
アジア主義と⽵内好
⽣きづらさについて

★ ニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派における全体（avayavin）について
⾝体とアイデンティティ
⾔語の限界
クオリアの存在
なぜ「この宇宙」が存在するのか
イスラームとは何か
神の存在について
スクールカーストとキャラ化
諸⾏無常と刹那滅
⽳
「⾃分」は⾒つかるか
アメリカ映画にみる⿊⼈の表現
ベトナム⽔上⼈形劇考
カラリパヤットゥの⽂化論
⿃を愛でる⽂化
植⽥正治作品における「演出写真」の特質
レンブラントにおける版画の特質
ジョルジョ・ヴァザーリ研究
仕事における⼤学⽣の不安意識
⼤学⽣の旅⾏の意識と⾏動 －その規定要因と効果に着⽬して－

★ ⼤学⽣の余暇の意識と⾏動
結婚観の⼈⽣選択への影響
習慣としての⾃⼰注⽬が抑うつスキーマに与える影響
⼦どもの⾃称詞
状況に応じた⾃⼰が精神的健康に及ぼす影響
広告表現の表記スタイルが、購買におよぼす影響
⾃⼰価値への脅威が⼥性間の潜在的偏⾒へ及ぼす影響
再⽣可能エネルギーの地⽅⾃治体への普及について
⾳楽祭が地域の⾳楽活動の展開に及ぼす影響
開発途上国における主観的幸福感を⾼める要因とその⽀援
独居⾼齢者に対する社会的⽀援
マイナースポーツによる観光誘客の可能性

★ 認可外保育所についての福祉社会学的研究
ダンスの必修化が低年齢層に与える影響
構内禁煙化が喫煙者と⾮喫煙者に与える影響
滞在型市⺠農園による地域活性化
通常学級における特別⽀援教育の制度に関する社会学的研究
地域振興における「道の駅」の可能性

★ 発声と⾝体運動，環境情報における協調
視覚的複合刺激がマガーク効果に及ぼす影響
外乱が運動の同期と⽣理指標に及ぼす影響

哲学・思想論

芸術コミュニケーション

社会学

⽂化情報論



表情のフィードバックが⼼理・⽣理反応に及ぼす影響
静⽌画像上の物体に対する距離の知覚
画像の再認記憶と事象関連電位との関係
知覚情報の操作が⾃⼰感に与える影響
刺激の⽂脈と学習強度が再認記憶に及ぼす影響
⾃⼰効⼒感に関する⼀研究
他者意識の違いが妄想的観念および⾃⼰肯定感に与える影響
⾃⼰卑下呈⽰に関する⼀研究

★ 孤独感および孤独の捉え⽅に関する⼀研究
友⼈関係への動機づけが関係満⾜度に与える影響
集団間移動と地位の差が集団評価に与える影響
シャイネスと暗黙理論が友⼈形成過程に及ぼす影響
依存性に関する⼀研究
リーダーに対する評価がフォロワーのグループ活動に与える影響
他者からの受容が精神的健康に及ぼす影響
対⼈関係における⽬標志向性が友⼈関係に及ぼす影響
公正世界信念が不公正場⾯における対⼈⾏動に及ぼす影響
⾃⼰意識の違いが主観的幸福感に及ぼす影響
戦後北海道とアイヌ
近代⽇本における⾷についての⼀考察
近世における教育と地域社会
室町時代の狂⾔
⽇本列島における⽊綿の普及
⽇本古代の朝廷と国際関係
平安時代の災害と社会
信濃国分寺の蘇⺠将来信仰に関する⼀考察
⽇本古代の⼦ども
近世の⽕⼭噴⽕に関する⼀考察
ナチスドイツの成⽴史
フランス⾰命が及ぼした影響について
古代における神話の起源と受容 －古代ギリシアを中⼼に
近代⽇本軍における軍⽤⾺匹に関する研究
第⼀次⼤戦前夜から第⼆次⼤戦までのオーストリアの⺠族問題について
上海における⻄洋⽂化の受容と変容
フィヒテとその時代
アメリカにおける⻄欧・東欧ユダヤ⼈の差異
18世紀ドイツ・ザクセン侯下のマイセン磁器の誕⽣と発展及び近代以降の同製品の市場展開における⽇本の伝統⼯業市場への応⽤

アメリカにおけるブラック・フェミニズム
フランスにおける公教育制度の概要とその発展について
⼤江健三郎と⻄洋⽂学
⽇本における『椿姫』受容
倉橋由美⼦研究
ジュール・ヴェルヌ研究

社会⼼理学

⼼理学

世界史

地域⽂化史

⽇本史

⽐較⽂学



死刑と⽂学
⽔の妖精
中国の伝統的児童教育書について
中国語の指⽰代名詞について
⽉の神話について
曹操の詩について
中国における「桃」と「李」のイメージの違いについて
空間的表現に関する⽇独対照研究
ウィーン世紀末⽂学とユダヤ⼈問題
ドイツの児童⽂学について
機能動詞構⽂の語⽤論的分析
グリム童話について
デュマ『王妃マルゴ』について
スタンダール研究
What is Effective in Early Childhood Education?
A Cognitive Linguistic Study on Auxiliary Verbs
A Study on Future Perfect
W. Somerset Maugham の Cakes and Ale における語りの⼿法について

A Study on Expressions of Exemplification
A Study on the Differences of Similar Expressions
A Study on Adverbs
A Study on Communicative Gratitude
Poeの短編⼩説における幻影のような存在についての考察 －ʻThe Black Catʼを中⼼に－

A Study on Tense
A Study on the Polysemy of Adjectives and Its Application to Lexical Instruction

A Study on the Strategies of Selecting Words in Communication
Shakespeare's Twelfth Night における男⼥「⼊れ替え」の問題と⾔葉について

A Study on Cognitive Linguistics
A Study on English Verbs
The Lord of The Rings における死と不死性の表象について
A Study on Adjectives Expressing Positive Meanings
David Lynch 作品における郊外
A Study on Phrasal Verbs
A Study on the Language of Advertising
Audrey Hepburn のスター性
A Study on the Strategies for Persuading Others
Stanley Kubrick 作品における恐怖の演出について
A Study on the Construal of the Relationship between Multiple Things

A Study on Communication
A Study on Cognitive Linguistics
Modern Times（1936）における＜家族＞表象
A Study on Adjectives of Feelings
A Study on Pronouns

ドイツ語学・ドイツ⽂学

フランス語学・フランス⽂学

英語学・英⽶⽂学

中国語学・中国⽂学



A Study on English as an International Communication Tool
A Semantic Approach to the Expressions of Suggestion

★ 映画 The Great Gatsby における1920年代のアメリカ
Pride and Prejudice における⾃⽴した⼥性の意義について
A Cognitive Approach to the Concept of At
悪書追放運動の諸相
李良枝論
半井桃⽔の新聞⼩説
⾕崎潤⼀郎『卍』論
『空中庭園』の映画化について
絵本作家・せなけいこ論
和歌物語論
宮澤賢治『注⽂の多い料理店』における童話配列の意図
旧制松本⾼等学校思誠寮⽣⽇誌の研究

★ 百⼈⼀⾸受容の研究
よしもとばなな論 －『王国』における「植物」
⼭際淳司作品におけるスポーツの描かれ⽅
『今昔物語集』の研究
『新撰万葉集』研究
平安⼥流⽇記⽂学論
『厳島の本地』研究
『⼤東京繁昌記』の研究
キリシタン資料の表記体系について
多義語から⾒る国語辞書
送り仮名表記の規範と実態について
羅葡⽇対訳辞書の研究
談話標識の「なんか」について

★ 「合拗⾳」考
助動詞の「タ」について
シャドーイングの練習⽅法に関して⽇本語学習者が抱える問題

⽇本語学・⽇本語教育学

⽇本⽂学


