
■ 学外研究員制度　2008年度

【学外研究 Ａ 】

番号 所属 職位 氏名 留学先 研究開始日 研究終了日 研究課題

1 法学部 准教授 宮脇　正晴 アメリカ 2008/9/26 2009/9/25

知的財産権制度の正当化根拠に

ついて

2 経済学部 教授 佐藤　卓利 イギリス 2008/3/25 2009/3/27

イギリスのコミュニティ・ケア改革

およびNHS改革の調査研究

3

産業社会学

部

准教授 斉藤　真緒

カナダ

イギリス

2008/9/26 2009/9/25

「近代家族」の変容と社会政策に

おける家族支援に関する国際比

較研究

4

国際関係学

部

教授 山田　人士 中国 2008/9/26 2009/9/25

日本語教育における「言語文化

教育」の意義と課題

5 文学部 教授 矢野　健一 イギリス 2008/9/26 2009/9/25

イギリスの新石器時代と日本の

縄文時代との比較考古学的研究

6

情報理工学

部

准教授 李　周浩 アメリカ 2008/9/26 2009/9/25

マルチモーダルインタフェースを

用いた教示システムの研究

7

応用人間科

学研究科

教授 滝野　功

アメリカ

カナダ

フランス

2008/9/26 2009/9/25

臨床心理（教育）におけるグルー

プ・ワークと表現療法の展開と課

題

【学外研究 B 】

番号 所属 職位 氏名 留学先 研究開始日 研究終了日 研究課題

1 法学部 准教授

小田　美佐

子

アメリカ 2008/4/1 2009/3/31

附帯私訴制度と損害賠償命令申

立制度の比較研究

2 経済学部 教授 角田　修一 アメリカ 2008/4/1 2008/9/16

USAラディカル派経済学の理論的

動向

3 経営学部 教授 吉田　要 イギリス 2008/4/6 2008/9/25

技術評価のための識別関数の構

成

4 経営学部 教授 伊藤　富雄 オーストリア 2008/9/26 2009/3/31

オーストリアにおける反ナチ抵抗

運動

5 経営学部 教授 佐藤　典司 フランス 2008/9/26 2009/3/17

ヨーロッパ地域における都市のデ

ザインマネジメント

6

産業社会学

部

准教授 崎山　治男 アメリカ 2008/9/26 2009/9/25

心理主義化の社会学的総合研究

-感情社会学の視点から

7

産業社会学

部

准教授 奥村　信幸 アメリカ 2008/9/26 2009/3/31

メディアの報道内容を監視し

ジャーナリズムを守るＮＰＯ活動

の分析と日本への導入可能性の

検討

8

国際関係学

部

教授 君島　東彦 アメリカ 2008/5/12 2008/8/25 グローバルな立憲主義について

9

国際関係学

部

教授 松下　冽 スペイン 2008/9/26 2009/3/31

ローカル・レベルにおける参加型

民主主義の比較研究：スペインの

事例



10 文学部 教授 芳村　弘道 中国 2008/4/1 2008/9/25

明清刊本を中心とした唐代詩文

集の研究と詩跡調査

11 文学部 教授 河島　一仁

イギリス

アイルランド

2008/4/14 2009/3/31

アイルランドの歴史地理学研究と

folk life studiesの関係、および職

人・鍛冶に関する研究

12 文学部 教授

Robert

MacLean

イギリス 2008/9/26 2009/3/31

Ｌｇｒｉｃ　Ｐｏｅｔｒｙ－Ｓｏｎｇ　Ｐｅｒｆｏｒ

ｍａｎｃｅ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｉｎ　Ｓｃｏｔｌａｎ

ｄ，Ｉｒｅｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｗａｌｅｓ，ｃ．

1400～1860

13 文学部 准教授 河原　典史 カナダ 2008/9/26 2009/3/31

北米における日系ガーディナーの

展開に関する歴史地理学的研究

14 文学部 教授 谷　徹

チェコ共和国

オーストリア

2008/9/26 2009/9/25

現象学の過去・現在・未来に関わ

るクロス文化的「自己」研究と国

際連携の基盤形成

15 理工学部 教授 藤枝　一郎 アメリカ 2008/3/21 2008/9/25 有機エレクトロニクスの研究

16 理工学部 講師 小澤　隆太 アメリカ 2008/9/26 2009/9/25

ロボットハンドの制御に関する研

究

17

情報理工学

部

准教授 仲田　晋 フィンランド 2008/9/26 2009/9/25

形状モデリングと数値シミュレー

ション

【学外研究 C 】

番号 所属 職位 氏名 留学先 研究開始日 研究終了日 研究課題

1 法学部 教授 平野　仁彦 日本 2008/4/1 2008/9/25 法原理整合性に関する研究

2 法学部 教授 山本　忠 日本 2008/4/1 2008/9/25

日本の所得保障法制の総合的研

究

3 法学部 准教授 望月　爾 日本 2008/4/1 2008/9/25

格差社会における累進税率の再

検討

4 経済学部 準教授 四方　利明 日本 2008/4/1 2008/9/25

日本の学校建築に関する教育社

会学的研究

5 経済学部 教授 横山　政敏 日本 2008/4/1 2008/9/25

「非正規雇用」の理論化とその実

証研究の精緻化

6 経済学部 教授 山本　信一 日本 2008/9/26 2009/3/31

株式投資収益率関係および医療

費の国際比較関係

7 経済学部 教授 辻井　栄滋 日本 2008/9/26 2009/3/31 ジャック・ロンドン研究

8 経営学部 准教授 絹川　浩敏 日本 2008/4/1 2008/9/25

上海における出版業の発展と近

代的文学制度の成立

9 経営学部 教授

柳ケ瀬　孝

三

日本 2008/4/1 2008/9/25

公共経営ならびに大学経営に関

する財政学的研究



10 経営学部 教授 今田　治 日本 2008/9/26 2009/3/31

イノベーション・システムと技術経

営（MOT)の実証的研究

11 経営学部 教授 松井　敏邇 日本 2008/9/26 2009/3/31

連続論文「自動車産業における

系列取引の構造と『下請企業の

存立形態』」執筆と著書執筆準備,

ならびに執筆

12

産業社会学

部

准教授 仲井　邦佳 日本 2008/4/1 2008/9/25

スペイン語複文の総合的研究　-

特に比較構文の形態的統語的分

析-

13

産業社会学

部

准教授 川口　晋一 日本 2008/4/1 2008/9/25

レクリエーションと社会統合　-

1920年代シカゴ市における移民

のアメリカ化-

14

産業社会学

部

教授 津止　正敏 日本 2008/4/1 2008/9/25 地域福祉プログラムの臨床研究

15

産業社会学

部

教授 篠田　武司 日本 2008/9/26 2009/3/31

現代市民社会に関する理論的研

究

16

産業社会学

部

教授 石倉　康次 日本 2008/9/26 2009/3/31 社会福祉理論の構想

17

産業社会学

部

教授 松葉　正文 日本 2008/9/26 2009/3/31 現代市民社会論の理論的検討

18

産業社会学

部

教授 前田　信彦 日本 2008/9/26 2009/9/25

労働者生活の質と社会保障制度

に関する研究

19 政策科学部 教授 石原　一彦 日本 2008/9/26 2009/3/31

都市縮退をふまえたエリア別居住

政策ビジョン構築と郊外居住地再

編政策に関する研究

20 政策科学部 教授

Gordon

Ratzlaff

日本 2008/9/26 2009/3/31

Multilingual/Multicultural

Interaction in Simultaneous

language learning

21 文学部 教授 中西　健治 日本 2008/4/1 2008/9/25

源氏物語梗概本（源氏物語忍草）

の研究

22 文学部 教授 小関　素明 日本 2008/4/1 2008/9/25

近代日本における公権力の確立

原理と確立過程の基礎的研究

23 文学部 准教授 崎山　政毅 日本 2008/4/1 2008/9/25

メソアメリカ地域における自然資

源をめぐる政治生態学の基盤形

成

24 文学部

准教

授

福原　浩之 日本 2008/4/1 2008/9/25

インナーチャイルド・メソッドの

理論的・実践的研究

25 文学部 教授 本田　治 日本 2008/9/26 2009/3/31 宋代水利開発史の研究

26 理工学部 教授 小松　康廣 日本 2008/9/26 2009/3/31

永久磁石のリサイクルシステ

ムを考慮したブラシレスDC

モータの高性能化の研究



【役職者学外研究員制度による 研究員 】

番号 所属 職位 氏名 留学先 研究開始日 研究終了日 研究課題

1 法学部 教授 宇野木　洋 中国・日本 2008/10/10 2009/3/31

文革とそれに至る過程における

「政治文化」の研究―「文学制度」

を中心に

2 法学部 教授 徳川　信治 フランス 2008/9/26 2009/9/25

欧州統合における欧州連合と欧

州評議会の協力関係―欧州人権

秩序の構築に向けて

3

産業社会学

部

教授 リム・ボン

アメリカ・

日本

2008/9/26 2009/9/25

マイノリティ・コミュニティの地域再

生力に関する研究

4

産業社会学

部

教授 長澤　克重 日本 2008/9/26 2009/9/25

サービス化・情報化経済の生産

性分析


