media in the Information Society		一般教育
一般教育 イッパンキョウイク		教授
非常勤講師 キョウジュヒ		馬場 　愼
小川三千彦 シンオガワミチヒコ

		18		reserved-31218x1F				賍物罪の研究 ゾウモノザイケンキュウ		The Study of Receiving Stolen Property		一般教育		非常勤講師 ヒ		藤原直彦 フジワラナオヒコ

		18		reserved-31218x1F				『小規模閉鎖株式会社に関する一考察』
大小区分立法に関して ショウキボヘイサカブシキガイシャカンイチコウサツダイショウクブンリッポウカン		A Study of Close of Small Closely Held Corporations		一般教育		非常勤講師 ヒ		藤村知巳 フジムラトモミ

		18		reserved-31218x1F				ポーの『モルグ街の殺人事件』について（中）
－これは単なる推理小説ではない－ ガイサツジンジケンチュウタンスイリショウセツ		A Study on Poe's “The Murders in The Rue Morgue”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		17		reserved-30853x1F				アメリカ合衆国における議会拒否権 ガッシュウコクギカイキョヒケン		The Congressional Ｖｅｔｏ in the United States of America		一般教育		非常勤講師 ヒ		関根二三夫 セキネフミオ

		17		reserved-30853x1F				ヘルダーの「神」について
－『神，いくつかの会話』を中心に－ カミカミカイワチュウシン		Über Herders ”Gott“ 
－Hauptsächlich vom Standpunkt von Herders Werk：”Gott，einige Gespräche“ betrachtet－		一般教育 イッパンキョウイク				三輪信吾 ミワシンゴ

		17		reserved-30853x1F				ブレヒトの『ルクルスの審問』
－後世への展望－ シンモンコウセイテンボウ		Brechts ≫Das Verhör des Lukullus≪
－Der Ausblick in die Nachwelt－		一般教育		非常勤講師 ヒ		坪谷準治 ツボタニジュンジ

		17		reserved-30853x1F				全身反応時間に関する研究
－反応時間の跳躍パターンについて－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウハンノウジカンチョウヤク		A Study on the Relationship Between Jumping Reactive Behaviours and Their Reaction Time		一般教育
一般教育
一般教育
管理工専攻 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクカコウセンコウ				坂井　 計
山本昌典
大沢正美
斎藤　 真 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミサイトウシン

		17		reserved-30853x1F				高校体操競技選手の“あがり”に関する研究
－「意識」・「微候」・「原因」を中心として－ コウコウタイソウキョウギセンシュカンケンキュウイシキビコウゲンインチュウシン		A Study on “A Stage Flight” of Gymnasts in Senior High Schooｌ
：Analyses Based on Their Self Reports，Physical Symptoms and Causes of it		理工学部一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 リコウガクブイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				橋口泰武
茂木 　茂
坂入保世
河北尚夫
渋谷正敏
榊　 博文 ハシグチヤスタケモギシゲルサカイリヤスヨカワキタヒサオシブヤマサトシヒロフミ

		17		reserved-30853x1F				ポーの『モルグ街の殺人事件』について（上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－これは単なる推理小説ではない－ ガイサツジンジケンジョウタンスイリショウセツ		A Study on Poe's “The Murders in the Rue Morgue”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		国家死滅に関する哲学的一考察
－国家転覆思想の誤りについて－ コッカシメツカンテツガクテキイチコウサツコッカテンフクシソウアヤマ		A phylosophical study concerning annihilation of State
－On theoretical inconsistency of revolutionisum－		一般教育 イッパンキョウイク				古田 　晉 フルタシン

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		産業組織における人間行動序説
－研究による組織開発のための＜主体性＞と＜生産性＞に関する考察－ サンギョウソシキニンゲンコウドウジョセツケンキュウソシキカイハツシュタイセイセイサンセイカンコウサツ		An Introductory Study on the Human Behavior in Industrial Organizations
：A Consideration about Subjecvtivety and Productivity for Organization Development through Scientific Studies		一般教育 イッパンキョウイク				榊 博文 サカキヒロフミ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		Graham Greene の世界
－初期の作品にみる「悪」の問題をめぐって－ セカイショキサクヒンアクモンダイ		A World Of Graham Greene
－Mainly about the evil element in His Earty Works－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一 キムラコウイチ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		メールヒェンと夢 ユメ		Märchen und Träume		一般教育 イッパンキョウイク				竹内季子 タケウチキコ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－滞米学生の特性と適応過程－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウタイベイガクセイトクセイテキオウカテイ		A Study on Japanese Students’Adjustment Process to the Life in the United States: Characteristics of Japanese Students and their Adjustment Process		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				浅井義弘
宇留野藤雄
茂木 　茂
坂入保世
榊　博文
河北尚夫
渋谷正敏　　　　　　　 アサイヨシヒロウルノフジオモギシゲルサカイリヤスヨヒロフミカワキタヒサオシブヤマサトシ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		滞米日本人学生の適応過程に関する研究
－滞米学生の「日本」・「アメリカ」・「人間関係」・「現在の自分」に対するイメージとその変容－ タイベイニホンジンガクセイテキオウカテイカンケンキュウタイベイガクセイニホンニンゲンカンケイゲンザイジブンタイヘンヨウ		A Study on Japanese Students’Adjustment Process to the Life in the United States of America Students’ Changing Image of “Japan”“America”“Personal Relations” and “Me”		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				茂木 　茂
宇留野藤雄
浅井義弘
坂入保世
河北尚夫
榊　博文　
渋谷正敏 モギシゲルウルノフジオアサイヨシヒロサカイリヤスヨカワキタヒサオヒロフミシブヤマサトシ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		鍛練者，及び非鍛練者の全身選択反応時間に関する比較研究 タンレンシャオヨヒタンレンシャゼンシンセンタクハンノウジカンカンヒカクケンキュウ		The comparative Study on Selective Jumping Reaction Time with trained and non‐trained sports players		一般教育
一般教育
一般教育
管理工学科
管理工学科 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクカカ				坂井 　計
山本昌典
大沢正美
笠間信一郎
斎藤 　真 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミカサマシンイチロウサイトウシン

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		体育実技授業が身体に与える影響についての基礎的研究
－負担度測定（フリッカー値，自覚疲労）を中心として－ タイイクジツギジュギョウシンタイアタエイキョウキソテキケンキュウフタンドソクテイチジカクヒロウチュウシン		The Basic Study on The Influence that Physical Training gives Students’Living Bodies
－Laying stress on the measurement of Students load（C.F.F,　S.A）－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				山本昌典
大沢正美
坂井 　計 ヤマモトマサノリオオサワマサミサカイケイ

		16		reserved-30492x1F		論文 ロンブン		中世上総国における守護と国衙についての覚書 チュウセイジョウソウコクシュゴコクオボエガキ		A Study ｏｆ “Shugo and KoKuga” ｏｆ Kazusano‐Kuni in the middle ages		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		高村　隆 タカムラタカシ

		16		reserved-30492x1F		資料 シリョウ		「自明治十一年至仝十八年　幌内事業報告書」　　＜資料＞ ジメイジジュウイチネンイタルジュウハチネンホロナイジギョウホウコクショシリョウ		Reports on the Coal‐Mines ｏｆ Poronal and Iwanai，1878‐1885		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹 タナカナオキ

		15		reserved-30127x1F				「共産党宣言」の理論的欠陥に関する哲学的一考察
－人間史観・人間価値・人間論・人間（家族）主義の立場に立ち－ キョウサントウセンゲンリロンテキケッカンカンテツガクテキイチコウサツニンゲンシカンニンゲンカチニンゲンロンニンゲンカゾクシュギタチバタ		К.МаРке и Ф. Энгельс
Манифест Коммунистической Партии		一般教育 イッパンキョウイク				古田 　晉 フルタシン

		15		reserved-30127x1F				『ゴート語と古アイスランド語における「運動動詞」について』 ゴコゴウンドウドウシ		“Über die Bewegungasverben im Gotischen und Aｉtislandischen“		一般教育 イッパンキョウイク		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		鹿児島繁雄 カゴシマシゲオ

		15		reserved-30127x1F				ユグノオ像を中心とする「夢遊の人々」第三部の解釈 ゾウチュウシンムユウヒトビトダイサンブカイシャク		Eine Erdeutung vom dritten Teil ”der Schlafwandler“
－Unter zentraler Orientierung des Huguenau-Bildes		一般教育 イッパンキョウイク				原 　淳一 ハラジュンイチ

		15		reserved-30127x1F				Homeros のスポーツマンシップ		Homer's Sportsmanship		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				米井恭治
坂井 　計
山本昌典
大沢正美 ヨネイキョウジサカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		15		reserved-30127x1F				全身反応時間に関する研究（Part 3）
－全身反応時間の短縮要因及び走跳に対する左右足の関連について－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウゼンシンハンノウジカンタンシュクヨウインオヨソウチョウタイサユウアシカンレン		A Study on Jumping Reaction Time （Part 3）
－the factor of jumping reaction time and the relation of both legs to run and jump－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				坂井 　計
山本昌典
大沢正美　　　 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		15		reserved-30127x1F				告白形式の小説の限界
－「意識の流れ」誕生への道－ コクハクケイシキショウセツゲンカイイシキナガタンジョウミチ		The Limit of the Novel of Monologue
－An Approach to the Creation of “Stream of Consciousness”－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		15		reserved-30127x1F				シュトラースブルクのゲーテ		Goethe in Stragaßburg		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳 ナガクチタカノリ

		14		reserved-29762x1F				国際連合における人権及び基本的自由の侵害に関する通報の処理手続 コクサイレンゴウジンケンオヨキホンテキジユウシンガイカンツウホウショリテツヅ		Ｔｈｅ United Nations Procedure for Dealing with Communications Relating to Violations of Human Right and Fundamental Freedoms		元生産工学部
（国際連合人権委員会） モトセコクサイレンゴウジンケンイインカイ		非常勤講師 ヒ		久保田洋 クボタヒロシ

		14		reserved-29762x1F				The Alexandria Quartet：Clea に見られるDurrell の文学観 ミブンガクカン		Durrell’s View on Literature
－As Seen in The Alexandria Quartet ： Clea－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一 キムラコウイチ

		14		reserved-29762x1F				アーダルベルト・シュティフターの「石灰石」
－カール村の司祭の最後の意志－ セッカイセキムラシサイサイゴイシ		Adalbert Stifters ”Kalkstein“
－Letzter Wille des Pfarrers im Kar－		一般教育 イッパンキョウイク				北村侑子 キタムラユウコ

		14		reserved-29762x1F				全身反応時間に関する研究（1）
－単純視覚全身反応時間と全身選択反応時間との比較－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウタンジュンシカクゼンシンハンノウジカンゼンシンセンタクハンノウジカンヒカク		A Study on Jumping Reaction Time （1）
－Comparison between Simple Jumping Reaction Time and Total Jumping Reaction Time－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				坂井 　計
山本昌典
大沢正美　　　 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		14		reserved-29762x1F				全身反応時間に関する研究（2）
－大学の体育実技が敏捷性に及ぼす影響について－ ゼンシンハンノウジカンカンケンキュウガクタイイクジツギビンハヤシセイオヨエイキョウ		A Study on Jumping Reaction Time （2）
－Effects of Physical Training on Agility Test at the College of Industrial Technology, Nihon University－		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				坂井 　計
山本昌典
大沢正美　　　 サカイケイヤマモトマサノリオオサワマサミ

		14		reserved-29762x1F				近江国朽木氏の家臣団編成と山野河川の支配について チカエコクキュウキシカシンダンヘンセイヤマノカセンシハイ		The governing of the Kutsukishi's retainers and the control of mountains and rivers		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		高村 　隆 タカムラタカシ

		13		reserved-29397x1F				態度変容の決定要因としてのディスクレパンシー及び自我関与 タイドヘンヨウケッテイヨウインオヨジガカンヨ		Communication discrepancy and ego involvement as determinantｓ of attitude change		一般教育 イッパンキョウイク				榊　博文 ヒロフミ

		13		reserved-29397x1F				"ヨーロッパ人権条約"の経過について
－A･H･ロバートソンによる－ ジンケンジョウヤクケイカ		The Origin and History of the European Convention on Human Rights
－A.H.Robertson's Views on Human Rights－		生産工学部 セ		非常勤講師 ヒ		久保田洋 クボタヒロシ

		13		reserved-29397x1F				「インドへの道」論
－E.M.フォースターの「夢と現実」－ ミチロンユメゲンジツ		Vision and Reality in E.M.Forster's
 A Passage to India		一般教育 イッパンキョウイク		講師 コウシ		島村豊博 シマムラトヨヒロ

		13		reserved-29397x1F		（英文） エイブン		バーナード・マラマッドとリチャード・ライトの作品におけるアフリカ系アメリカ人とユダヤ系アメリカ人の関係 サクヒンケイジンケイジンカンケイ		Relationship Between Blacks And Jews In The Fictions Of Bernard Malamud And Richard Wright		一般教育 イッパンキョウイク		講師 コウシ		伊藤典子 イトウノリコ

		13		reserved-29397x1F				ヘルダーとカント		Herder und Kant		一般教育 イッパンキョウイク				三輪信吾 ミワシンゴ

		13		reserved-29397x1F				F.カフカ：「城」の解釈
－その第2・3章を中心として－ シロカイシャクダイショウチュウシン		Eine Interpretation von Kafkas “Das Schloβ” 
－Unter besonderer Berücksichtigung des 2. und 3．Kapitels－		一般教育 イッパンキョウイク		講師 コウシ		金成陽一 カネナリヨウイチ

		13		reserved-29397x1F				二十世紀の小説の手法（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－「意識の流れ」の原点－ ニジュッセイキショウセツシュホウ1イシキナガゲンテン		A Narrative Technique of Twentieth Century Novels
－An Origin of “Stream of Consciousness”－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		13		reserved-29397x1F				ゲーテの『オイフロジューネ』について		Über Goethes “Euphrosyne”		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳 ナガグチタカノリ

		12		reserved-29031x1F				ダニエル・デフォーの英語アカデミー論に関する一考察 エイゴロンカンイチコウサツ		Some Study of Daniel Defoe's Proposal for Erecting an English Academy		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男 オオハシカズオ

		12		reserved-29031x1F		（英文） エイブン		文学の基礎理論
－Three Ｌｅｖｅｌ に依る文学のモデル－其の二 ブンガクキソリロンヨブンガクソ2		The Fundamental Theory of Literature
－Three Level Model－ PartⅡ		一般教育 イッパンキョウイク				本田若雄 ホンダワカオ

		12		reserved-29031x1F		（英文） エイブン		ヴァジニア・ウルフの研究
－「意識の流れ」の小説を生む必然性－ ケンキュウイシキナガショウセツウヒツゼンセイ		A Study of Virginia Woolf
－The Necessity of Evxpressing Stream Consciousness in a Novel－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		12		reserved-29031x1F				アイヌ民族の文化現象に観られる遊戯について
－労働と遊戯－ タミゾクブンカゲンショウミユウギロウドウユウギ		Some Consideration on play as a culture phenomenon of Ainu
－mainly about labor and play－		一般教育 イッパンキョウイク				坂井 　計 サカイケイ

		12		reserved-29031x1F				古事記の心情描写と物語の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－嫌われた女をめぐって－ コジキシンジョウビョウシャモノガタリコウセイキラオンナ		On the words describing psychology of men and women in Kojiki
－chiefly in some stories about women who were hated and neglected by men－		一般教育 イッパンキョウイク				木村龍司 キムラリュウジ

		11		reserved-28666x1F				肖像権に関する研究 ショウゾウケンカンケンキュウ		A Study on Portrait Rights		一般教育 イッパンキョウイク				馬場　愼

		11		reserved-28666x1F				保護鉱夫問題と採炭機構の合理化
－「鉱夫労役扶助規則」の改正を中心にして－ ホゴコウフモンダイサイタンキコウゴウリカロウヤクフジョキソクカイセイチュウシン		On the Relationship between the Employment of Women and Young Colliers and the Rationalization of Coal Industry
－mainly about the revision of the miners’relief regulations in Japan－		一般教育
久留米大学商学部 イッパンキョウイククルメダイガクショウガクブ				田中直樹
荻野喜弘 タナカナオキオギノヨシヒロ

		11		reserved-28666x1F		（英文） エイブン		文学の基礎理論
－Three Level に依る文学のモデル－　其の一 ブンガクキソリロンヤスシブンガクソイチ		The Fundamental Theory of Literature
－Three Level Model－ PartⅠ		一般教育 イッパンキョウイク				本田若雄 ホンダワカオ

		11		reserved-28666x1F				ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－想像力と「悪」の問題について－ ブンガクソウゾウリョクケンキュウソウゾウリョクアクモンダイ		A Study of Imagination of European Writers
－special reference to the relationship between imagination and ‘evil’－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一 キムラコウイチ

		11		reserved-28666x1F				メールヒェンにおける馬の象徴 ウマショウチョウ		Das Symbol des Pferdes in Märchen		一般教育 イッパンキョウイク				酒巻季子 サケマキキコ

		11		reserved-28666x1F				『おくのほそ道』における曽良の句について ミチソラク		On Sora’s haikai in Okunohosomichi（“The Journey to The Deep North”）		一般教育 イッパンキョウイク				伊坂裕次 イサカユウジ

		10		reserved-28301x1F				日本儒学就中江戸時代儒学の興隆に関する管見 ニホンジュガクシュウチュウエドジダイジュガクコウリュウカンカンケン		The Outline of Japanese Confucianism		一般教育 イッパンキョウイク				村井長正 ムライナガマサ

		10		reserved-28301x1F				炭礦における動力機械の導入過程
－三池炭礦の事例研究－ タンアラガネドウリョクキカイドウニュウカテイミイケスミアラガネジレイケンキュウ		Some Consideration on the Process of Motive Power Being Introducing in to the Miike Mine		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹 タナカナオキ

		10		reserved-28301x1F				Richard Wrightのヒューマニズム
－“Black　Boy”を中心として－ チュウシン		Richaｒd Wright's Humanism
－mainly about “Black Boy”－		一般教育 イッパンキョウイク				大森載和 オオモリサイカズ

		10		reserved-28301x1F				The Language Laboratory の諸相 ショソウ		Aspects of the Language Laboratory		一般教育 イッパンキョウイク				髙橋邦彦 タカハシクニヒコ

		10		reserved-28301x1F				ポーの「効果の全体性」について
－作品 William Wilson を中心として－ コウカゼンタイセイサクヒンチュウシン		An Essay on Edgar Allan Poe's Novel Effect
－Mainly about “William Wilson”－		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		10		reserved-28301x1F				ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－Colin Wilson の想像力論について－ ブンガクソウゾウリョクケンキュウソウゾウリョクロン		A Study of Imagination of European Writers
－Special reference to Colin Wilson’s concept of literary imagination－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一 キムラコウイチ

		10		reserved-28301x1F				シュティフターの「水晶」における自然描写について スイショウシゼンビョウシャ		Über die Naturschilderung bei Stifters
”Bergkristall“		一般教育 イッパンキョウイク				北村侑子 キタムラユウコ

		10		reserved-28301x1F				ゲーテの「秋の想い」について アキオモ		Über Goethes  　Herbstgefühl		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		永口孝徳 ナガグチタカノリ

		9		reserved-27936x1F				高島炭坑問題の報道に関する一考察 タカシマタンコウモンダイホウドウカンイチコウサツ		The Journal Reports on the Problem of the  Takashima Mine		一般教育 イッパンキョウイク				田中直樹 タナカナオキ

		9		reserved-27936x1F				「文学評論」における夏目漱石のデフォー批評について ブンガクヒョウロンナツメソウセキヒヒョウ		On Soseki Natsume's Defoe criticism in “A Criticism of Literature”		一般教育 イッパンキョウイク				大橋和男 オオハシカズオ

		9		reserved-27936x1F				ポーの「効果の全体性」について
－作品　William　Wilson　を中心として－ コウカゼンタイセイサクヒンチュウシン		An Essay on Edgar Allan Poe's Novel Effect mainly about “William Wilson”		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		9		reserved-27936x1F				ヨーロッパ文学にみられる想像力の研究
－第二次大戦後の作家を中心として－ ブンガクソウゾウリョクケンキュウダイニジタイセンゴサッカチュウシン		A Study of Imagination of European Writers
－mainly after World War Ⅱ－		一般教育 イッパンキョウイク				木村公一 キムラコウイチ

		9		reserved-27936x1F				イタリアにおけるヘルダー		HERDER IN ITALIEN		一般教育 イッパンキョウイク				三輪信吾 ミワシンゴ
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英語初級者向けＣＡＬＬシステムの開発とその効果

日英パラレルコーパスを活用した英語語彙指導の試み

大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力向上に向けたＣＡＬＬ文法力養成用ソフトウェアの開発

D.H.ロレンスの「木馬に乗った少年」―不幸な家庭とその寓意

Webを利用した語彙習熟度テストの開発

東京都世田谷区「風景づくり」の独自性～風景づくり条例，風景づくりフォーラムと国分寺崖線保全整備条例を中心に

英語絵辞書の語彙

ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅲ

語彙のカバー率とリーダビリティから見た大学英語入試問題の難易度

日英パラレルコーパスを構成するテキストの難易度分類に関する研究

文法指導による大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の効果

大伴家持の景
－「立山の賦」を中心として－

リチャード・ライトの『アウトサイダー』について

英語初心者向け「TOEIC語彙1，2」の選定とその効果

ビジュアルベーシックによるＴＯＥＩＣ用語彙力養成ソフトウェアの試作Ⅱ

CALLシステムを用いた大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の累積的効果

初級英語学習者を対象としたコーパス利用学習の試み

ＢＮＣ口語３分野からのレベル別ＥＳＰ語彙の抽出

子供話し言葉コーパスの特徴語抽出に関する研究

小学校英語活動用テキストの語彙

クレオパトラとクレシダにおける恋愛のディスコース

パラレルコーパスを利用した文法発見学習の試み リヨウブンポウハッケンガクシュウココロ

リメディアル教育用英語検定学習教材の試用 キョウイクヨウエイゴケンテイガクシュウキョウザイシヨウ

ナショナル・アイデンティティの行方―人種・文化・民族・歴史・政治の視点から ユクエジンシュブンカミンゾクレキシセイジシテン

高等学校英語教科書の語彙 コウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ

生命現象としての教育―「フェロモン」としての教師の役割―

データ駆動型学習による効果的な英語初級者向け文法指導の試み

リメディアル型授業に対する学習者の意識調査－大学英語クラスにおいて－

中・高英語検定教科書語彙の実用性の検証 チュウコウエイゴケンテイキョウカショゴイジツヨウセイケンショウ

1980年代と2000年代の高等学校英語教科書語彙 ネンダイネンダイコウトウガッコウエイゴキョウカショゴイ

The Critical Response in Japan to Langston Hughes

Representation of an Unfortunate Woman: Henry James's The Portrait of a Lady

Creating E-Learning Material with Statistically-Extracted Spoken & Written Business Vocabulary from the British National Corpus

Linking Word Distribution to Technical Vocabulary

Zen Buddhism in Richard Wright's Haiku

The Discourse of Representation ― Focusing on Onnagata Actors in Shakespeare's Plays

Convergences and Divergences in Corneille's Horace and Mishima's “Patriotism”

Rejection of Alien Values in Tahar Ben Jelloun's Novels

Discourses on Marriage in The Taming of the Shrew and Much Ado About Nothing

Determinism and Existentialism in John Hawks' “Second Skin”

Cruelty and Sublimity in the York Crucifixion of Christ

Violence and Sensibility in Adventures of Huckleberry Finn and Pudd'nhead Wilson

John Hawks' “Second Skin”：A Review of Early Critical Opinion

On the Clausal Category of Subjunctive Complements









