
■ 学外研究員制度　2009年度

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 法務研究科 教授 北村　和生 日本 2009/4/1 2009/9/25

行政の規制権限不作為と国家賠

償責任に関する日仏比較法研究

2 法学部 教授 赤澤　史郎 日本 2009/9/26 2010/3/31 戦後補償政策と平和理念

3 法学部 教授 小堀　眞裕 イギリス 2009/9/26 2010/3/31

トニー・ブレアの教育思想につい

て

4 法学部 教授 竹治　進 日本 2009/9/26 2010/3/31

グスターフ・フライタークの小説

「貸方と借方」について

5 法学部 准教授 佐藤　渉

オーストラリ

ア

2009/9/26 2010/9/25

現代オーストラリア文学における

民族アイデンティティの表象に関

する研究

6 法学部 准教授 田村　陽子 ドイツ 2009/9/26 2010/9/21

ドイツ民事訴訟における秘密保護

および証拠開示の動向と日本法

への示唆

7 法学部 准教授 安達　光治 ドイツ 2009/9/26 2011/3/31

刑事不法論と客観的帰属論－経

済犯罪における可罰性の限度を

中心に-

8 経済学部 教授 吉田　千里

オーストラリ

ア

2009/9/26

リージョナリズムと不法移民に関

する動学的世代重複一般均衡モ

デルの構築

9 経済学部 准教授

LEE.Kangkoo

k

アメリカ

韓国

2009/9/26 2010/9/25

Financial Globalization and

Poverty Alleviation in Developing

Countries

10 経済学部 准教授 坂田　圭

オーストラリ

ア

2009/9/26 2010/9/25

婚姻関係と離婚の意思決定に関

する実証分析

11 経済学部 教授 藤岡　惇

日本

イギリス

アメリカ

2009/4/1 2009/9/25

米国の軍産複合体の現状と持続

可能な社会づくりへの転換の方

策

12 経済学部 教授 我妻　伸彦 日本 2009/4/1 2009/9/30 拡大生産者責任制度の研究

13 経済学部 教授 松本　朗 日本 2009/9/26 2010/3/31

現代における貨幣の価値尺度機

能と貨幣供給メカニズムの関連を

めぐる研究

14 経済学部 教授 岩田　勝雄 日本 2009/9/26 2010/3/31 現代日本の対外経済関係の研究

15 経済学部 教授 井澤　裕司 カナダ 2009/5/1 2009/9/25

企業収益の不確実性と経営者報

酬の適正水準の決定

16 経営学部 准教授 守　政毅 中国 2009/9/26 2010/9/25

東アジアにおける華人ネットワー

クの拡大・深化と華人企業の事業

展開に関する研究

17 経営学部 教授 吉田　秀生 イギリス 2009/4/1 2009/9/25 シェイクスピアの詩の研究と翻訳



18 経営学部 教授 長島　修 日本 2009/4/1 2009/9/25 日本鉄鋼業史の研究

19 経営学部 教授 木下　明浩 日本 2009/9/26 2010/3/31

アパレル業界のブランド形成に関

する歴史研究

20

産業社会学

部

教授 仲間　裕子 ドイツ 2009/9/26 2010/9/25

ドイツ・ロマン主義美術にみる思

想と視覚性の問題

21

産業社会学

部

准教授 筒井　淳也 カナダ 2009/9/26 2010/9/25

家族の変化と社会的ネットワーク

に関する理論的・実証的研究

22

産業社会学

部

教授 荒木　穂積 ベトナム 2009/4/1 2009/9/25

ベトナムにおける発達障害児の

治療教育のプログラムの開発

23

産業社会学

部

教授 文　楚雄 中国 2009/9/26 2010/3/31

「順口溜」の研究-当世ざれ歌か

ら読み解く現代中国の社会-

24

産業社会学

部

教授 高木　正朗 日本 2009/9/26 2010/3/31

近世日本の人口調査-史料収集

と制度復元による解明

25

産業社会学

部

教授 増田　幸子 日本 2009/4/1 2009/9/25

１．少女マンガで語られた「戦争」

２．メディア・イベントとしてのオリ

ンピック開会式

26

産業社会学

部

教授 峰島　厚 日本 2009/9/26 2010/3/31

日本における知的障害者の脱施

設化研究

27

産業社会学

部

教授 池内　靖子 日本 2009/4/1 2009/9/25

演劇・パフォーマンスにおけるモ

ダニズム再考

28

国際関係学

部

准教授 末近　浩太

イギリス

日本

2009/4/1 2010/3/31

現代イスラーム運動の実態調査

と分析枠組みの構築：レバノンの

ヒズブッラーを中心に

29

国際関係学

部

教授 星野　郁 日本 2009/4/1 2009/9/25

グローバル化と通貨統合・拡大に

伴うヨーロッパ経済の変容

30

国際関係学

部

教授 三宅　正隆 日本 2009/9/26 2010/3/31

共時的言語理論と言語変化：音

声学と音韻論の接点

31

国際関係学

部

教授 加藤　恒彦 イギリス 2009/4/1 2009/9/25 ブラック・ブリティッシュ文学

32

国際関係学

部

教授 桂　良太郎

ベトナム・ア

フリカ各国・

イスラエル・

シンガポー

ル・日本

2009/9/26 2010/3/31

国際福祉平和学構築に向けた基

礎的・応用的研究－平和博物館

ネットワーキングの視点から―

33

国際関係学

部

教授 佐藤　誠

イギリス

日本

2009/4/1 2010/3/31

グローバル・レジスタンスと人間

の安全保障論

34

国際関係学

部

教授 文　京洙 韓国 2009/4/1 2009/9/25

グローバル化の下での韓国地域

社会の変容に関する研究

35 政策科学部 教授 勝村　誠

日本

大韓民国

2009/9/24 2010/9/23 植民地期の日韓関係と日本政治



36 政策科学部 教授 岸本　建夫 日本 2009/10/1 2010/3/31

国際資金流動の膨張とシステム

欠陥-サブプライム問題を中心と

して

37 政策科学部 准教授 宮脇　昇

日本・アメリ

カ

2009/4/1 2010/3/31

OSCE(欧州安全保障協力機構)の

人権・民主化レジームの研究

38 文学部 教授 尾田　政臣 カナダ 2009/9/26 2010/9/25

美しさの心理的要因に関する研

究

39 文学部 教授 山本　昌輝 オーストリア 2009/9/26 2010/9/25

精神分析学における人間観及び

治療観－日本との比較-

40 文学部 教授 David Peaty

インド

ネパール

ブータン

2009/4/1 2009/9/25

Community-based ecotourism

Himalayan region

41 文学部

准教

授

中谷　友樹

アイルラン

ド　イギリス

2009/4/1 2009/9/25

Gocomputation　に基づいた新し

い空間分析技法の開発とその応

用

42 文学部 教授 藤巻　正己 マレーシア 2009/9/26 2010/3/31

東南アジアにおけるツーリズムの

多様性に関する社会地理学的研

究

43 文学部 教授 佐野　まさき 日本 2009/9/26 2010/3/31

人間言語における併合・移動・一

致操作と局所性の研究

44 文学部 教授 片平　博文 日本 2009/9/26 2010/3/31

歴史時代の災害と防災に関する

復元的研究

45 文学部 教授 高　正龍 日本 2009/9/26 2010/3/31 韓国梵字文化の研究

46 文学部 教授 北村　稔 日本 2009/4/1 2009/9/25

中華人民共和国の外交ー近隣の

アジア諸国との関係を中心に

47 文学部 教授 竹山　博英 日本 2009/4/1 2009/9/25

イタリアの墓地の図像学的、文化

史的研究

48 文学部 教授 和田　晴吾 日本 2009/4/1 2009/9/25 古墳時代の政治史的研究

49 文学部 助教 李　豪潤

中華人民

共和国

2009/9/26 2010/3/31

東アジア儒学思想を中心とした

17-19世紀自他認識の研究

50 理工学部 教授 大阪　博幸 日本 2009/9/26 2010/3/31

ロホリン性を持つ自己同型写像

から生成されるC*‑力学系の研究

51 理工学部 准教授 泉　知論 イギリス 2009/4/9 2009/9/25

動的再構成ハードウェアのため

のシステムレベル設計技術に関

する研究

52 理工学部 准教授 J.C.ウェルズ アメリカ 2009/9/26 2010/3/25

State Estimation for Turbulent

Flows with Free Surfaces

53 理工学部 教授 玄場　公規

アメリカ

日本

2009/9/26 2010/9/25

製品開発のアウトソーシングのマ

ネジメントに関する研究



54 理工学部 教授 北澤　敏秀

日本

アメリカ

2009/4/1 2009/9/30

マイクロ派・ミリ派材料のブロード

バンド特性評価法

55 理工学部 助教 渡部　拓也

フランス

イタリア

2009/4/1 2009/9/26

完全ＷＫＢ法によるスペクト

ル・散乱問題の幾何学的研究

56

情報理工

学部

教授 田中　覚 日本 2009/9/26 2010/9/25

大規模非正規格子型ボリュー

ム・データの可視化とデータ圧

縮

57

情報理工

学部

准教

授

北野　勝則 イギリス 2009/9/26 2010/9/25

大脳基底核神経回路の回路

動態と機能・機序の関係性の

解析

58

情報理工

学部

教授 川越　恭二

ドイツ

日本

オーストラ

リア

2009/9/26 2010/9/25

時間データ工学とその派生情

報システムへの応用に関する

研究

59

生命科学

部

教授 玉置　純 日本 2009/4/1 2009/9/25

各種固体ガスセンサの構築と

検知機構の解明に関する研

究

60

生命科学

部

助教

遠里 由佳

子

日本

カナダ

2009/9/26 2010/3/31

Phenotype MicroArray解析に

基づく代謝反応ネットワークの

機能解明

61

先端学術

総合研究

科

教授 西　成彦 日本 2009/9/26 2010/3/31

海外移住地を含む「外地」の

日本語文学をめぐる比較文学

的研究


