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大学院社会文化科学研究科は改組を経て平成18（2006）年４月に設置されました。
本研究科は博士前期課程（２年制）と博士後期課程（３年制）からなる区分制大学院
です。本研究科は文学部，法学部及び経済学部を基礎学部としており，人文社会科学
系学問分野のほぼ全域を網羅しています。本研究科は「知」の継承・発展及び地域へ
「知」の還元を主目的としております。多くの修了生が国内外で活躍しています。
本研究科ではそれぞれの専門分野における研究を深化させると共に，学際性と総合
性に配慮しつつ，先端的な研究成果にもとづき大学院教育を行っています。我々は理
論的・基盤的な学問内容を充実・深化させつつ，社会との関係性の深い学問の開拓に
も努めています。
地域との関係では，前期課程の組織経営専攻（ビジネススクール）は岡山県及び近
隣地域の企業及び組織の人材育成を，そして公共政策科学専攻の地域公共政策コース
は地域政策を企画・立案できる人材育成を目指しています。国際交流に積極的に取り
組み，欧米やアジア等の諸大学と交流協定を結び，交換留学や教員の学術交流を進め
ています。平成22（2010）年４月には東アジアの諸大学との交流を更に進めるた
めに，附属施設として東アジア国際協力・教育研究センターを開設しました。
多様な学問分野を擁し，社会貢献と国際交流をはかる本研究科は人文社会科学系分
野のリサーチを志す方，人文社会科学系の学問に興味と関心を寄せる方，更には自ら
の仕事のために専門的知識の取得やスキルアップを目指す方々の要望に必ず応えるこ
とができます。
本研究科を志望される方々，あるいは本研究科に関心を寄せてくださる方々に希望
することは次の点です。現在の日本社会が少子高齢化及び地域衰退やグローバル化の
進展に直面する中で，人文社会科学系の学問研究や専門的知識・スキルの取得が個人
や社会にとって大きな意義を有することは確かです。社会が直面する困難な局面の打
開の志を持ち，私どもの研究科と共に学問追求と能力向上への道を歩みませんか。

当研究科が求める入学者像
１．文学・法学・経済学の各分野において高度な知
識・能力と技術・判断力を身につけた研究者や
高度な専門的職業人を目指す入学者を求めてい
ます。
２．人文・社会科学の多様な分野に関わる，あるい
は自然科学の分野にも関わる複合的・学際的な
新しいタイプの研究を志望する入学者を求めて
います。
３．「共生社会の構築」
即ち「人間と人間の共生」，
「多
文化の共生」，「地域における経済的・政治的な
共生」等の問題に取り組むことを志望する入学
者を求めています。
４．「専門的な教育や深い教養を身につけたいと志
向する入学者（社会人）を求めています。
５．キャリア・アップやリーダーを志向する職業人
を受け入れます。

すべての人に学問は平等です。
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5. Ｉ n general, we welcome applicants who
wish to address issues related to the
“establishment of symbiotic societies”;
for example, “Symbiosis of mankind,”
“Symbiosis of multiple cultures,”
and “Local economical and political
symbiosis.”

Message from the Dean
研究科長

春名

章二

Dean. HARUNA Shoji

The Graduate School of Humanities and Social Sciences established in April
2006 through the reorganization. The Graduate School is a classiﬁcation system
consisting of both a 3-year doctor's and a 2-year master's courses. The Graduate
School has been based on the Faculty of Letters, Faculty of Law, and Faculty of
Economics. We have been covering most disciplines of the humanities and social
sciences. Our primary objectives are to inherit and develop "knowledge" and to
return "knowledge" to the region. Many graduates are now active at home and
abroad.
Along with research-deepening in each of our areas of expertise, in
consideration of comprehensiveness and interdisciplinarity, we conduct graduate
education on the basis of the advanced research achievement. While enhancing
and deepening the academic content theoretically and fundamentally, we have
served also to the development of the close relationship with society. In the
relationship with the local community, in the master's course the Management
Sciences in Organization(Business School)aims to develop skills of management
and staﬀ in companies and organizations in Okayama Prefecture and neighboring
regions, and the Course of Regional Public Policy in the Public Policy Sciences
to foster professionals who can make a regional policy.
Alternatively, actively pursuing international exchange, we have signed
exchange agreements with universities in Asia and Europe, promoting the
academic exchange and faculty exchange programs. In order to further promote
exchanges with universities in East Asia, we established the Center for East
Asian studies as an aﬃliate facility in April 2010.
The Graduate School, that boasts a variety of disciplines and expedite
international exchange and contribution to society, will surely come up to
expectations of those who aspire to research in the field of humanities and
social sciences, who interest in learning of humanities and social sciences,
and even who, for the career of their own, aim at skills and the acquisition of
professional knowledge.
We desire the people who are interested in or applying for our Graduate
School. It is certainly that in the Japanese society facing to the progress of
globalization, depopulation and aging population, the acquisition of professional
knowledge and skills and academic study of humanities and social sciences have
a great signiﬁcance for individuals and society to ﬁnd a way out of such diﬃcult
aspects. Why don't you proceed on the path to skill up and academic pursuit with
our Graduate School? We welcome you and give you an opportunity to learn and
study.
Learning is equal to all people.
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博士前期課程 ［Master’s Course］

博士前期課程
［Master’s Course］

当研究科には，社会文化基礎学専攻，比較社会文化学専攻，公共政策科学専攻，組織経
営専攻の４専攻があります。これらの専攻は，文学部，法学部，および経済学部における
基礎的専門教育との連続性に配慮しています。また，今日における新たな教育に対する要
請を受け，複合的・総合的・学際的な教育を体系的に提供することができる体制となって
います。

□社会文化基礎学専攻

Socio-Cultural Basics Sciences

There are the four major subjects of Socio-Cultural Basics Sciences, Comparative
Socio-Cultural Sciences, Public Policy Sciences and Management Sciences in
Organization in the graduate school. These majors are arranged to have continuity

本専攻は，人間文化の基底をなす哲学・思想・芸術，そして文芸について原理的・理論的な観点から教育を行うことを目的とします。人間文化の
基底を確認し，あわせてそれらをめぐる最新の情報を，地域社会のみならず広く国際社会に向けて発信することのできる人材の育成を目指します。
本専攻では，地域社会や各種の社会集団および組織等の形成原理に関し，幅広い人文・社会科学的観点から教育し，政治的実践を含む社会生活
の各分野における高度の実践的判断能力を備え，さらに組織形成のための技術としての政治・経済理論および統計学にも習熟した専門家を育成し
ます。そして地域社会や各種組織の形成および発展を担い得るリーダーを育てることを目標としています。

with the fundamental technical training from the Faculty of Letters, Faculty of Law
and Faculty of Economics. This is a system that accepts the demands for the new
education of today and can systematically provide an integral, comprehensive and

This division teaches philosophy, thought, art, and literature that form the foundations of human culture from principal and
theoretical perspectives. Determining the foundations of human culture, we seek to cultivate people able to convey the most

interdisciplinary academic training.

哲学・思想文化論講座
Philosophy and History of Ideas

recent advances in the ﬁeld to not only local communities but also international communities. Moreover, by determining the
fundamental principles that form the local community as well as other social groups and organizations, we strive to learn from
the wider perspective of human and social science, fostering experts with high practical abilities, who have gained mastery
of the techniques and knowledge of political and economic theory and who are leaders able to make decisions in each ﬁeld of
social life, providing counsel for the formation and development of local society and its many forms of organizations.

表 象 文 化 論 講 座
Culture and Representation

社会文化基礎学専攻
Socio-Cultural
Basics Sciences

人 間 行 動 論 講 座
Human Behavior

法 政 理 論 講 座
Theories Law and Politics

日 本・アジア 言 語 文 化 論 講 座
Japanese and Asian Literature and Culture

欧米言語文化論講座
Euro-American Literature and Culture

比較社会文化学専攻
Comparative
Socio-Cultural Sciences

社会文化科学研究科
博士前期課程

This division seeks to train students to examin the literature and writers that have contributed to the expression of human
culture, into linguistic cultural structures and the various kinds of language phenomenon and linguistic habits in the world; to
acknowledge characteristics of various individual languages and linguistic culture, we aim to foster experts who are able to
present literature and language at a higher level and over a wider perspective. Moreover, while at the same time learning about
diﬀerent cultures from the perspective of comparative cultural science, comparative law, or comparative economics, students
will also learn about the social and historical background of literature and language. The purpose is to acquire the means and
techniques to make relationships of symbiosis among the many diﬀerent cultures. Through education for foreign students as
well as lifelong education, we aim to cultivate far-sighted international oﬃcials, international NGOs, and volunteers.

Linguistics

□公共政策科学専攻

比較国際法政講座

本専攻では，現代社会が直面する諸問題を「公共性」および「公共財」の観点から解明し，その解決策を立案する能力をもった人材を育成しま
す。国および地方自治体，ＮＧＯなど公益組織，さらには私企業においても強く要請されている政策・事業立案能力，実務遂行能力，統率能力を
身につけた，公共政策に対する感覚の豊かな専門的職業人の育成を目指します。本専攻では，法律学，政策学，経済学の視点から，公的組織に関
わる問題を把握し，解決するための能力を開発すると共に，複雑化する社会において必要とされる，法的知識・能力をもった税理士や司法書士な
どの専門的職業人を養成します。

International and Comparative Law and Politics

Comparative Economics

歴史文化論講座
History and Archaeology

公 共 法 政 講 座
Public Law and Politics

公共政策科学専攻
Public Policy
Sciences

本専攻は，多様な社会と文化のあり方を，文学，言語学，法学，経済学，歴史学などの領域を中心に国際比較の観点から学び，異なる社会と文
化が共生するための方法と技術を身につけることを目標とします。
また，社会と文化に関する多様な研究を土台として理論的かつ実際的な教育を行い，様々な社会，国家，地域，文化圏などの特質を深く認識し
て，それらをより高い次元と広い視野の中で相対化できる人材の育成を目指します。
留学生教育や生涯教育を重視すると同時に，グローバル企業，国際機関，国際的なNGOなどで活躍できる視野の広い人材の育成を目指します。

言 語 情 報 論 講 座

比 較 経 済 講 座

Graduate School of Humanities
and Social Sciences
Master’s Course

Comparative Socio-Cultural Sciences

政 策 科 学 講 座
Socio-Economic Planning and Policy Science

司 法 政 策 講 座
Legal Policies

地域公共政策コース
Management
Course of Regional Public Policy

経

営

学

講

座

Public Policy Sciences

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

経 済 理 論・統 計 講 座
Economic Theory and Statistics

□比較社会文化学専攻

This division seeks to train individuals to examine the contemporary social issues we now face from the perspective of the
public sphere and public goods, and to impart them with the skills to develop relevant solutions. Further, we are striving to
turn out talented personnel to work in the various public ﬁelds, including the central and local governments and NGOs, as
well as in private corporations, which now require highly specialized individuals―astute in the sphere of public policy―who
have mastered the skills of formulating policy/project recommendations, policy implementation, and leadership. The division
further seeks to impart our students with the ability to assess problems and identify solutions related to public organizations
from the perspective of the law, public policy, and the economy―training specialists such as tax accountants and judicial
scriveners in the legal knowledge they require in today's increasingly complex society.

□組織経営専攻

Management Sciences in Organization

本専攻では，現代組織（企業，公的な諸団体，各種機関等）の経営行動に関わる諸問題を経営学，会計学および組織経済学という多様なアプロー
チによって，理論的に把握できる能力と，これらの組織が抱える問題についてリーダーシップをもって実務的に解決していく能力を養成します。
特に戦略計画，人事，市場調査，財務，会計などを含む組織の経営管理上の課題に積極的に取り組み，解決を図ることのできる，企業人の育成を
目指します。さらに公認会計士あるいは税理士といった専門的職業人を目指す人のための講義科目も開設しています。また，修了後には，欧米の
MBA（Master of Business Administration：経営学修士）に相当する学位『修士(経営学)』を修得することができます。

Business Administration

組 織 経 営 専 攻
Management Sciences
in Organization

会

計

学

講

座

Accounting

組 織 経 済 学 講 座
Economics in Organization
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This division strives to train students to assess the range of issues faced by contemporary organizations (corporations,
public organizations, government agencies, etc.) from a multifaceted approach encompassing management, accounting, and
economics in organization, and at the same time imparting training on the resolution of practical administrative problems.
In particular, students of this division are trained to actively engage with a variety of management issues, including
strategic planning, human resources, market researches, ﬁnance, accounting, etc. The division of Management Sciences in
Organization further provides students with opportunities to accede skilled professions such as certiﬁed public accountants
and tax accountants. After completion of the course students can earn the masterʼs degree equivalent to the Master of
Business Administration(MBA).
Graduate School of Humanities and Social Sciences Okayama University 2014

05

Socio-Cultural Basics Sciences

■社会文化基礎学専攻 Socio-Cultural Basics Sciences

哲学・思想文化論講座

Philosophy and History of Ideas

表象文化論講座

Culture and Representation

哲学・倫理学は固有の問題圏を持つと同時に，他の諸学の根幹を問い直すという役割をも担っています。それゆえ広く他の諸領域に

色彩・形態・言語・身体・映像・音などを介して表現・伝達される様々な文化現象を意味する表象文化の中心となるのは，絵画・彫

も密接に関わっていくことになります。またその根本問題である「存在とは」「知とは」「幸福とは」「正しさとは」何か，などの問いは，

刻などの視覚芸術，文芸，演劇，音楽，映像芸術ですが，当講座では，既成の芸術概念にとらわれず，漫画やアニメ−ションも含めて，

私たちが日常の中で抱く疑問とも重なっています。したがって哲学・倫理学は同時代の突きつける諸問題と同時に私たちの人間性の本

幅広く現在の文化現象を研究対象とし，さらには各ジャンル間，国および東西の壁を取り払い，相互の影響関係の考察や比較を行い，

質そのものにも関わる営為です。当講座では，思想文化の歴史の中で蓄えられてきた知の諸体系を，欧米と日本を中心とした哲学史・

芸術をめぐる文化現象を総合的に教育・研究します。

思想史に探り，現在に生かすことを目指します。また同時に，哲学的なアプローチと概念を用いて現代的な諸問題にも取り組み，その
Visual art such as paintings and sculpture, literature, drama, music, and photographic and cinematic arts are the

成果を受けとめて，さらなる教育・研究の進展を目指します。

central elements of cultural representation, the various cultural phenomena that are expressed and communicated
Having their own distinctive ﬁelds of study, philosophy and ethics carry the role of reassessing the foundations of

through color, form, language, the body, images and sound. In this program, unconstrained by conventional concepts

all other areas of study, and are thus closely interrelated with them. Their main themes, such as being, knowledge,

of art, research is carried out into a wide range of contemporary cultural phenomena, including manga and animation.

goodness, happiness, are rooted in questions in daily life. Philosophy and ethics are therefore activities which pursue

We offer comprehensive education and research into the cultural phenomena of art, removing the walls dividing

our nature of humanity itself as well as contemporary issues. We investigate diﬀerent forms of knowledge in the

genres, countries, and Occident from Orient in order to study mutual artistic inﬂuences and comparisons.

history of culture and thought, especially that of the Western and Japanese, and realize their actuality. Furthermore
we examine various current social issues using philosophical approaches and concepts. The results of the study will
help to create a positive feedback loop between actual practice, research and education.

授業科目 Subjects

准教授 竹島 あゆみ
Associate Professor
TAKESHIMA Ayumi

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

社会哲学および西洋近世哲学（特にヘーゲル哲学）を研究しています。
Social philosophy and western modern philosophy (especially the philosophy of
Hegel).

授業科目 Subjects

美学１・2，同演習１・２
Aesthetics １･２,Seminar１・２

日本美術史１・2，同演習１・２
History of Japanese Art １･２,
Seminar１・２
日本倫理思想１・2，同演習１・２
Ethical Thought in Japan １･２,
Seminar１・２

古代中世思想史１・2，同演習１・２
Ancient and Medieval Thought １･２,
Seminar１・２

現代思想１・２，同演習１・２
Modern Thought １･２,
Seminar１・２

准教授

本村

昌文

Associate Professor
MOTOMURA Masafumi

教 授 出村 和彦
Professor
DEMURA Kazuhiko

准教授 吉谷 啓次
Associate Professor
YOSHITANI Keiji

近世日本思想史研究（特に江戸時代における死生観に関する研究）
Japanese early modern intellectual history（especially research on the view of
life and death in Edo period）

古代ギリシアとアウグスティヌスの「心」の哲学，初期キリスト教の「貧困」
への取り組みに関する研究。
Research on the philosophy of the Heart of ancient Greece and St. Augustine,
and the early Christian struggle against poverty.

現代哲学(現象学以降の哲学，言語論，他者論など)，現代倫理学，生命倫理学，
応用倫理学。
Contemporary philosophy (including philosophy since the introduction of
phenomenology, the philosophy of language, and the ethics of the Other),
modern ethics, bioethics, and applied ethics.

オペラ表象論１・2，同演習１・２
Opera and Representation １･２,
Seminar１・２

准教授 佐々木 守俊
Associate Professor
SASAKI Moritoshi

教 授 三宅 新三
Professor
MIYAKE Shinzo

Associate Professor
TATSUNO Yuko

西洋美術史１・2，同演習１・２
History of Western Art １･２,
Seminar１・２

Professor
SUZUKI Michitaka

文化表象論１・2，同演習１・２
Culture and Representation 1･２,
Seminar１・２

イギリス文芸表象論１・2，
同演習１・２
English Literature and Representation １･２,
Seminar１・２
ドイツ文芸表象論１・2，
同演習１・２
German Literature and Representation １･２,
Seminar１・２
フランス文芸表象論１・2，
同演習１・２
French Literature and Representation １･２
Seminar１・２

Graduate School of Humanities and Social Sciences Okayama University 2014

准教授 岡本 源太
Associate Professor
OKAMOTO Genta

近現代美術史１・2，同演習１・２
History of Modern Art １･２,
Seminar１・２

メディア表象論１・2，同演習１・２
Media and Representation １･２,
Seminar１・２
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担当教員 Instructor

准教授 龍野 有子

教 授 鐸木 道剛

Professor
KANASEKI Takeshi

准教授 中尾 知代
Associate Professor
NAKAO Tomoyo

乵持

淑

授

久保田

聡

Professor
KUBOTA Satoshi

准教授

萩原

直幸

Associate Professor
HAGIWARA Naoyuki

平安〜鎌倉時代の仏像と像内納入品（特に印仏と呼ばれる版画）の関係。
Relations of Buddha statues and stored goods inside them particularly Buddha
stamps called inbutsu,from the Heian period to the Kamakura period.
オペラを中心とする舞台芸術や文学における神話表象およびアウトサイダー
（女性，異教徒異民族等）表象を研究しています。
My research is on mythical representation in the performing arts and
literature, focusing on opera, and the representation of the outsider (women,
inﬁdels, diﬀerent ethnic groups, and so on).
ベルギー近代美術史，近代美術を支える諸制度，複製技術と造形芸術に関す
る研究・教育を行っています。
I carry out research and education in the history of Belgian modern art,
institutions that support modern art, replicative technology, and the formative
arts.
8世紀ビザンティン帝国におけるイコンの観念とそれが否定したアイドルにつ
いての研究。
The establishment of the idea of icon and its refusal of the idea of idol in 8th
century Byzantium.

映画・ミュージカル・各種メディアの他者表象を「植民地・戦争」の影響を分析。
表象と現実との比較に「オーラルヒストリー」調査法も用います。
I carry out analysis of the inﬂuences of colonies and war on the representation
of the Other in ﬁlms, musicals and other forms of media. I employ the research
approach of "oral history" to compare representation and reality.
イギリス文学，特に19〜20世紀のイギリス小説と社会について研究しています。
My area of research is English literature, especially 19th and 20th century
English novels and society.

Professor
KENMOTSU Yoshi

教

近現代ヨーロッパ哲学，美学，芸術理論（特にルネサンスと現代）
Modern and Contemporary European Philosophy, Aesthetics and Art Theory
(with a focus on the Renaissance and the present day).

ジークムント・フロイトの研究をすると共に，フロイト精神分析における表
象論に基づいて，文芸や映画について考察しています。
While conducting researching on Sigmund Freud, I study literature and
cinematic art based on the notions of representation in Freud's psychoanalysis.

教 授 金関 猛

教 授

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

近現代社会哲学１・２，同演習１・２
Modern Social Philosophy １･２,
Seminar１・２

担当教員 Instructor

シュピールハーゲン，ラーベを中心に，19世紀ドイツリアリズム小説の理論
と実際の検証。
I examine the theory and practice of 19th century German realist novels, with
a focus on Friedrich Spielhagen and Wilhelm Raabe.
前期ロマン派の文学について研究しています。授業ではフランスの戯曲やオペ
ラなどを取り上げています。
I research into early Romantic literature and I discuss French plays and
operas in the classroom.
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Socio-Cultural Basics Sciences

■社会文化基礎学専攻 Socio-Cultural Basics Sciences

人間行動論講座

■社会文化基礎学専攻

法政理論講座

Human Behavior

心理学・社会学・文化人類学・地理学の視点と手法を用いて，現代社会における個人または集団としての人間を，行動する主体とし

Theories of Law and Politics

個人と個人，個人と集団，個人とコミュニティ，あるいは個人と国家といった様々なレベルでの紛争や対立は，いかにして「共生」

て捉え，実証的なデータに基づき考察を行います。行動の原理や法則性，行動の予測と制御，行動の結果としての社会の仕組みや文化

の秩序的関係として構想し得るのかについて，法学・政治学の理論や方法を歴史や現実の具体例に即して考察します。本講座では，そ

の様態，行動と認知・情動との関連など，人間行動に関わる諸現象の究明に取り組み，各領域で従来扱われてきた問題設定や解決法を

うした理論や方法を実践的に応用することができる，地域社会や各種組織のリーダーの養成を目標としています。

ふまえながら，現代社会の先端的な問題にも焦点を合わせます。
This course examines how the conﬂicts and confrontations can be made into the orderly "convivial " relationships,
Employing the vantage point and methodologies of psychology, sociology, cultural anthropology,and geography

through the theories and methodologies of law and politics based on history and actual case studies, at various

studies using empirical data are carried out to comprehend the human being, whether in the form of an individual

levels of society, such as between individuals, between individuals and groups, between individuals and the

or a group, as the agent of action in modern society. Endeavoring to uncover the truth behind various phenomena

community, or between individuals and the state. The aim of this course is developing leaders who can apply these

concerning human behavior, such as the principles of behavior and the degree to which behavior may be based on

theories and methodologies to practical situations in the community and the various organizations.

constant laws, the prediction or control of behavior, social mechanisms and cultural modes as the result of behavior,
the relationship between behavior and perception or aﬀect, we focus on the most advanced issues of contemporary
society while employing the awareness of issues and approaches to solutions conventionally used in the various
ﬁelds.

授業 科目 Subjects

心理学３
Psychology ３
心理学演習
Seminar in Psychology
心理学４
Psychology ４
心理学演習
Seminar in Psychology
社会学１
Sociology １
社会学演習
Seminar on Sociology
社会学２
Sociology ２
社会学演習
Seminar on Sociology
文化人類学１
Cultural Anthropology １
文化人類学演習
Seminar in Cultural Anthropology
文化人類学２
Cultural Anthropology ２
文化人類学演習
Seminar in Cultural Anthropology
地理学１
Geography １
地理学演習
Seminar on Geography
地理学２
Geography ２
地理学演習
Seminar on Geography
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教 授 長谷川 芳典
Professor
HASEGAWA Yoshinori

教 授 田中 共子
Professor
TANAKA Tomoko

准教授 堀内 孝
Associate Professor
HORIUCHI Takashi

教 授 藤井 和佐
Professor
FUJII Wasa

准教授 髙谷 幸
Associate Professor
TAKAYA Sachi

教 授 北村 光二
Professor
KITAMURA Koji

教 授 中谷 文美
Professor
NAKATANI Ayami

教 授 北川 博史
Professor
KITAGAWA Hirofumi

准教授 髙野 宏
Associate Professor
TAKANO Hiroshi

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas
行動分析学からみた選択とQOL，高齢者ケアとダイバージョナルセラピー，
園芸療法と人間植物関係学。
Choice Behavior and QOL from Behavior Analytic Account, Aged Care and
Diversional Therapy, Horticultural Therapy and People-Plant Relationships.

授業科目 Subjects

現代政治理論，同演習
Political Theory,Seminar
現代権力理論，同演習
Power and Social Theory,Seminar

担当教員 Instructor

研究分野は，現代政治理論，現代権力理論，政治社会学である。大学院教育は，
主として，現代の政治理論の検討および理論と現実的諸条件との連関の分析
を行っている。
My research ﬁelds are contemporary political theories, contemporary power
theories, and the political sociology. In the graduate school, I mainly focus
on the examination of current political theories and the analysis of the
relationships between theories and actual conditions.

准教授 前田 浩
Associate Professor
MAEDA Hiroshi

異文化接触の社会心理学，高齢化時代の健康心理学の研究をしています。
I conduct research on the social psychology of cross-cultural contact and the
health psychology of the aging society.

自伝的記憶，自己と意識，自己開示。
Autobiographical memory, Self and Consciousness, and Self-disclosure.

ヨーロッパ政治史論，同演習
Political History of Europe,Seminar
政治学古典文献解釈論，同演習
Interpretation of Classical Politics,
Seminar

アリストテレス『政治学』の翻訳・注解を踏まえた，アリストテレス政治学
の理論的分析を行ってきた。そうした成果の上で，19世紀−20世紀のヨー
ロッパ政治の展開，特に自由主義と全体主義を研究し，講義している。
I have conducted a theoretical analysis of the political philosophy of Aristotle
based on translation and annotation of Aristotle's "Politics." Based on
the outcomes of this endeavor I now research into and lecture on political
developments in 19th and 20th century Europe, especially focusing on
liberalism and totalitarianism.

教 授 荒木 勝
Professor
ARAKI Masaru

瀬戸内圏の農山漁村を対象に，地域リーダーや地域自治・地域づくりに関す
る調査・研究を行っています。
Sociological research into local leadership, community governance and
community development in the rural areas in Japan.

在日外国人およびその支援活動をめぐる研究・現代社会論
Research on migrants and social movements for migrant rights in Japan,
Contemporary sociology.

生活の現場における認識と実践の文化的多様性。コミュニケーションの生態学。
The cultural diversity of cognition and practice in everyday life scenes. The
ecology of communication.

ヨーロッパ政治文化論１・２，
教 授 小田川 大典
同演習１・２
Politics and Culture of Europe １･２， Professor
ODAGAWA Daisuke
Seminar １･２

西洋近代政治思想史における共和主義とリベラリズムについての研究教育を
行っている。
I study and teach republicanism and liberalism in modern western political
thought.

ヨーロッパ法文化論１・２，
同演習１・２
Cultural History of European Law １･２，
Seminar １･２

アンシャン・レジームから20世紀初頭にかけてのフランス法史を中心とした
西洋法史について研究しています。
I conduct research into Western legal history with a focus on French legal
history from the Ancien Régime to the early part of the 20th century.

教

授

波多野

敏

Professor
HATANO Satoshi

インドネシアとオランダで，ジェンダー，労働，家族に関わるテーマを調査・
研究しています。
Anthropological research into gender, work and the family in Indonesia and the
Netherlands.

インドや中国，カナダにおいて，産業立地や工業地域の変動に関する研究を
しています。
I conduct research into spatial dynamism of industries in India, China and
Canada.

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

法哲学１・２，同演習１・２
Philosophy of Law １･２，
Seminar １･２

教

授

大森

Professor
OMORI Hidetomi

秀臣

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

心理学２
Psychology ２
心理学演習
Seminar in Psychology

担当教員 Instructor

専攻は法哲学であり，法の一般理論や，法的思考論の他，主に正義論に関心
を持っている。近年は共和主義法理論の研究を行っており，熟議デモクラシー
や古代レトリックにも手を広げている。
I major in the philosophy of law and am interested particularly in the theory
of justice. In recent years I have been inquring into the republican theory of
law and spreading my interest into deliberative democracy or ancient Roman
rhetoric.

中国地方の地域社会と民俗文化の調査研究
Research and study on the relationship between local communities and folk
culture primarily in the Chugoku region.

Graduate School of Humanities and Social Sciences Okayama University 2014
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Comparative Socio-Cultural Sciences

■社会文化基礎学専攻 Socio-Cultural Basics Sciences

経済理論・統計講座

Economic Theory and Statistics

経済変動や産業構成といった現代の複雑かつ重要な経済問題を考察するために，必要とされる理論モデル分析や統計データ解析の能
力を開発・伸展させることを教育・研究目的とします。ミクロ経済学，マクロ経済学，政治経済学や計量経済学などの経済理論や計量
分析を学び，これらの理論や分析手法を応用することによって財政金融，国際経済，企業経済や地域経済などの諸問題を理論と実証の
両面から洞察する能力を開発します。

■比較社会文化学専攻 Comparative Socio-Cultural Sciences

日本・アジア言語文化論講座

Japanese and Asian Literature and Culture

日本・中国などアジア地域を対象として，漢字文化圏という観点から言語・文学，さらに文化・思想にいたるまで，それらの構造お
よび歴史的展開への深い理解を目指します。
日本語学・日本文学の分野では，日本語の伝統と美しさを駆使した文化の営みへの理解を深めながら，語学研究・文学研究に新たな
知見を提示することを目指します。中国文学分野では，日本をはじめ周辺世界へ多大な影響を与えて来た中国文化を文学・思想・文化
の面から研究し，さらに異文化理解のための新たな視点の修得もはかります。本講座は，地域固有の言語文化を明らかにするだけでは

It is the aim of the education and research in this program to develop and extend the capabilities of theoretical

なく，その言語文化を，アジア全体やグローバルな座標軸に位置づけ，俯瞰的かつダイナミックに捉える能力を開発します。伝統的な

model analysis and statistical data analysis in order to examine contemporary complex, yet important, issues such

学説を消化した上で，最先端の学問領域を切り開き，これらを通じて現代社会に適応した実践的な能力の開発を行うこともあわせて目

as economic ﬂuctuations and industrial composition. The economic theories and quantitative analytical methods

標とします。

of microeconomics, macroeconomics, political economy, econometrics and so on are studied, and students are
assisted to develop the ability to gain insights into both theoretical and empirical aspects of a range of issues, such

With Japan and China as the main objects of study in the Asian region, the aim is to gain a deep understanding

as ﬁnance and ﬁnancial administration, the international economy, corporate economy, and local economy through

into the structural and historical development of the languages and literature, as well as the culture and thought of

the application of these theories and analytical methods.

the region from the viewpoint of the kanji (Chinese character) cultural region.
In the field of Japanese linguistics and Japanese literature, while deepening the understanding of the cultural
practices that have taken full advantage of the traditions and beauty of the Japanese language, we aim to present

授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

a new perception of linguistic and literature studies. In the ﬁeld of Chinese literature, research is conducted into
Chinese culture, the influences of which have been enormous on surrounding areas including Japan, from the

社会経済学１・２，同演習１・２
Social Economics １･２,
Seminar １･２

マクロ経済学１・２，同演習１・２
Macroeconomics １･２，
Seminar １･２

ミクロ経済学，同演習
Microeconomics,Seminar
応用ミクロ経済学，同演習
Applied Microeconomics,Seminar

国際経済学１・２，同演習１・２
International Economics １･２，
Seminar １･２

教 授 清水 耕一
Professor
SHIMIZU Koichi

准教授 横尾 昌紀
Associate Professor
YOKOO Masanori

准教授 東 陽一郎
Associate Professor
HIGASHI Youichiro

准教授 澤木 久之
Associate Professor
SAWAKI Hisashi

Associate Professor
NARUKAWA Masaki

応用計量分析１・２，同演習１・２
Applied Econometric Analysis １･２，
Seminar １･２

Professor
ZHANG Xingyuan

確率モデル論１・２，同演習１・２
Probability Model １･２，
Seminar １･２
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for cross-cultural understanding. In this program, not only are the regional characteristics of language culture
made clear, but the ability to position that language culture along pan-Asian and global axes and to grasp them
dynamically from an overall point of view will be developed. Having digested the traditional theories, we move on to
pioneering the most advanced academic areas, and through these also aim to carry out the development of practical

計量経済学１・２，同演習１・２
Econometrics １・２，
Seminar １･２

公共経済学，同演習
Public Economics,Seminar
教育経済学，同演習
Economics of Education,Seminar

010

Professor
WADA Yutaka

aspects of literature, thought and culture, and also create opportunities for the acquisition of a novel viewpoint

准教授 生川 雅紀

教 授 張 星源

准教授 古松 紀子
Associate Professor
FURUMATSU Noriko

教 授 村井 浄信
Professor
MURAI Joshin

フランスの35時間労働制と労使関係の研究，EUの地域政策に関する調査研
究，トヨタ生産システムと労働の進化に関する研究。
Research on the French 35-hour working week and industrial relations,research
on the regional policy of EU,and research on the evolution of Toyota Production
System and labor.

capabilities applicable to contemporary society.

授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

経済や社会の動学的なシステムにおける非線形現象に関する研究。
Research into the non-linear phenomena of dynamic systems in the economy
and society.

私は，ミクロ経済学，意思決定理論，特に意思決定理論を研究しています。
My research area is microeconomics, especially, decision theory.

近現代日本語論１・２，同演習１・２
Japanese Linguistics １･２，
Seminar １･２

准教授 京 健治
Associate Professor
KYO Kenji

日本語文法の史的変遷に関する研究，特に中世・近世期を中心とした助詞・
助動詞の消長等に関する語法研究をしています。
I conduct research into the historical transitions of Japanese grammar, and
especially into the changes in usage of particles and adverbs, focusing on the
medieval and early modern periods.

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

現代資本主義論，同演習１・２
Study on Modern Capitalisme,
Seminar １･２
制度の経済学，同演習１・２
Economics of Institutions,
Seminar １･２

教 授 和田 豊

これまでの研究は労働価値論の体系化が中心であり，著書『価値の理論』で残
された若干の問題について研究を継続している。
My research has focused on the systemitization of the labor theory of value
and I am continuing to research a number of issues remaining from my
publication Kachi no riron (Theory of Value).

主に非対称情報の下での戦略的貿易理論を研究しています。
My main research area concerns strategic trade policy under asymmetric
information.

時系列の統計的分析法とその応用
Statistical analysis of time series and its applications.

日本語構造論１（日本語研究の方法）
Japanese Structure １
日本語構造論２（日本語研究の諸相と実践）
Japanese Structure ２
日本語構造論演習１・２
Seminar on Japanese Structure １･２

教 授 江口 泰生
Professor
EGUCHI Yasuo

古代語から現代語まで，日本語の様々な仕組みを明らかにし，その歴史的展
開を研究する。特に文法的側面と音韻的側面の境界領域を研究している。
I conduct research into the elucidation of the various structural features of the
Japanese language as it has made the transition form an ancient to a modern
language, and the historical development of these. This research especially
focuses on the boundary areas between phonemic and grammatical aspects.

応用計量分析の手法生産性およびイノベーション等の実証分析に関する研究。
Research on methods of applied econometric analysis and the empirical
analysis of innovation, productivity and so on.

高等教育政策について公共経済学の観点から理論的に研究しています。
I conduct theoretical research into higher education policy from the viewpoint
of public economics.

経済における確率モデルの理論と統計力学を用いた界面の研究。確率論とそ
の経済モデルへの対応についての教育。
Research on the application of probability theory to economics and an analysis
of the interface of spin system using statistical mechanics. Deliver lectures on
probability theory and its appication to economic models.

日本中世文学論１・２，同演習１・２
教 授 田仲 洋己
Japanese Medieval Literature １・２， Professor
TANAKA Hiroki
Seminar １･２

院政期から新古今時代にかけての和歌文学の研究。特に歌論・歌学書及び物
語文学との関わりについての研究。
I conduct research into waka poetry from the period of the Insei system
(cloistered rule) to the Neo-Kokin Period (12th to 13th centuries). This
research especially focuses on the relationship between the academic study of
waka, academic works on waka, and monogatari (epic tale) literature.
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■比較社会文化学専攻 Comparative Socio-Cultural Sciences

欧米言語文化論講座
授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

Euro-American Literature and Culture

文学を中心とする欧米の言語文化を学際的に考察する。英語圏・ドイツ語圏・フランス語圏の文学的・思想的・文化史的テキストを
主たる研究の対象とし，それらに共通する構造と特質を文化横断的観点から分析する。方法論として言語分析・文体分析・テキスト分

日本近世文学論１・２，
同演習１・２
Japanese Early Modern Literature １･２，
Seminar １･２

教 授 山本 秀樹
Professor
YAMAMOTO Hideki

江戸時代文学，近世の出版法制と文学史の動向の相関，史的に見た場合「虚構」
とは何か。
The Edo Period Japanese early modern literature interrelating trends
between publishing law in the early modern period and the history of
literature, the nature of “fictitiousness” when viewed from a historical
perspective.

析の手法を援用し，文献学・哲学・歴史学等の伝統的な人文学領域で蓄積されてきた知見を駆使しながら，通時的および共時的なアプ
ローチを実践する。
With a focus on literature, the linguistic cultures of Europe and the USA are examined from an interdisciplinary
perspective. Texts of literature, thought, and cultural history in English, French and German are analyzed for their
common structures and characteristics.
The methodologies adopted in these analyses are diachronic and synchronic and include linguistic, stylistic and
textual approaches based on the accumulated knowledge of the humanities such as philosophy and history.

日本近現代文学論１・２，
同演習１・２
Modern Japanese Literature １･２，
Seminar １･２

中国近世戯曲小説論１・２，
同演習１・２
Chinese Dramas and Novels １･２，
Seminar １･２

Associate Professor
NISHIYAMA Koichi

准教授 橘 英範
Associate Professor
TACHIBANA Hidenori

教 授 岡本 不二明
Professor
OKAMOTO Fujiaki

芥川龍之介を中心に，明治・大正期の日本文学を，科学や宗教など他の文化
領域の言説を見ながら研究しています。
I research into Japanese literature of the Meiji and Taisho Periods, focusing
on AKUTAGAWA Ryunosuke, while making reference to discourses from
other cultural areas such as science and religion.

六朝〜唐代の詩，特に劉禹錫・白居易らの中唐期を中心とした中国古典詩の
展開について研究しています。
I conduct research on the development of classical Chinese poetry with a focus
on the poetry of the Liuchao Period to the Tang Dynasty, especially that of
Liu Yuxi, Bai Juyi and others of the mid-Tang period.

一つは唐代の伝奇小説の総合的な研究，一つは唐宋元の演劇史の研究が，近
年の主たる研究課題である。
One of my research ﬁelds is an overall study of the chuanqishort stories of the
Tang Dynasty, and my other main research topic of recent years is the history
of drama in the Tang-Song-Yuan period.

授業科目 Subjects

教 授 遊佐 徹
Professor
YUSA Toru

中国文化史研究・中国近代思想史研究：ここ数年は身体論・表象文化論の観点
から研究・教育をしています。
Research on Chinese cultural history and the history of modern Chinese
thought: In recent years I have been conducting research and education in body
theories and the theory of cultural representation.

近代ドイツ文学と文化，特に現代マスメディア（映画・インターネット）を
考慮しながら。
Modern German literature and culture, especially taking the mass media (ﬁlms,
the Internet) into consideration.

近代ドイツ文学論１・２，
同演習１・２
Modern German Literature １･２，
Seminar １･２

ヘルダーリン，ティーク等を主たる対象とした，人間と自然との問題に関する研究。
Research into the issues of humans and nature, with Hölderlin, Tieck and
others as the main subject matter.

准教授

栄司

ハイネ，ビュヒナーを中心とする１９世紀のドイツ文学を研究しています。
I research into 19th century German literature with a focus on Heine and
Büchner.

近代ドイツ言語文化論１・２，
同演習１・２
Modern German Language and Culture
１･２，Seminar １･２

ゲーテの文学と自然科学研究の関係。
The relationship between the literature of Goethe and research into the
natural sciences.

近現代フランス文学論１・２，
同演習１・２
Modern and Contemporary French
Literature １･２，Seminar １･２

准教授

大杉

洋

Associate Professor
OHSUGI Hiroshi

准教授

野呂

康

Associate Professor
NORO Yasushi

教

授

延味

能都

Professor
EMMI Yoshito

教

授

上田

和弘

Professor
UEDA Kazuhiro

現代フランス小説論１・２，
同演習１・２
Modern French Novel １･２，
Seminar １･２
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宮川

Associate Professor
MIYAGAWA Eiji

ドイツ文芸学・文学史１・２，
教 授 寺岡 孝憲
同演習１・２
Professor
History of German Literature １･２，
TERAOKA Takanori
Seminar １･２

フランス詩論１・２，同演習１・２
French Poetry １･２，Seminar １･２
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最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

現代ドイツ文化論１・２，同演習１・２ 教 授 ローデリヒ・ガートゲ
Contemporary German Culture １･２， Professor
Gathge Roderich
Seminar １･２

近代フランス文化論１・２，
同演習１・２
Modern French Culture１･２，
Seminar １･２

近現代中国文化論１・２，
同演習１・２
Modern and Contemporary Chinese
Culture １･２, Seminar １･２

担当教員 Instructor

17世紀フランスの出版制度やジャンセニスム論争を研究しています。
I'm studying the system of publication in the 17th century of France and its
relation with Jansenist's polemics.

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

中国詩歌論１・２，同演習１・２
Chinese Poetry １･２，
Seminar １･２

准教授 西山 康一

主 に フ ラ ン ス16世 紀 プ レ イ ヤ ー ド 派 の 詩， と り わ け ロ ン サ ー ルP. de
Ronsardの詩について，古典文学との関係を研究しています。
My main research is into the poetry of the 16th century France, especially the
Pleiade.
詩（フランスおよび日本の近代詩），詩論一般（ポエジー概念，韻律論，抒情
詩論），現代思想を研究しています。
I conduct research into poetry (modern French and Japanese poetry), general
poetics, (the concept of poésie, metrical theory, lyric poetry) and contemporary
thought.

採用予定

イギリスルネッサンス文芸論１・２，
教 授 吉岡 文夫
同演習１・２
English Renaissance Literature １･２， Professor
YOSHIOKA Fumio
Seminar １･２

シェイクスピア悲劇，イギリス・アイルランド短編小説を中心に研究しています。
My research focuses on Shakesperian tragedies and British and Irish short
stories.

現代アメリカ文学論１・２，
同演習１・２
Modern and Contemporary American
Literature １･２，Seminar １･２

アメリカ文学，特に現代アメリカ小説，文化研究，そして仏教との比較もし
ています。
American literature, especially contemporary fiction, culture,and the
comparison of literature and Buddhism.

教

授

中谷

ひとみ

Professor
NAKATANI Hitomi
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■比較社会文化学専攻 Comparative Socio-Cultural Sciences

言語情報論講座

比較国際法政講座

Linguistics

International and Comparative Law and Politics

日本語，韓国語および東アジア諸語，トルコ語およびチュルク諸語，タガログ語およびフィリピン諸語，英語，ゲルマン諸語，ロマ

国の文化や歴史の違いによって，法的・政治的秩序の在り方は様々であり，世界の国々が二国間あるいは多国間でどのようにして法的・

ンス諸語，スラブ諸語などの個別言語の具体的研究を通して，言語の持つ多様性への本質的な理解を可能にする様々な分析方法の獲得

政治的営みを行ってきたのかについて，その歴史を考察し，今後の国際関係を構築する方法を教育・研究します。国家公務員（外交官等）
，

を目指し，同時に多様性とともに，人間の言語に共通して見られる音韻・統語・意味構造の普遍性について，言語習得理論の観点から

地方公務員，国際公務員およびNGO職員など高度専門的職業人の養成を目標としています。

原理的に考察します。また言語理論が情報・認知理論などにおいて果たす中心的な役割についても考察します。
The form of the legal and political order of diﬀerent countries is diverse, depending upon diﬀerences in culture and
This program aims at the learnings of various analytical methods that make possible an essential understanding

history, and how the countries have carried out their bilateral and multilateral legal and political interactions, and the

of the diversity of languages through practical research into particular languages such as Japanese, Korean, and

history of these interactions is studied, leading to methods of constructing the international relations of the future

other East Asian languages; Turkish and other Turkic languages; Tagalog and other languages of the Philippines;

that form the basis of the research and education in this program. Our aim is to develop highly advanced specialist

English, the Germanic languages; Romans languages, the Slavic languages and so on. At the same time, not only

professionals who will become oﬃcial personnel at the international, national (diplomats and so on), and local levels,

this diversity, but also the universality of phonological, syntactic and semantic structures seen in common with all

NGO personnel and so on.

human languages is considered in principle from the point of view of language acquisition theory. In addition, how
linguistic theory plays a central role in, for example, cognitive theory and information theory is also studied.

授業科目 Subjects

言語類型論１・２，
同演習１・２
Linguistic Typology １･ ２，
Seminar １･ ２

現代日本語学１・２，
同演習１・２
Contemporary Japanese Linguistics １･ ２,
Seminar １･ ２

社会言語学１・２，
同演習１・２
Sociolinguistics １･ ２，
Seminar １･ ２

談話文法論１・２，
同演習１・２
Discourse Grammar １･ ２,
Seminar １･ ２

英語学１・２，
同演習１・２
English Linguistics １・２,
Seminar １・２

フランス言語論１・２，
同演習１・２
French Linguistics １･ ２,
Seminar １･ ２
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教 授 栗林 裕
Professor
KURIBAYASHI Yuu

准教授 片桐 真澄
Associate Professor
KATAGIRI Masumi

教 授 宮崎 和人
Professor
MIYAZAKI Kazuhito

准教授 中東 靖恵
Associate Professor
NAKATO Yasue

准教授 堤 良一
Associate Professor
TSUTSUMI Ryoichi

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas
トルコ語をはじめとするチェルク系諸言語の形態論的・統語論的研究をして
います。その他に日本語と他言語の対照研究にも関心があります。
I research into the morphology and syntactics of the Turkic languages, of
which Turkish is the prime example. In addition, I am also interested in
research contrasting Japanese with other languages.

フィリピン諸語をはじめ，台湾原住民諸語やインドネシア諸語など，オース
トロネシア諸語のヴォイスに関する類型論的研究をしています。その他，日
本語と中国語，英語との対照研究に関心があります。
I conduct typological research into the voice system of Austronesian languages,
which include Philippine languages, as well as Formosan and Indonesian languages.
I am also interested in contrastive studies of Japanese with other languages, such
as Chinese, English, and so on.
研究面では，機能主義的な立場から文法的カテゴリーについて理論的な考察と体
系的な記述を行っている。教育面では，形態論と構文論，語彙と文法，文法体系
とテクスト機能などを中心に現代日本語学について幅広く指導している。
I conduct research into the theoretical study and systematic description of grammatical
categories from a functionalist standpoint. In education, I carry out wide-ranging
instruction in contemporary Japanese linguistics, focusing primarily on morphology and
syntactics; vocabulary and grammar; and the grammatical system and textual function.

国内・海外における日本語のバリエーションについて，社会言語学・日本語
教育学の観点から研究を行っています。
I conduct research into the domestic and overseas variations in Japanese from
the viewpoints of sociolinguistics and Japanese language education.

日本語の指示詞を中心にした談話理論の研究を行っています。
I research into discourse theory with a focus on Japanese demonstratives.

Associate Professor
KANEKO Makoto

国際私法論，同演習
Conflict of Laws,Seminar
国際取引法論，同演習
International Trade Law,Seminar

国際機構法論，同演習
Law of International Organizations,
Seminar
国際公務論，同演習
International Civil Service,Seminar

国際法，同演習
International Law,Seminar
国際法適用論，同演習
International Law Application,
Seminar

国際裁判論，同演習
International Courts and Tribunals,
Seminar
国際紛争処理論，同演習
International Dispute Settlement,
Seminar

国際政治論１・２，同演習１・２
International Politics １･２,
Seminar １･２

採用予定

准教授 金子 真

授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

教

授

佐野

寛

Professor
SANO Hiroshi

教

授

黒神

直純

Professor
KUROKAMI Naozumi

准教授

竹内

真理

Associate Professor
TAKEUCHI Mari

教

授

李

禎之

Professor
LEE Yoshiyuki

教

授

河原

祐馬

Professor
KAWAHARA Yuuma

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

国際契約および国際不法行為に関する法的規整の研究，国籍の得喪に関する
研究を行っています。
I conduct researches into the conﬂict of laws concerning international contracts
and international torts, as well as the acquisition and loss of nationality.

国連などの国際機構に関する法に関心を持っています。特に，国際機構で働
く国際公務員について研究しています。
I am interested in the legal system concerning international organizations such
as the United Nations, and I especially carry out research into international
civil servants working in international organizations.

国家が，人や物に対して法律を制定したり適用したりする権限のおよぶ範囲
（管轄権）に興味を持って研究しています。
My research interests lie in the basis and scope of jurisdiction of States.

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

個別言語文法論１・２，
同演習１・２
Lectures in Linguistics １･ ２，
Seminar １･ ２

担当教員 Instructor

国際紛争解決における国際裁判の機能に関心を持っています。特に，国際司
法裁判所（ICJ）の手続法について研究を行っています。
My research interests lie in the areas of international dispute settlement,
especially the procedural law of the International Court of Justice.

移民外国人問題を主たる題材としたナショナリズムや民主化等に関する研究
を行っています。
I conduct research into nationalism, democratization and so on by reference to
the issues of international migrant workers as the main subject matter.

日仏対照言語学的観点から，最近は，名詞句の主題性，定性，複数性などに
ついて研究しています。
I recently research into topicality, deﬁniteness and plurality of noun phrases
from the point of view of Japanese and French contrastive linguistics.
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比較経済講座

Comparative Economics

日本を含む世界各国，諸地域の経済の現状とその相互依存の状況，さらにはそれらの現在に至るまでの発展過程，そして経済学と社

授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

会思想の歴史を探ります。グローバリゼーションが進展する現代世界の様々な諸事象を客観的に理解し，社会科学的に分析し，新たな
パラダイムの教育・研究を行うと同時に，アジアを中心とする経済・社会発展についての教育・研究を進めます。
In this program we delve into the current state of the economy in the countries of the world and the various
regions, beginning with Japan, examining the situation concerning their interdependency, the development process
that has resulted in the current situation, as well as the history of economics and social thought. At the same time
as gaining an objective understanding of, and analyzing in a social scientiﬁc manner the various phenomena of the

世界経済論
World Economy
東アジア経済論
East Asian Economy

准教授

津守

貴行

Associate Professor

TSUMORI Takayuki

contemporary world as globalization advances, research and education is conducted into new paradigms as we carry

研究：日本の港運業界・港湾政策の分析，東アジアの海運市場の分析，物流か
ら見た東アジア経済圏の分析
教育：現代世界経済システムの構造的特徴とその中での東アジア経済の位置
の説明
Research: Analysis of the Japanese port transport industry, port policy, the
East Asian sea transport market, and the East Asian economic bloc as seen
from the point of view of logistics. Education: Explanation of the structural
characteristics of the contemporary world economic system and the position
within that of the East Asian economy.

forward research and education in economic and social development with a focus on Asia.

授業科目 Subjects

欧米経済論，同演習
Economies of Europe and the United
States,Seminar
欧米経済史，同演習
Economic History of Europe and the
United States,Seminar

准教授 尾関 学
Associate Professor
OZEKI Manabu

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

移行期経済論，同演習
Economics in Transition,Seminar
中東欧経済論，同演習
Economic Analysis of Central and East
European Countries, Seminar

Associate Professor
FUKUSHI Jun

教 授 松本 俊郎
Professor
MATSUMOTO Toshiro
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教 授 滕 鑑
Professor
TENG Jian

雅弘

Professor
TAGUCHI Masahiro

現代ポーランド経済の分析を中心に，移行経済，経済発展戦略の諸問題を研
究・教育しています。
I conduct research and education on various issues concerning the economics
of transition and economic development strategy with a focus on analysis of the
contemporary Polish economy.

教

授

新村

聡

Professor
NIIMURA Satoshi

アダム・スミス，カール・マルクス，アマルティア・センの経済思想と分配的
正義論を研究しています。
I conduct research into the economic thought and theories of distributive
justice of Adam Smith, Karl Marx and Amartya Sen.

教

授

太田

仁樹

Professor
OTA Yoshiki

19世紀末〜20世紀初頭のオーストリア君主国における民族問題に関する
議論を検討し，今日における民族問題に対処する視点を模索している。
I examine discussions on nationality-problems in the Austrian monarchy of the
late 19th and early 20th centuries in the search for a frame of reference for
present-day nationality-problems.

研究分野：戦前戦後の中国東北における工業化問題。教育分野：戦前日本の
植民地問題。
Research field:Issues concerning industrialization in pre-war and post-war
Northeast China. Educational ﬁeld:Problems of pre-war Japanese colonies.

国際コミュニケーション英語１・２，
同演習１・２
English for International Communication
１･２，Seminar１･２

中国経済論，同演習
China Economy,Seminar
中国市場経済論，同演習
China Market Economy,Seminar

田口

研究分野：英本国・植民地間経済関係についての諸問題。教育分野：イギリス
帝国経済史。
Research field:Problems of Anglo-colonial economic relations. Educational
ﬁeld:Economic history of the British Empire.

経済思想史，同演習
History of Economic Thought,
Seminar
社会思想史，同演習
History of Social Thought,Seminar
東洋経済史，同演習
Economic History of East Asia,Seminar
東アジア経済発展史，同演習
History of Economic Development in
East Asia,Seminar

授

研究分野：戦前日本の農村・農家における生活水準。教育分野：日本経済史。
Research Field :Standard of living of pre-war Japanese rural and farm
household economy. Education Field :Economic History of Japan.

経済学史，同演習
History of Economic Theorym,
Seminar
現代経済学史，同演習
History of Modern Economic Theory,
Seminar

准教授 福士 純

教

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

現代日本経済史，同演習
Economic History of Contemporary
Japan,Seminar
日本経済史，同演習
Economic History of Japan,Seminar

担当教員 Instructor

准教授

廣田

陽子

Associate Professor
HIROTA Yoko

留学生教育。英語によるコミュニケーション能力養成。市民参加とガバナン
ス研究。
Teaching interest: Education for international students. Communicative
competence in English.
Research interest: Citizen participation and governance.

大学院の授業では，中国経済について市場移行と国際化をめぐる諸課題を取り
上げ講義，議論しています。研究では中日経済の数量分析を行っています。
In graduate school classes, I lecture on and discuss issues concerning the
market transition and internationalization in the Chinese economy. I conduct
research into income disparities in China, and input-output analyses of the
Chinese and Japanese economies.
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Comparative Socio-Cultural Sciences

■比較社会文化学専攻 Comparative Socio-Cultural Sciences

歴史文化論講座

History and Archaeology

既存の学説と最新の研究動向をふまえつつ，人類の歴史に対する現代的な課題にアプローチします。各地での現地調査，古文書調査，

授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

発掘調査などのフィールドワークを重視し，実証的な方法に基づく人類の歴史に対する新しい知見を広げます。東洋では中国と東南ア
ジアの歴史を，西洋ではドイツ史とロシア史を中心に，各国史の観点とあわせてグローバルな観点から考察します。さらに日本の古代
から中世・近世を経て近現代までの社会と文化に関する歴史，および先史考古学・原史考古学・考古学方法論や比較考古学に関する考
察を行います。
In this program, we approach contemporary issues of human history on the basis of existing academic theory

日本中世史１・２
Medieval History of Japan １･２
日本中世史演習
Seminar on the Medieval History of Japan
日本史研究方法論演習
Seminar on Japanese Modern History

教

授

久野

修義

Professor
HISANO Nobuyoshi

中世岡山地域史の特質や，中世における戦争と宗教について，また中世武家法・
寺院法，訴訟日記の分析をしています。
I research the medieval history of the Okayama region, and war and religion in
the medieval period, as well as analyze medieval military house law, temple law
and judicial journals.

and the latest research trends. New knowledge concerning human history is expanded through empirical methods
emphasizing field work, including field surveys, the examination of ancient records, and excavations. The orient,
the history of China and Southeast Asia, and the occident, primarily German and Russian history, are studied from
a global point of view in combination with the viewpoint of the history of each country. In addition, this program
also conducts study on the social and cultural history of Japan from the medieval and early modern periods up to
modern and contemporary times, as well as on prehistoric archaeology, protohistoric archaeology, archaeological

日本近世史１・２
Early Modern History of Japan １･２
日本近世史演習
Seminar on the Early Modern History of Japan
日本史研究方法論演習
Seminar on Japanese History

教

授

倉地

克直

Professor
KURACHI Katsunao

江戸時代の社会と文化。災害・漂流・絵図などを素材に，地域の資料を活用
しながら研究している。
The society and culture of the Edo Period. With disasters, objects washed up
on the shore, and pictorial records of these as subject matter, I make use of
local materials for research.

methodology and comparative archaeology.

授業科目 Subjects

東アジア近世史１・２，
同演習１・２
Early Modern History of East Asia １･２，
Seminar １･２

東南アジア史１・２，
同演習１・２
History of Southeast Asia １･２，
Seminar １･２

ヨーロッパ中近世史１・２，
同演習１・２
Medieval and Early Modern History of
Europe １･２，Seminar １･２

ヨーロッパ近現代史１・２，
同演習１・２
Modern and Contemporary History of
Europe １･２，Seminar １･２
ヨーロッパ近代史１，同演習１
Modern European History 1，Seminar １

日本古代史１・２
Ancient History of Japan and Asia １･２
日本古代史演習
Seminar on Ancient History of Japan and Asia
日本史研究方法論演習
Seminar on Japanese Modern History
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准教授 古松 崇志
Associate Professor
FURUMATSU Takashi

教 授 加治 敏之
Professor
KAJI Toshiyuki

准教授 渡邊 佳成
Associate Professor
WATANABE Yoshinari

准教授

大貫

俊夫

Associate Professor
OHNUKI Toshio

准教授 吉田 浩
Associate Professor
YOSHIDA Hiroshi

教 授 今津 勝紀
Professor
IMAZU Katsunori

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

10〜14世紀の東アジア史（中国・モンゴリア・マンチュリア・朝鮮半島など）,
特に北方の遊牧国家と中華王朝の相互関係について研究を進めている。
History of East Asia (10th-14th centuries):Research on interrelationship
between Northern nomadic states and Chinese dynasties.

中国の宗族と宗教儀礼，とりわけ福建の地方劇の調査研究を行い，明清の宗
教文化について教えている。
I conduct research into Chinese religions and religious rituals, especially
the local plays of Fujian. I teach the religious culture of the Ming and Qing
Dynasties.

東南アジア史，特にミャンマーのコンバウン朝の歴史，中国＝ビルマ関係史
を研究している。
I research into Southeast Asian history, especially the history of the Konbaung
Dynasty of Myanmar and historical relations between China and Myanmar.

中世ドイツ史研究および中世ヨーロッパ修道会研究。
Research on medieval Germany and religous Orders in medieval Europe.

考古文化論
Special Topics in Archaeology
比較考古学演習
Seminar in Comparative Archaeology
考古学方法論，同演習
Archaeological Method,Seminar

考古文化論
Special Topics in Archaeology
比較考古学演習
Seminar in Comparative Archaeology
考古学方法論，同演習
Archaeological Method,Seminar

考古文化論
Special Topics in Archaeology
比較考古学演習
Seminar in Comparative Archaeology
考古学方法論，同演習
Archaeological Method,Seminar

教

授

姜

克実

Professor
JIANG Keshi

教

授

新納

泉

Professor
NIIRO Izumi

教

授

松木

武彦

Professor
MATSUGI Takehiko

准教授

松本

直子

Associate Professor
MATSUMOTO Naoko

1920年代論，アジア主義とはなにか，歴史認識と歴史教育の問題点などに
ついて研究しています。
I research into the ideas of the 1920s; including the notion of pan-Asianism,
its historical perception and issues in history education.

日本の古墳時代，ブリテン鉄器時代，地理情報システムを用いた時空間情報
考古学などを研究しています。
I conduct research into Japan's Kofun Period, the iron age of Britain, and
spacio-temporal information archaeology using GIS, and so on.

日本の弥生時代から古墳時代，ブリテン新石器時代，進化科学を用いた理論
考古学などを研究しています。
My research covers the period from the Yayoi Period to the Kofun Period in
Japan and the neolithic period in Britain. I carry out theoretical archaeology
using evolutionary science.

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

東アジア古代・中世史１・２，
同演習１・２
Ancient and Medieval History of East
Asia １･２，Seminar １･２

担当教員 Instructor

日本近現代史１・２
Japanese Modern History １･２
日本近現代史演習
Seminar on Japanese Modern History
日本史研究方法論演習
Seminar on Japanese History

縄文時代の文化動態や土偶などを対象に，認知考古学とジェンダー考古学の
理論的・実践的研究をしています。
I conduct theoretical and practical research into cognitive archaeology and
gender archaeology taking cultural dynamics and clay ﬁgurines of the Jomon
Period as subject material.

ロシアの法社会史を研究し，歴史としての20世紀史，歴史学方法論を教えて
います。
I research into socio-legal history of Russia, and teach the history of the 20th
century as history, and historical science methodology.

日本列島における王権の形成過程，古代における地域社会の構造
The process of formation of regality in the Japanese archipelago and the
structure of local society in ancient times.
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Public Policy Sciences

■公共政策科学専攻 Public Policy Sciences

公共法政講座

Public Law and Politics

本講座では，国や地方自治体などの公共部門が抱える諸問題を法学・政治学的視点から解明し，現実に生起する問題に「政策」提言

授業科目 Subjects

担当教員 Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

ができる能力を開発します。国家公務員，地方公務員，あるいは地域社会やＮＧＯ，ＮＰＯなど各種組織のリーダーの養成を目標とし
ます。
In this program, we clarify the various issues faced by the public sector, including the state and local governments,
from the viewpoint of the study of jurisprudence and political science, developing the capability to make policy

租税法論１・２，同演習１・２
Tax Law and Theory
１・ ２ ,
Seminar １・２

准教授 小塚 真啓
Associate Professor
KOZUKA Masahiro

所得課税（所得税・法人税）における，あるべき資産概念，及び，株主法人
間取引の課税取扱いの研究。
The ideal treatment of capital in income taxation; How to deal with the
transactions between shareholders and corporations.

proposals for issues that arise in the real world. The aim is to produce professionals for service as national and local
oﬃcial personnel, or who will become leaders in local society and all kinds of organizations such as NGOs and NPOs.

授業科目 Subjects

現代憲法理論１・２，同演習１・２
General theory of the Modern State １･２,
Seminar １･２

行政手続論，同演習
Administrative Procedure,Seminar
行政紛争処理手続論，同演習
Administrative Remedy Law,Seminar

情報政策論１・２，同演習１・２
Information Policy １･２,
Seminar １･２

自治体行政手法論，同演習
Methods of Communal Administration,
Seminar
環境行政法論，同演習
Environmental Administrative Law,
Seminar
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教 授 中富 公一
Professor
NAKATOMI Koichi

准教授 井上 武史
Associate Professor
INOUE Takeshi

教 授 小山 正善
Professor
KOYAMA Masayoshi

教 授 中村 誠
Professor
NAKAMURA Makoto

准教授 高橋 正徳
Associate Professor
TAKAHASHI Masanori

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

最近は主として，子どもの人権，学問の自由と大学の自治について研究して
います。
Recently, I research mainly into children's rights, academic freedom, and
university autonomy.

結社の自由原理と非営利団体法制との関係について，理論面・制度面の双方
から研究しています。
I conduct research into the principle of the freedom of association and the
legal administration of non-profit organizations from both theoretical and
institutional points of view.

現代官僚制論，同演習
Bureaucracy Today,Seminar
行政組織論，同演習
Government Organization,Seminar

現代政治論１・２，同演習１・２
Modern Political Analysis １･２,
Seminar １･２

教 授 谷 聖美
Professor
TANI Satomi

准教授 築島 尚
Associate Professor
TSUKISHIMA Hisashi

教 授 成廣 孝
Professor
NARIHIRO Takashi

現代政治，特に政党政治，国家の機能，と政策過程の理論的，実証的分析を
研究と教育の主たるテーマとしています。
My main research and teaching themes are contemporary politics, especially
party politics, state functions, and the theoretical and empirical analysis of
policy process.

官僚制を中心に，日本とドイツの行政・政治・社会を比較研究し，教育は行
政学を担当しています。
I conduct comparative research on public administration, politics and society in
Japan and Germany, focusing on the bureaucracy, and my teaching duties are
mainly in Public Administration.

現代イギリスにおける政党の社会的基盤に関する計量的研究および比較公共
政策研究。
I carry out quantitative research into the social basis of political parties in
contemporary UK and comparative research on public policy.

行政手続，行政訴訟に関心をもっていますが，近年は行政訴訟を中心に研究
しています。
I am interested in administrative procedure and administrative litigation, but
in recent years I conduct research on administrative litigation.

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

地域社会の憲法問題
Constitutional Study on local government
地方自治法の基礎理論
An Introduction to the Law of local government
憲法政策論，同演習
Policies on Constitutional Low,Seminar

担当教員 Instructor

政治過程論，同演習
Political Process,Seminar
政治過程分析，同演習
Modern Political Analysis,Seminar

国と地方の情報政策及び情報法制，特に個人情報保護を中心に研究しています。
I research into national and local information policy and the legal
administration of information, especially focusing on the protection of personal
data.

日本とドイツにおける環境行政法の比較研究をしています。
I conduct comparative research on environmental administrative law in Japan
and Germany.
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■公共政策科学専攻 Public Policy Sciences

政策科学講座

Socio-Economic Planning and Policy Science

司法政策講座

Legal Policies

本講座では公共経済，公共政策といった領域を幅広くカバーするものであり，政策の評価，立案，実施に関わる問題の発見や解決の

本講座では，現代社会が直面する諸問題に対して法政策の立案・提言という視点から取り組み，そのような取り組みを通して，法律

ための分析能力を開発します。財政学，金融論，産業経済，地域経済の諸分野をはじめ，労働経済，社会保障，心理の問題をも含む課

学的素養をもって市民を支援し，指導する能力を有する人材を育成します。具体的には，裁判所職員や国税専門官などの法的知識・能

題を探究することにより，政策プロセスと政策決定，政策決定のモデル，適正な政策評価など，総合的な政策分析を考察します。

力を要する公務員，税理士や司法書士などの専門的職業人，企業法務や労使関係について問題解決能力をもった専門的職業人の養成を
目標とします。

This course focuses on public economy and public policy, the aim of this course develops a skill for policy
assessment, planning. Using public finance, financial theory, industrial economy, regional economy, labor

In this program, issues faced by contemporary society are taken up from the viewpoint of the framing and proposal

economy,social security, we examine comprehensive policy analysis for policy decision process, policy decision

of legal policy, and in this way we intend to develop human resources which have the capability to support and give

model, and suitable policy assessment.

guidance to the citizenry from the standpoint of the discipline of jurisprudence. Specifically, the aim is to guide
people who wish to be public oﬃcials who require legal knowledge and abilities, such as court oﬃcials and national
tax oﬃcers, professionals such as certiﬁed tax accountants and judicial scriveners, and professionals with problemsolving skills concerning company legal work and labor-management relations.

授業科目 Subjects
環境経済学，同演習
Environmental Economics,Seminar
公共政策論，同演習
Seminar on Public Policies,Seminar

地域経済政策，同演習
Regional Economic Policy,Seminar
都市経済政策，同演習
Urban Economic Policy,Seminar

地方財政論 Ⅰ・Ⅱ
Local Public Finance I・Ⅱ

労働経済論１・２，同演習１・２
Labor Economics １･２，Seminar １･２

社会保障論，同演習
Social Security,Seminar
社会保障制度論，同演習
System of Social Security,Seminar

金融システム論１・２，
同演習１・２
Financial System １･２，
Seminar １･２

准教授 山口 恵子
Associate Professor
YAMAGUCHI Keiko

教 授 岡本 章
Professor
OKAMOTO Akira

教 授 中村 良平
Professor
NAKAMURA Ryohei

教 授 平野 正樹
Professor
HIRANO Masaki

准教授 奥平 寛子
Associate Professor
OKUDAIRA Hiroko

准教授 岸田 研作
Associate Professor
KISHIDA Kensaku

教 授 西垣 鳴人
Professor
NISHIGAKI Narunto

日本経済分析１・２，同演習１・２
准教授 釣 雅雄
Analysis of Japanese Economy １･２， Associate Professor
TSURI Masao
Seminar １･２
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最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

1）環境経営の経済分析，2）環境配慮型製品に関する研究
1）Economic analysis of environmental management. ２）Research on ecoproducts.

少子高齢化・人口減少社会における租税・社会保障政策について，理論的・
実証的研究を行っています。
I conduct theoretical and empirical research into taxation and social security
policy in the era of birthrate decline and population aging and the depopulating
society.
１）都市の産業集積と地域格差の関係に関する国際比較研究，２）都市およ
び地域の適正規模に関して，都市階層構造を考慮した研究，３）産業立地，
集積の経済・規模の経済と国際間・地域間交易に関する教育と研究
1）International comparative research on the relationship between urban
industrial concentration and regional disparities, 2）Research that takes urban
hierarchical structure into account in determining the optimal size of cities
and regions, 3）Education and research on industrial location, economies of
agglomeration and economies of scale, and international and interregional
trade.

授業科目 Subjects

担当教員Instructor

金融取引法１・２，同演習１・２
Financial Trade Law １･２,
Seminar １･２

Professor
YOSHIOKA Shinichi

物 権 法 １・ ２， 同 演 習 １・ ２
Real Right Law １・２,
Seminar １・２

Associate Professor
MURATA Kensuke

教 授 吉岡 伸一

准教授

村田

健介

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

金融法務，担保・保証，時効，振込，債権譲渡，差押，破産，債権者代位権，
物上代位，敷金返還請求権など
Legal work in ﬁnance, security, guaranty, limitation, transfer, assignment of
claim, seizure, bankruptcy, subrogation right, real subrogation, right of demand
of refund of security deposit, and so on.

所有概念に関する日仏の比較研究を行っている。
I conduct comparative research into the notion of property right in Japan and
France.

税制改革のあり方を研究しています。地方財政論では政府間財政関係論と租
税論を教えています。
I research into methods of implementation of tax reform. In the local public
finance course I teach intergovernmental financial relations and taxation
theory.

日本の労働市場政策の効果について実証研究を行っています。
I conduct empirical research into the effectiveness of Japan's labor market
policies. Recently, I am working on data analysis using not only observed data
but also economic experiments.

主な研究対象は，介護保険制度です。教育では，日本および諸外国の社会保
障制度を，医療・介護・年金を中心に扱っています。
My main research topic is the nursing care insurance system. In the classroom,
I mainly deal with the social security system of Japan and other countries with
a focus on healthcare, nursing care and pensions.

家族紛争論１・２，同演習１・２
Theory of Conﬂict Resolution on Family
Law １･２，Seminar １･２

紛争処理論，同演習
Dispute Resolution,Seminar
権利救済論，同演習
Remedies and Enforcement of Judgements,
Seminar

准教授 中川 忠晃
Associate Professor
NAKAGAWA Tadaaki

准教授 濵田 陽子
Associate Professor
HAMADA Yoko

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

財政学，同演習
Public Finance,Seminar
財政政策論，同演習
Fiscal Policy,Seminar

担当教員 Instructor

相続，成年後見，信託を中心に，高齢者の財産をめぐる家族紛争について研
究しています。
I conduct research into family conflicts concerning the wealth of elderly
persons, focusing on inheritance, adult guardianship, and entrustment.

紛争処理過程は自己の紛争の再認識と将来の人間関係形成を伴うという観点
から，多数の当事者がかかわる紛争について研究しています。
I research into multi-party disputes from the point of view that the dispute
settlement process leads the parties to a discovery of other sides of their
disputes and a formation of their future relationships.

教育分野は金融関連全般。研究分野は特に貨幣，資本市場，金融仲介機関，
公的金融等。
In educational work I cover general finance topics. My research field is
especially currency, capital markets, ﬁnancial intermediaries, public ﬁnance
and so on.

マクロ経済学を専門として，日本経済の実証分析，特に経済政策に関する研
究を行っています。
My major ﬁeld is macroeconomics and I conduct into the empirical analysis of
the Japanese economy, especially economic policy.

法人企業組織法制，同演習
Law of Business Organization,
Seminar
法人企業金融法制，同演習
Law of Corporate Finance,Seminar

教

授

赤木

Professor
AKAGI Mami

真美

株式公開買付規制について,わが国とイギリスの比較研究を行っている。
I research into TOB regulations in Japan and UK.
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Public Policy Sciences

■公共政策科学専攻 Public Policy Sciences

地域公共政策コース
授業科目 Subjects

担当教員Instructor

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

Management Course of Regional Public Policy

地方が自立し地域の実情にあった政策を展開しなければならない時代にあって，コースでは，三大都市圏以外の地域の縮図としての
中四国地域を対象とし，この地域の政策を企画・立案・評価できる優れた公共政策人の育成を目指します。同時に，岡山県及び近県の
地方自治体職員，議会議員等政策形成にかかわる方々を対象に政策人としての再教育とそのスキルアップを図ります。あわせて政策能

企業法政策論１・２，同演習１・２
Legal Policy of Business １･２，
Seminar １･２

教 授 米山 毅一郎
Professor
YONEYAMA Kiichiro

株主の情報収集権，監督是正権および日米大規模公開会社法制の史的展開に
関して研究しています。
I research into shareholders' rights to inspection, supervisory rights, and the
historical development of the Japan-US legal administration of large-scale
public corporations.

力を有した公務員を目指す学生諸君も歓迎します。
Here comes the era that the people in each community must create their own community life activity, aiming at
self government. Since the local regions must now assert their autonomy and develop policies suited to their regional
situation, this program takes the Chugoku-Shikoku region as a microcosm of the regions of Japan which lie outside
three large metropolitan areas and aims to nurture outstanding public policy-makers who are capable of planning,
framing and evaluating policies for the region. At the same time, we also take on the task of enhancing the capacity
as policy-makers for local government oﬃcials and members of assembry in Okayama Prefecture and surrounding

雇用政策と法，同演習
Employment Policy and Law,Seminar
労働政策と法，同演習
Labor Policy and Law,Seminar

教 授 藤内 和公
Professor
TONAI Kazuhiro

従業員代表制に関し，日本とドイツの比較研究を行っている。
I conduct comparative research into the employee representation in Japan and
Germany.

prefectures.

科目群 Subjects 授業科目 Courses
地域創生特別講義
Special lectures of area planners

教 授 塩谷 毅
Professor
SHIOTANI Takeshi

経営者特別講義
Publicness from views of
jurisprudence and politics

公共性の法学・政治学
Publicness from views of

マインドアップ科目群
jurisprudence and politics
Introductory courses
of public policy
組織倫理

Ethics in Organizations

現代刑事法概論１，同演習１
Contemporary Criminal Law １，
Seminar １

准教授 一原 亜貴子
Associate Professor
ICHIHARA Akiko

准教授 原田 和往
Associate Professor
HARADA Kazuyuki

刑事手続における時の経過の意義について，公訴時効制度を中心に研究して
います。
I research into the signiﬁcance of the passing of time in criminal proceedings
with a focus on the system of limitations.

法学系教員（オムニバス）

経済系教員（オムニバス）

Professor ODAGAWA Daisuke

授

小田川

大典

※採用予定

ミクロ経済分析
Microeconomic Analysis

Professor HARUNA Shoji

授

春名

マクロ経済分析

※准教授

Macroeconomic Analysis

Associate Professor YOKOO Masanori

Analysis of policy

※教

横尾

授

張

昌紀

准教授 釣 雅雄
Associate Professor TSURI Masao

非常勤講師（岡山経済研究所）

行政法の基礎理論Ⅰ

准教授

Associate Professor TAKAHASHI Masanori

行政法の基礎理論Ⅱ

教

Basic Theory of Administrative Law Ⅱ

Professor KOYAMA Masayoshi

行政学

准教授 築島 尚

Public Administraiton

Associate Professor TSUKISHIMA Hisashi

地方自治法の基礎理論Ⅰ・Ⅱ 教

地方の政治学
スキルアップ科目群
Politics of Local Government
（選択必修６単位）
Core courses of public
現代民法論
policy
Modern Civil Law

授

高橋

小山

国家財政政策

教

National Fiscal Policy

Professor OKAMOTO Akira

地方財政政策

教 授 平野 正樹

Local Public Finance

Professor HIRANO Masaki

中富

都市経済政策

授

岡本

章

教 授 中村 良平
Professor NAKAMURA Ryohei

Urban Economic Policy

非常勤講師

社会保障論

准教授 岸田 研作

Social Security

Associate Professor KISHIDA Kensaku

地域金融政策

教 授 西垣 鳴人

Regional Monetary Policy

Professor NISHIGAKI Narunto

Information Policy and Information
LawⅠ

情報政策・情報法Ⅱ

教

授

中村

誠

Professor NAKAMURA Makoto

nformation Policy and Information
LawⅡ

正善

公一

労働政策と法

教 授 藤内 和公

Topics in Labor Policy

Professor TONAI Kazuhiro

地域労働政策

准教授 奥平 寛子

Topics in Labor Policy

Assistant Professor OKUDAIRA Hiroko

Professor NAKATOMI Koichi

非常勤講師
教

授

吉岡

伸一

Professor YOSHIOKA Shinichi

教 授 谷 聖美

Theories of Modern Politics

Professor TANI Satomi

地方税の構造と課題

教

Local Public Finance

Professor HIRANO Masaki

自治体経営戦略論

教 授 三村 聡

Strategic Management

Professor MIMURA Satoshi

Governmental Accounting

Associate Professor YAMAGUCHI Keiko

情報政策・情報法Ⅰ

正徳

現代政治の理論

公会計

准教授 山口 恵子

Environmental Economics

Community Social Work

Professor ZHANG Xingyuan

授

環境経済論

Advanced courses of
regional public policy 地域福祉論

星源

Basic Theory of Administrative Law Ⅰ

An introduction to the law of
local government Ⅰ・Ⅱ

Associate Professor TAKAHASHI
Masanori

Regional Economic Policy

章二

課題別科目群

政策分析

准教授 高橋 正徳

環境行政法Ⅱ

地域経済政策

※教

Japanese Economic Policy

Environmental Administrative
Law Ⅰ

Environmental Administrative
Law II

Citizenship and Political Theory

政策分析科目群
（選択必修４単位）
統計分析
Courses for Policy Statistical Analysis
analysis
日本経済政策論

刑事司法制度構造論１・２，
同演習１・２
Basic Structure of Criminal Justice
System １･２，Seminar １･２

岡山経済同友会派遣講師（オムニバス）

※教

Leadership in organizations

環境行政法Ⅰ

現職政策立案者によるオムニバス

シティズンシップ論

リーダーシップ論
行為者と国家或いは社会との負担分配という視点から，刑事責任論について
研究しています。
Based on the viewpoint of the burden between the actor and the state or
society, my research concerns the criminal responsibility.

科目群 Subjects 授業科目 Courses 担当教員 Instructor

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

現代犯罪法学１・２，同演習１・２
Criminal Law １･２，Seminar １･２

刑法における被害者の自己決定の問題を，被害者の承諾と自己答責性の観点
から扱っている。
I work on the issue of self-determination of the aggrieved party in criminal
law from the point of view of the aggrieved party's acceptance and selfresponsibility.

担当教員 Instructor

授

平野

正樹

展開科目群

当研究科で開講されているその他の科目

Other related courses

Other Courses

公共政策ワークショップⅠ，Ⅱ（必修１単位×２）
Work shop for public policy

インターンシップ
Internship

コース関連教員

県庁，市役所，企業，シンクタンクなどで就業体
験実習
Internship in local government etc.

非常勤講師
（注意）※印の教員を指導教員として希望することはできません。
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Management Sciences in Organization

■組織経営学専攻 Management Sciences in Organization

経営学講座

会計学講座

Business Administration

Accounting

本講座では組織の経営的側面，すなわち組織の外部環境の変化に対する戦略的手だてと組織の内部環境の変化に対する組織的手だて

本講座は組織の価値的側面，すなわち組織の活動により成果がいかに生み出されるのか，また生み出されたのかということを中心に

を中心に考察します。これにより経営および組織に関する問題を発見し，解決し，実行する能力を開発することを目標にします。組織

考察します。これは成果を測定し，外部に報告する側面と成果を組織内部で意思決定や業績評価に用いる側面，さらにはそうした成果

で活躍できる人材を養成することを目標にしています。

を測定するための制度的枠組についても教育・研究するものです。組織内部の管理者的人材を養成するだけでなく，税理士・公認会計
士などの職業会計人の養成も目標にしています。

In this program, we focus on exploration of the administrative aspects of organizations, in other words, the
strategic means of organizations to respond to changes in the external environment and the organizational means

This program focuses on the study of the value aspect of organizations, in other words, how results can be

of responding to changes in the internal environment. In this way, our aim is to uncover and solve issues concerning

produced, or have been produced, by the activities of the organization. This includes education and research into

business administration and organizations, and develop capabilities to implement the solutions. Our goal is thus to

the measurement of results, how they are reported to external bodies, and how they are used in internal decision-

develop human resources who can play an active and useful role in organizations.

making and performance evaluation, and also the institutional framework for the measurement of such results. Not
only do we aim to develop human resources who are capable of managerial expertise within organizations, but also
accounting professions such as tax accountants and certiﬁed public accountants.

授業科目Courses

授業科目Courses

競争戦略論
Competitive Strategy
企業戦略論
Corporate Strategy

国際経営論
International Management
地域企業論
Regional Enterprises

リーダーシップ論
Leadership:Theory and Practice
組織行動論
Organizational Behavior

教 授 松田 陽一
Professor
MATSUDA Yoichi

教 授 北 真収
Professor
KITA Masanobu

准教授 戸前 壽夫
Associate Professor
TOMAE Hisao

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas

組織行動論を基礎にして，組織変革（人の意識や行動）や人的資源管理（企
業が行う施策）の研究を行っています。
Ｉ carry out organizational change ( in terms of peopleʼs willness and behavior)
and human resource management (in terms of corporateʼs policies) based on
theories of organizational behavior.

経営層と人材の関係に注目して，定量分析，定性分析の両面から経営戦略に
関する実証研究に取り組んでいます。
I am carrying out demonstrative research on corporate strategy using
quantitative and qualitative analysis, focusing on the relationship between top
management and staﬀ members.

地域企業の国際化，産業集積との関連等といったテーマを含んだ地域企業の
経営の研究を行っています。
I conduct research into the management of regional enterprises, including
such themes as the internationalization of regional enterprises and their
relationship with industrial concentration.

Professor
KANDA Katsuyuki

准教授 和田 淳三

管理会計論Ⅰ・Ⅱ
Management Accounting Ⅰ・Ⅱ

Associate Professor
WADA Junzo

制度会計論Ⅰ・Ⅱ
Accounting Institutions and Regulation Ⅰ・Ⅱ
会計分析ケーススタディ
Financial Reporting Analysis and Case Study
税務会計論１・２
Tax Accounting１・２
アカウンティング基礎
Introductory Financial Accounting
監査論１・２
Auditing１・２

組織経済学講座

採用予定

教 授 兼田 克幸

財務会計論Ⅰ・Ⅱ
Financial Accounting Ⅰ・Ⅱ

准教授 中川 豊隆
Associate Professor
NAKAGAWA Toyotaka

教 授 水谷 年宏
Professor
MIZUTANI Toshihiro

教 授 吉田 周邦
Professor
YOSHIDA Chikakuni

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas
我が国上場会社の財務会計・監査制度及びディスクロージャー制度の在り方
について研究しています。
I research into the ﬁnancial accounting, auditing systems and the disclosure
system of Japanese listed corporations.
組織競争能力の源泉であるキャパシティ（資源利用能力）マネジメントに資
する会計システムである利益管理およびコスト・マネジメントについて史的
発展過程も含めた研究をしています。
I research into the management accounting system, especially profit
management and cost management, for capacity management which is the source
of organizational competitiveness.
キャッシュフロー計算書が提供する情報の有用性と財務情報の信頼性につい
て研究しています。
I research into the usefulness of information given by cash ﬂow statements and
the reliability of ﬁnancial information.
移転価格税制やタックスヘイブン税制等の国際課税制度について分析し，実
務的な視点から研究しています。
I analyse international tax systems such as transfer pracing rules and controlled
foreign corporation regimes and review them from practical viewpoints.
監査人が「リスク・アプローチ」監査手法のもとで組織的な心証形成と監査
意見形成をするプロセスの研究。簿記の歴史や会計の基礎的構造をベースに
して，現代における財務会計のトレンドを概括的に教育する。
Researching systematic auditor's process of building both persuasion and audit
opinion under the Risk Approach.Education of the recent overall matters of
accounting trends based on the historical and fundamental structure of accounting.

﹇ 博 士 前 期 課 程 ﹈ ［Master’s Course］

人的資源管理論
Human Resource Management
経営学応用
Applied Business

担当教員Instructor

担当教員Instructor

Economics in Organization

現代の多様な組織が抱える諸問題を経済学や統計学などの理論的かつ数量的な観点から解明し，解決するための実務遂行能力を持っ
た専門的職業人の養成を目標とします。企業人だけでなく，公務員などを養成します。

マーケティング論
Marketing Management
公経営論
Public Management

教 授 矢吹 雄平
Professor
YABUKI Yuhei

自治体マーケティングと地域ブランドの関係を研究しています。
I conduct research into the relationship between marketing in local government
and regional brand.

This program elucidates various issues inherent in diverse modern organizations from the theoretical and
quantitative viewpoints of economics, statistics and other fields, and our aim is to develop specialists and
professionals, not only for company careers but also, for example, civil servants, who have practical business
capabilities to solve organizational problems as they arise.

経営学基礎
Introduction to Management Studies
経営組織論
Organization Theories

ファイナンスⅠ・Ⅱ
Finance Ⅰ・Ⅱ
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准教授 藤井 大児
Associate Professor
FUJII Daiji

准教授 浅野 貴央
Associate Professor
ASANO Takao

製品開発を中心として，イノベーションの発生過程を経営学的に分析する作
業を行っています。
My current research interests are in a variety of management issues
concerning technological innovations in Japan, particularly focusing on
corporate basic research and new product development activities.

従来のリスクという概念では捉えきれないより広い意味での不確実性が合理
的意思決定者に与える効果に関する研究
I conduct research into the eﬀect on rational decision-makers of uncertainties
in a broad sense that cannot be comprehended by the conventional concept of
risk.

授業科目Courses

企業経済学
Economics of the Firm
産業組織論
Industrial Organization
ビジネスデータ解析
Business Data Analysis
ビジネス統計解析
Business Statistics

担当教員Instructor

教

授

春名

章二

Professor
HARUNA Shoji

教

授

長畑

秀和

Professor
NAGAHATA Hidekazu

最近の主たる研究・教育分野 Research Areas
寡占企業等の行動を理論的に分析しています。最近は研究開発（Ｒ＆Ｄ）と
企業組織の関係，及びＲ＆D投資が各国の産業においてどのような役割を果た
しているかに関心を寄せています。
I carry out a theoretical analysis of the behavior of oligopolistic companies
and trade. Recently, my interests have turned to the relationship between R&D
and the structure of the ﬁrm, and the role played by R&D spillovers in the
industries of various countries.
中小企業の経営者を対象とした調査について多変量解析等を用いて要因分析
を行い，その行動分析を行っています。
I carry out analysis of a survey conducted on small- and medium-sized enterprise
managers using multivariate analysis and behavioral analysis based on this.
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博士後期課程 ［Doctor’s Course］

博士後期課程
［Doctor’s Course］

当研究科の博士後期課程には，社会文化学専攻があります。この専攻には，文化共生学
講座（人間文化・社会文化論）
，人間社会学講座（日本文化・比較社会発展論）
，政策科学
講座（公共政策・現代企業論）の３つの講座があります。ここでは，当研究科の理念であ
る ｢共生社会の構築｣ 等に基づいて，文化，組織・個人，(地域)社会等を対象に，多様な，
そして学際的なアプローチから研究を志向しています。
The Graduate School has Socio - cultural Sciences in Doctorʼs Course.It
consists of 3 chairs of Cultural Symbiotics (Human Culture, Social Culture),
Human Social Science (Japanese Culture, Comparative Social Development),
Socia - Economic Planning and Policy Science ( Public Policy,Modern
Companies).We orientate our studies to various and interdisciplinary
approaches, taking culture, organization and people as an object of study on
based its idea “Creating Symbiotic Social”.

□文化共生学講座

Cultural Symbiotics

本講座は，人間と人間の共生に関して，諸文化の歴史と独自性を前提とした未来形成的な集合的営みという観点から教育・研究することを目的
とします。世界の諸文化における共生の思想・歴史・現状を考究することにより，進展する国際化と情報化の中で不可避的に生じる文化や価値観・
世界観の対立・衝突を回避し，文化の多様性の保持と秩序化，並びに文化の活性化と制御を図り，諸領域における異文化間の創造的な共生社会の
構築に貢献できる高度専門的職業人と研究者を育成することを目指しています。
本講座は，哲学・思想や文学・芸術等の専門領域を基礎とする「人間文化論」と心理・言語や宗教・経済等のそれを基礎とする「社会文化論」
の２つの分野を設けており，その特色は，これら２つの分野を相互補完的に結びつけつつ，異文化間の対立回避や相互理解を可能なものとする人
と人との共生に関わる諸問題についての教育および研究を様々な文化の歴史やその独自性を前提にして進めていくところにあります。
This department is a creative collective activity designed to consider the history and identity of a range of cultures and
their eﬀect on the symbiosis in various cultures of the world, we aim to foster advanced specialized experts and researchers
who can help to avoid conﬂicts and collision among cultures, values, and world-views, while maintaining and ordering the
multiplicity of cultures, assisting in the vitalization and control of a multiplicity of cultures, and who can contribute toward
building.

人 間 文 化 論
Human Culture

文化共生学講座

□人間社会科学講座

Cultural Symbiotics

社 会 文 化 論
Social Culture

Human Social Science

本講座は，人間と人間の共生に関して多様な文化・社会を背景とした諸個人によるグローバルな，あるいはローカルな秩序形成という観点から
教育・研究することを目的とします。日本・アジア・欧米の文学・言語・芸術・思想・宗教・政治・経済等の諸分野における歴史と現状を深くか
つ広く考究することにより，確固とした方法論の裏付けをもって世界市民として異文化理解と文化交流の実践，並びに人間共生の問題解決に寄与
できる高度専門的職業人と研究者を育成することを目指しています。
本講座は，人間と人間の共生の在り方を追求するために多様な文化・社会を背景に持つ諸個人がどのようにして世界と地域の秩序を形成してき
たかを研究します。先史時代以後における日本文化創生の動態的・歴史的なメカニズムを探ろうとする「日本文化論」と，欧米・アジアにおける
各種社会制度や文化伝統を通時的・共時的に比較しようとする「比較社会発展論」との２つの分野を設け，それぞれ独自にまたは両者を有機的に

社会文化科学研究科
博士後期課程

Japanese Culture

社会文化学専攻

人間社会科学講座

Socio-Cultural Sciences

Human Social Science

結合させつつ教育・研究を展開するところに特色があります。
The purpose of this department is education and research from a local or global perspective into the creation of order by
individuals who have various cultural and social backgrounds that an lead to the harmonious coexistence of a mankind. By
deeply and widely studying the history as current state in various ﬁelds such as literature, language, art philosophy, religion,

比較社会発展論

politics, and economics of Japan, Asia, North America, and Europe, we aim to cultivate advanced specialized experts and

Cmparative Social
Development

citizens, and contribute to resolve human cooperative problems.

researchers with solid methodological support who can understand diﬀerent cultures, engage in cultural exchange as world

□政策科学講座
公 共 政 策 論
政 策 科 学 講 座
Socio-Economic Planning
and Policy Science

Public Policy

Socio-Economic Planning and Policy Science

本講座は，産業・社会と人間との共生を目指し，産業・地域社会の発展を可能にするための理論と政策を社会科学的ないしは社会学的観点から追
求することを教育・研究の目的とします。国際的な地域間の経済的統合と連携を視野に入れ，経済・経営分野，地理学分野および法律・政治学分野
の研究者が相互に協力しながらこの目的の実現を図ります。具体的には，産業や企業・公的組織において政策立案能力を有し，指導的立場となる高
度専門的職業人の育成を目指しています。また国内外の大学等の学術研究機関で上記の分野の専門的な研究を担っていく研究者を育成します。

現 代 企 業 論
Modern Corporations

本講座は，地域としての発展と自立を重視した教育・社会福祉・経済・行政等の各システムや政策を探究する「公共政策論」と企業経営，企業
行動および企業会計，企業法制といった諸領域に密接な関わりを持つ企業組織や経済の活動について考察する「現代企業論」の二つの分野を設け，
各分野を独自にまたは両者を有機的に結びつけて教育・研究することにその特色があります。

﹇ 博 士 後 期 課 程 ﹈ ［Doctor’s Course］

Graduate School of Humanities
and Social Sciences
Doctor’s Course

日 本 文 化 論

The educational and research purpose of this department focuses on the symbiosis of industry and society with humankind,
pursuing the theory and measures necessary to make possible the development of industry and local society from the
perspective of social science or sociology. In bringing economic integration and cooperation between international regions
under scrutiny, researcher in the ﬁelds of economic and management, geography, jurisprudence and the political sciences
seek to ﬁnd areas of cooperation with each other. In particular, we aim to foster advanced specialized experts who would be
in leadership positions with the ability to design policy in industry, companies.
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Socio-Cultural Sciences

■社会文化学専攻 Socio-Cultural Sciences

文化共生学講座

Cultural Symbiotics
授業科目 Courses

▼人間文化論 Human Culture

担当教員 Instructor

最近の研究テーマ Research Theme

本教育・研究分野は，人類の長い歴史における非共生的あるいは反共生的な事態に対する反省・批判として試みられてきた共生を模
索する数多くの思想や努力・実践を古代からの哲学・思想や文学・芸術の中に探求すると共に，異文化の接触過程において生じる人間相
互の誤解・摩擦・対立等の根本構造を最大の対立要因たる価値観・世界観の視点から教育・研究し，文化共生のモデルの探求を行います。

英米文学人間論２，同演習１・２
Anthropology in English and American
Literature 2,Seminar １･２

教 授 中谷 ひとみ
Professor
NAKATANI Hitomi

現代アメリカ文学と文化
American literature and culture.

In this ﬁeld of education and research, as well as exploring in the philosophy and ideas, literature and art from
ancient times the many ideas, endeavors and practices that have sought coexistence as attempts at reﬂections or
critiques of the non-coexistent or anti-coexistent state in the long history of humankind, we educate and research
the fundamental structure of the mutual human misunderstanding, friction, antipathy and so on that arise in the
process of cross-cultural contact from the viewpoint of value systems and worldviews, and carry out an exploration

ドイツ文学人間論，同演習１・２
Anthropology in German Literature,
Seminar １･２

教 授 久保田 聡
Professor
KUBOTA Satoshi

ドイツリアリズム小説研究
Research on German realist novels.

for a cultural model of mutual coexistence.

フランス文学人間論，同演習１・２
French Literary Anthropology
（Human Studies in French Literature）,
Seminar １･２
授業科目 Courses

現代思想論，同演習１・２
Contemporary Thoughts,Seminar １･２

Associate Professor
YOSHITANI Keiji

教 授 上田 和弘
Professor
UEDA Kazuhiroi

ヨーロッパ古代人間論，同演習１・２
Ancient Philosophical Anthropology in
Europe,Seminar １･２

教 授 出村 和彦

テクストの社会文化論，同演習１・２
Texts and Society of Modern France,
Seminar １・２

准教授

Professor
DEMURA Kazuhiko

野呂

康

Associate Professor
NORO Yasushi

日本文学人間論，同演習１・２
Anthropology on Japanese Literature,
Seminar １･２

Professor
TANAKA Hiroki

中国文学人間論，同演習１・２
Anthropology on Chinese Literature,
Seminar １･２

Associate Professor
TACHIBANA Hidenori

英米文学人間論１，同演習１・２
Anthropology in English and American
Literature 1,Seminar １･２
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教 授 田仲 洋己

准教授 橘 英範

教 授

乵持 淑

Professor
KENMOTSU Yoshi

セナンクールの作品における人間像
The image of the human in the works of Senancour.

最近の研究テーマ Research Theme

准教授 松本 直子

生命倫理学，応用倫理学，および現象学
Bioethics, applied ethics and phenomenology.

ジェンダー考古学，同演習１・２
Gender Archaeology,Seminar １･２

文学と倫理，現代思想
Literature and ethics, contemporary thought.

宗教文化論，同演習１・２
Cultural Studies of Religion,
Seminar １･２

Professor
KAJI Toshiyuki

アウグスティヌスの「心」の哲学
St. Augustine's philosophy of the Heart.

美術交流史論，同演習１・２
History of Artistic Exchange,
Seminar １･２

Professor
SUZUKI Michitaka

マザリナードなどの論争文書を用いた，読解と歴史記述の方法
How to read and write histories with polemic textes like Mazarinades.

ヨーロッパ近代美術論，同演習１・２
Modern Art in Europe,Seminar １･２

院政期・新古今時代の和歌文学の研究
Research into the waka poetry from the period of the Insei system (cloistered
rule) to the Neo-Kokin Period (12th to 13th centuries)

舞台芸術表象論，同演習１・２
Lecture on the Representation of the
Stage,Seminar １･２

Professor
MIYAKE Shinzo

中唐を中心とした中国古典詩の展開
The development of Chinese classical poetry focusing on the mid-Tang
Dynasty.

美学・芸術学，同演習１・２
Aesthetics/Science of Art, Seminar
１・２

Associate Professor
OKAMOTO Genta

Associate Professor
MATSUMOTO Naoko

教 授 加治 敏之

教 授 鐸木 道剛

准教授 龍野 有子
Associate Professor
TATSUNO Yuko

教 授 三宅 新三

准教授

岡本

源太

認知考古学・ジェンダー考古学的視点からの先史社会研究
Research into prehistoric society from the viewpoint of cognitive archaeology
and gender archaeology.

明末の民間宗教における三教合一思想
The thought of the Uniﬁcation of Three Religions in folk religions of the late
Ming Dynasty.

イコンの観念と近代：ポスト・ビザンティン美術とアジアの近代
The idea of icon in the modern age: Art in post-byzantine age and in modern
Asia.

近代ベルギー美術史，美術と制度
The history of modern Belgian art; art and institutions.

﹇ 博 士 後 期 課 程 ﹈ ［Doctor’s Course］

ヨーロッパ人間文化論，同演習１・２
Anthropology in Europe,
Seminar １･２

担当教員 Instructor

准教授 萩原 直幸
Associate Professor
HAGIWARA Naoyuki

オペラにおける神話表象及びアウトサイダー表象（女性，異教徒異民族等）
The representation of myths and outsiders (women, inﬁdels and other ethnic
groups) in operas.

ジョルダーノ・ブルーノ以後の想像力の理論と実践
Theories and practices of imagination after Giordano Bruno.

19〜20世紀のイギリス文学と文化
19th and 20th century English literature and culture.
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■社会文化学専攻 Socio-Cultural Sciences

文化共生学講座

Cultural Symbiotics
授業科目 Courses

▼社会文化論 Social Culture
本教育・研究分野は，多文化間の共生と異文化間の理解に関わる諸問題に対して，社会・文化の共生・交流の観点から学問的に高い
レベルにおける考察の展開を試み，こうした現代社会の問題に創造的・開拓的に関わり得る人材を育成します。具体的には，心理・言
語・宗教・経済の観点を主としながらも，集団間の関係性の探究やエスニシティ，ジェンダーといった新たな切り口も積極的に取り入れ，

行動文化論，同演習１・２
Behavioral Analysis and Culture,
Seminar １･２

担当教員 Instructor
教 授 長谷川 芳典
Professor
HASEGAWA Yoshinori

最近の研究テーマ Research Theme
行動分析学，心理学研究法，学習心理学
Behavioral analysis, psychological research methodology, and psychology of
learning.

最先端の分析と考察を行います。
In this field of education and research, we attempt to develop high-level academic studies concerning various
issues in multi-ethnic symbiotics and cross-cultural understanding from the point of view of social and cultural
symbiotics and exchange, and to develop human resources that are capable of creative and pioneering involvement
with such problems of contemporary society. In particular, while taking psychology, linguistics, religion and
economics as the main vantage points, we also actively incorporate new approaches, such as the examination of
intergroup relatedness, ethnicity and gender in order to carry out advanced analysis and study on the frontiers of
this ﬁeld.

戦争歴史論，同演習１・２
Historical Studies of War,Seminar １･２

社会言語学，同演習１・２
Sociolinguistics,Seminar １･２

言語社会学，同演習１・２
Socio-Linguistics,Seminar １･２

授業科目 Courses

社会文化共生論，同演習１・２
Socio-Cultural Symbiosis,Seminar １･２

文化共生史論，同演習１・２
Historical Studies of Cultural Symbiosis,
Seminar １･２

法哲学，同演習１・２
Philosophy of Law,Seminar １･２

地域社会学，同演習１・２
Regional and Community Studies,
Seminar １･２

現代社会学，同演習１・２
Contemporary Sociology,
Seminar １･２

ジェンダー文化論，同演習１・２
Gender Studies,Seminar １･２

社会文化情報論，同演習１・２
Culture and Informatics,Seminar １･２

社会的認知論，同演習１・２
Social Cognition,Seminar １･２

現代社会心理学，同演習１・２
Contemporary Social Psychology,
Seminar １･２
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准教授

中尾

知代

Associate Professor
NAKAO Tomoyo

教

授

倉地

克直

Professor
KURACHI Katsunao

准教授

竹島

あゆみ

Associate Professor
TAKESHIMA Ayumi

教

授

大森

秀臣

Professor
OMORI Hidetomi

教

授

藤井

和佐

Professor
FUJII Wasa

准教授

髙谷

幸

Associate Professor
TAKAYA Sachi

教

授

中谷

文美

Professor
NAKATANI Ayami

教

授

延味

能都

Professor
EMMI Yoshito

准教授

堀内

孝

Associate Professor
HORIUCHI Takashi

教

授

田中

Professor
TANAKA Tomoko

共子

最近の研究テーマ Research Theme

第二次大戦時のイギリス人捕虜問題
The problems of British prisoners-of-war during the Second World War.

日本近世における地域認識
Regional perception in early modern Japan.

ヘーゲル哲学及び近現代の社会哲学
The philosophy of Hegel, and social philosophy.

共和主義法理論
The republican theory of law.

島嶼社会・中山間地域における生活の諸相と地域自治
Sociological research into various aspects of life and the community
governance in island, foot-hill and mountainous areas.

在日外国人およびその支援活動をめぐる研究
Research on migrants and social movements for migrant rights in Japan.

仕事の人類学，オランダ・インドネシアの「主婦」像をめぐる研究
The anthropology of work with a gender perspective in Indonesia and the
Netherlands.

16世紀仏詩人ロンサール，ロンサール語彙，宗教対立
The 16th century French poet Ronsard, Ronsard's vocabulary, and religious
conﬂict.

形態統語類型論，同演習１・２
Morphosyntactic Typology,Seminar １･２

コミュニケーション文化論，同演習１・２
Anthropological Studies of Communication,
Seminar １･２

社会経済学，同演習１・２
Social Economics,Seminar １･２

Professor
MATSUGI Takehiko

准教授 中東 靖恵
Associate Professor
NAKATO Yasue

教 授 栗林 裕
Professor
KURIBAYASHI Yuu

准教授 片桐 真澄
Associate Professor
KATAGIRI Masumi

教 授 北村 光二
Professor
KITAMURA Koji

教 授 和田 豊
Professor
WADA Yutaka

東南アジア社会文化史論，同演習１・２
History and Culture of Southeast Asia,
Seminar １･２

准教授 渡邊 佳成

東アジア古代・中世史論，同演習1・2
Ancient and Medieval History of East
Asia,Seminar １･２

准教授 古松 崇志

ヨーロッパ政治文化論，同演習１・２
Political Culture of Europe,Seminar １･２

Associate Professor
WATANABE Yoshinari

Associate Professor
FURUMATSU Takashi

教 授 荒木 勝
Professor
ARAKI Masaru

ヨーロッパ政治・社会史論，同演習１・２
Lecture on Social History of Political
Culture in Europe,Seminar １･２

Associate Professor
YOSHIDA Hiroshi

ヨーロッパ法文化史論，同演習１・２
Cultural History of European Law,
Seminar １･２

Professor
HATANO Satoshi

准教授 吉田 浩

教 授 波多野 敏

戦争と政治権力の発生に関する考古学的研究
Archaeological research into the emergence of war and political power.

日系移民社会における社会言語学的研究
Sociolinguistic research in Japanese immigrant society.

トルコ語およびテュルク諸語の言語学的研究
Linguistic research into Turkish and the Turkic languages.

フィリピン諸語をはじめとする諸言語のヴォイスに関する類型論的研究
Typological studies of the voice system of Philippine languages and other
languages.

認識とコミュニケーションの文化的多様性
The cultural diversity of cognition and communication.

労働価値論
The labor theory of value.

東南アジア近世，近代における国家と社会
State and society in early modern and modern Southeast Asia.

10〜14世紀の東アジア史（中国・モンゴリア・マンチュリア・朝鮮半島など）,
に北方の遊牧国家と中華王朝の相互関係について研究を進めている。
History of East Asia(10th-14th centuries):Research on interrelationship
between Northern nomadic states and Chinese dynasties.

アリストテレス政治学と西欧近代革命の研究
Research into Aristotle's political science and modern Western European
revolutions.

帝政末期ロシアの政治・司法改革
Political and judicial reform in late Imperial Russia.

﹇ 博 士 後 期 課 程 ﹈ ［Doctor’s Course］

社会哲学，同演習１・２
Social Philosophy,Seminar １･２

担当教員 Instructor

教 授 松木 武彦

フランス革命期から20世紀初頭にかけてのフランス法学の構造
The structure of French jurisprudence from the French Revolution to the
early 20th century.

自伝的記憶，自己と意識，自己開示
Autobiographical memory, Self and Consciousness, and Self-disclosure.

異文化間，世代間の対人関係
Cross-cultural and inter-generational human relations.
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■社会文化学専攻 Socio-Cultural Sciences

人間社会科学講座

人間社会科学講座

Human Social Science

▼日本文化論 Japanese Culture

Human Social Science

▼比較社会発展論 Comparative Social Development

本教育・研究分野は，日本文化の創生・生成の仕組みを先史時代からの異文化や他者との共生や融合という視点で捕え直して，日本

本教育・研究分野は，欧米における文化の複合性を意識・思想・制度の面から通時的・共時的あるいは対比的に検証し，アジアにお

における文化創生の動態的・歴史的なメカニズムを探ると共に，日本固有の人間共生と文化共生の特色を考察して，他者・異文化との

いては19世紀以降，急速に進んだ世界の一体化の中で近代にいかに向き合ってきたのか，その過程で旧来の伝統社会や文化はどのよ

共生の新しいあり方を提起し，文化の生成・接触・交流・創造的共生のプロセスに関する普遍化可能な理論の構築を図ります。

うに変容してきたのかを学際的に考察し，さらにまた欧米やアジアの各種の社会制度・社会文化の比較等を人間共生・文化共生の視点
から行います。

This field of education and research re-conceptualizes the inner workings of Japanese cultural synthesis and
creativity from the point of coexistence and fusion with other cultures and peoples since prehistoric times. While
exploring the dynamic and historical mechanisms of cultural creativity in Japan, the features of Japanese inherent
human and cultural symbiosis are considered and a new way of being for coexistence with other peoples and
cultures is invoked in an attempt to construct a theory which makes possible the universalization of the process of
cultural synthesis, contact, exchange, and creative coexistence.

授業科目 Courses

日本文化史論，同演習1・2
History of Japanese Culture,
Seminar １･２

日本思想論，同演習1・2
History of Japanese Thought,
Seminar １･２

日本近現代言語文化論，同演習1・2
Special Topics in Modern Japanese
Literature and Culture,Seminar １･２

日本言語文化交流史論，同演習1・2
Intertextuality in Japanese Literature,
Seminar １･２

日本言語論，同演習1・2
Japanese Language,Seminar １･２

日本語史論，同演習1・2
Japanese Historical Linguistics,
Seminar １･２

現代日本語文法論１，同演習1・2
Study of Modern Japanese Grammar 1,
Seminar １･２

現代日本語文法論２，同演習1・2
Study of Modern Japanese Grammar 2,
Seminar １･２
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教 授 久野 修義
Professor
HISANO Nobuyoshi

准教授 本村 昌文
Associate Professor
MOTOMURA Masafumi

教 授 今津 勝紀
Professor
IMAZU Katsunori

准教授 西山 康一
Associate Professor
NISHIYAMA Koichi

教 授 山本 秀樹
Professor
YAMAMOTO Hideki

教 授 江口 泰生
Professor
EGUCHI Yasuo

准教授 京 健治
Associate Professor
KYO Kenji

教 授 宮崎 和人
Professor
MIYAZAKI Kazuhito

准教授 堤 良一
Associate Professor
TSUTSUMI Ryoichi

最近の研究テーマ Research Theme
授業科目 Courses
日本中世における寺院社会と社会について
Temple society and society in medieval Japan.

介護と看取りの現場に根ざした日本思想史研究
Japanese intellectual history related with the current state of care.

日本古代の国家と社会
State and society in ancient Japan.

大正期の日本文学を，他の文化領域の言説を参考にしながら研究
Research into Japanese literature of the Taisho Era with reference to
discourses from other cultural areas.

上田秋成の文学
The literature of UEDA Akinari.

日本語文法と日本語音韻の境界領域研究
Research into the boundary areas of Japanese grammar and Japanese
phonology.

日本語並列表現の史的研究
Historical research into parallel expressions in Japanese.

現代日本語の文法的カテゴリーについて
Grammatical categories of contemporary Japanese.

担当教員 Instructor

比較社会思想論，同演習１・２
Comparative Analysis of Social Thought,
Seminar １・２

教

日欧比較文化論，同演習１・２
Comparative Study of Japanese and European
Culture,Seminar １・２

教

比較考古学，同演習１・２
Comparative Archaeology,Seminar １・２

授

太田

仁樹

Professor
OTA Yoshiki

授

金関

猛

Professor
KANASEKI Takeshi

教

授

新納

泉

Professor
NIIRO Izumi

東アジア比較近代化論，同演習１・２
Comparative Modernization in East Asia,
Seminar １・２

教

授

姜

克実

日韓言語文化史論，同演習１・２
History of Language and Culture in Japanese
and Korean,Seminar １・２

准教授

中国言語文化史論１，同演習１・２
Chinese Linguistics and Culture １,
Seminar １・２

教 授 岡本 不二明

中国近代言語文化史論，同演習１・２
Study of Modern Chinese Linguistic Cultural
History,Seminar １・２

教

イギリス言語文化史論，同演習１・２
Lecture on English Language and Culture,
Seminar １・２

教

ドイツ言語文化史論，同演習１・２
History of German Literature,
Seminar １・２

教

近代ドイツ言語文化論，同演習１・２
Modern German Language and Culture,
Seminar １・２

准教授

Professor
JIANG Keshi

陳

南澤

Associate Professor
JIN Namtaek

Professor
OKAMOTO Fujiaki

授

遊佐

徹

Professor
YUSA Toru

授

吉岡

文夫

Professor
YOSHIOKA Fumio

授

寺岡

孝憲

Professor
TERAOKA Takanori

大杉

洋

Associate Professor
OHSUGI Hiroshi

最近の研究テーマ Research Theme

オーストリア民族理論の研究
Research on the Austrian nationality-theory.

精神分析学，演劇論
Psychoanalysis, drama.

古墳時代社会の比較考古学的研究
Comparative archaeology research into the society of the Kofun Period.

日本近代史
Modern Japanese history.

朝鮮資料と音韻史研究
Research on Korean Materials and Historical Phonology.

唐代と宋代の志怪伝奇小説
Zhiguai chuanqi novels of the Tang and Song Dynasties.

中国近代文化史
Chinese modern cultural history.

﹇ 博 士 後 期 課 程 ﹈ ［Doctor’s Course］

日本古代社会文化論，同演習1・2
Social and Cultural History of Ancient
Japan,Seminar １･２

担当教員 Instructor

This ﬁeld of education and research examines the complexity of European and American cultures diachronically
and synchronically as well as contrastingly from the aspects of awareness, thought and institutions, conducts
interdisciplinary studies of the manner in which Asia has confronted the modern age in the rapidly advancing world
integration occurring since the 19th century, and how in that process former traditional society and culture have
been transformed, and further, conducts comparisons, contrasts and so on of a multiplicity of Western and Asian
social institutions and social culture from the viewpoint of human and cultural coexistence.

ジェイムズ・ジョイス作「ダブリン市民」の分析
Analysis of Dubliners by James Joyce.

グツコーとビュヒナー
Gutzkow and Büchner.

ゲーテと自然科学
Goethe and the natural sciences.

日本語の談話モデルの構築
Construction of a discourse model of Japanese.
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■社会文化学専攻 Socio-Cultural Sciences

政策科学講座
授業科目 Courses
現代ドイツ言語文化論，同演習１・２
Contemporary German Culture and Language,
Seminar １・２

近現代フランス言語文化論，同演習１・２
Contemporary French Language and
Civilization,Seminar１・２

担当教員 Instructor
教 授 ガ−トゲ・ローデリヒ
Professor
Gathge Roderich

最近の研究テーマ Research Theme
図絵で物語る形 ｰ Bilderbogen（絵草紙） からコミック，漫画，アニメに
至るまで
Forms of Graphic Storytelling from “ Bilderbogen ” to Comicstrip,Manga and Anime.

Socio-Economic Planning and Policy Science

▼公共政策論 Public Policy
本教育・研究分野では，地域社会発展のための公共政策，すなわち，地域としての発展と自立性を重視した教育・社会福祉・経済・
行政等の各システムや政策を考察の対象とします。このために地域共生社会を創出するための総合的諸施策の探求が，法学・経済学・
経営学・地理学の分析枠組みを踏まえて総合的観点から行われます。
The ﬁeld of education and research takes, as its subject matter, the study of public policy for the purposes of

採用予定

the development of local society, ( i.e. the various systems and policies of education, social welfare, economy,
administration ) , and by stressing development and independence as a region. In doing so, we carry out explorations

フランス言語論，同演習１・２
French Linguistics,Seminar １・２

国際政治論，同演習１・２
International Politics,Seminar １・２

国際機構法論，同演習１・２
Law of International Organizations,
Seminar １・２

国際法論，同演習１・２
International Law,Seminar １・２

国際裁判論，同演習１・２
International Courts and Tribunals,
Seminar １・２

准教授 金子 真
Associate Professor
KANEKO Makoto

教 授 河原 祐馬
Professor
KAWAHARA Yuuma

教 授 黒神 直純
Professor
KUROKAMI Naozumi

准教授 竹内 真理
Associate Professor
TAKEUCHI Mari

教 授 李 禎之
Professor
LEE Yoshiyuki

フランス語意味論・統語論，日仏対照言語学的観点から見た，感嘆・驚きを
表わす文
French semantics and syntactics; sentences that express exclamation and surprise
seen from the viewpoint of Japanese and French contrastive linguistics.

バルト諸国のロシア語系住民の社会的統合
Social integration of Russian-speaking residents of the Baltic states.

into overall policies for the creation of a coexistence of regional societies from a broad range of outlooks based on
the analytical frameworks of jurisprudence, economics, business management and geography.

授業科目 Courses
情報政策論，同演習１・２
Information Policy,Seminar １・２

国際公務員法の研究
Research on the Law of the International Civil Service.

管轄権に関する諸問題
Various problems concerning jurisdiction the basis and scope of jurisdiction
of states in international law.

日本経済史，同演習１・２
Economic History of Japan,Seminar １・２

東洋経済史論，同演習１・２
Asian Economic History,Seminar １・２

欧米経済史論，同演習１・２
Economic History of Europe and the United
States , Seminar １・２

中国経済論，同演習１・２
China Economy,Seminar １・２

移行期経済論，同演習１・２
Economics of Transition,Seminar １・２

Professor
SANO Hiroshi

准教授 津守 貴行
Associate Professor
TSUMORI Takayuki

准教授 尾関 学
Associate Professor
OZEKI Manabu

教 授 松本 俊郎
Professor
MATSUMOTO Toshiro

准教授 福士 純
Associate Professor
FUKUSHI Jun

教 授 滕 鑑
Professor
TENG Jian

教 授 田口 雅弘
Professor
TAGUCHI Masahiro
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中村

誠

Professor
NARIHIRO Takashi

現代政治思想論，同演習１・２
Contemporary Political Thought,
Seminar １・２

Professor
ODAGAWA Daisuke

教

教

授

授

成廣

孝

個人情報保護法の課題，電子政府とプライバシー
Issues concerning the personal data protection law; Electronic government
and privacy.

小田川

サッチャー以後のイギリス保守党
The British Conservative Party after Thatcher.

大典

19世紀以降の政治哲学
Western Political Philosophy since 1800.

国際司法裁判所の法と手続
The Law and Procedure of the International Court of Justice.

渉外事件における外国法の適用に関する研究
Research into the application of foreign law in international cases.

行政手続・訴訟法論，同演習１・２
Administrative Law,Seminar １・２
物流から見た東アジア域内地域間関係の研究
Research into East Asian intraregional relations as seen from the viewpoint
of logistics.

戦前日本の農村・農家における生活水準
Standard of living of pre-war Japanese rural and farm household economy.

「満州国」の経済と戦後の中国経済の間にある連続性と断絶性
Continuity and Discontinuity between the Economy of 'Manchukuo.' and
Communist China.
20世紀初頭のイギリス帝国経済構造内におけるカナダの経済発展
Economic development of Canada in the British imperial economy in the early
twentieth century.

授

谷

聖美

教

授

小山

正善

Professor
KOYAMA Masayoshi

Professor
NAKATOMI Koichi

現代憲法論，同演習１・２
General theory of the modern State,
Seminar １・２

Associate Professor
INOUE Takeshi

租税政策論，同演習１・２
Tax Policy and Theory, Seminar １・２

現代刑法論，同演習１・２
Criminal Law,Seminar １・２

中日経済の多部門計量モデルの構築と政策シミュレーション分析
Multi-Sectoral Econometric Modeling of Japanese and Chinese Economies
and Simulation Analysis.

現代刑事法理論，同演習１・２
Theory of Criminal Law,Seminar １・２
ポーランド現代経済史
Contemporary Polish economic history.

教

Professor
TANI Satomi

比較憲法論，同演習１・２
Comparative Constituional Law,
Seminar １・２

現代行政手法論，同演習１・２
Methods of Contemporary Administration,
Seminar １・２

現代官僚制論，同演習１・２
Bureaucracy Today,Seminar １・２

036

授

最近の研究テーマ Research Theme

教

授

准教授

准教授

中富

井上

小塚

公一

武史

真啓

Associate Professor
KOZUKA Masahiro

教

授

塩谷

毅

Professor
SHIOTANI Takeshi

准教授

一原

亜貴子

Associate Professor
ICHIHARA Akiko

准教授

高橋

正徳

Associate Professor
TAKAHASHI Masanori

准教授

築島

尚

Associate Professor
TSUKISHIMA Hisashi

選挙が政策決定過程に及ぼす影響の研究
Research into the influence of elections on the political decision-making
process.

改正後の行政事件訴訟法の諸問題（特に訴訟類型論）
Various issues concerning the revised Administrative Case Procedure Law
(especially litigation typology).

子どもの人権，学問の自由と大学の自治
Children's rights, academic freedom and university autonomy.

結社の自由法理・非営利団体法の日仏比較研究
The legal theory of freedom of association; comparative research into
Japanese and French non-proﬁt organization laws.
所得課税（所得税・法人税）における，あるべき資産概念，及び，株主法人間
取引の課税取扱いの研究
The ideal treatment of capital in income taxation; How to deal with the
transactions between shareholders and corporations.

﹇ 博 士 後 期 課 程 ﹈ ［Doctor’s Course］

国際物流論，同演習１・２
Global Business Logistics,Seminar １・２

教 授 佐野 寛

教

Professor
NAKAMURA Makoto

現代政治論，同演習１・２
Modern Political Analysis,
Seminar １・２

政治過程論，同演習１・２
Political Process,Seminar １・２
国際取引法論，同演習１・２
International Trade Law,Seminar １・２

担当教員 Instructor

被害者の承諾と自己答責性
Acceptance and self-responsibility of aggrieved parties.

刑事責任論
The criminal responsibility.

環境行政手法論
Methods of environmental administration.

官僚制を中心とした，日独の行政・政治・社会に関する比較研究
Comparative research on public administration, politics and society in Japan
and Germany, focusing on the bureaucracy.
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■社会文化学専攻 Socio-Cultural Sciences

政策科学講座
授業科目 Courses
マクロ経済理論，同演習１・２
Macroeconomic Theory,Seminar １・２

担当教員 Instructor
准教授 横尾 昌紀
Associate Professor
YOKOO Masanori

最近の研究テーマ Research Theme

Socio-Economic Planning and Policy Science

▼現代企業論 Modern Corporations
本教育・研究分野では，企業経営，企業行動および企業会計，企業法制といった諸領域に密接な関わりを持ち，社会に対して強い影

マクロ経済学，非線形経済動学
Macroeconomics, nonlinear economic dynamics.

響力を持つ企業組織の活動について，多角的に分析できる能力を培います。具体的には，組織が目標を達成する上で求められる経営上
の管理や戦略のあり方，企業活動を財務的・統計的手法によって測定する方法を教育・研究すると共に，企業取引法，企業紛争処理法
などの法制的考察を可能にする能力を培います。

ミクロ経済学，同演習１・２
Microeconomics,Seminar １・２

准教授 東 陽一郎
Associate Professor
HIGASHI Youichiro

ミクロ経済学，意思決定理論
Microeconomics, decision theory.

The ﬁeld of education and research has a close involvement with the various areas of corporate management and
corporate behavior, as well as corporate accounting and legal administration, in order to cultivate the abilities to car-

計量経済学，同演習１・２
Econometrics １，Seminar１・２

国際経済学，同演習１・２
International Economics,
Seminar １・２

Associate Professor
SAWAKI Hisashi

公共経済学，同演習１・２
Public Economics,
Seminar １・２

Associate Professor
FURUMATSU Noriko

環境経済学，同演習１・２
Environmental Economics,
Seminar １・２

Associate Professor
YAMAGUCHI Keiko

財政政策論，同演習１・２
Fiscal Policy,Seminar １・２

都市地域政策論，同演習１・２
Urban and Regional Economic Policy,
Seminar １・２

日本経済論，同演習１・２
Japanese Economy,Seminar １・２

社会保障の経済学，同演習１・２
Economics of Social Security,
Seminar １・２

金融システム論，同演習１・２
Financial System,Seminar １・２

文化地理学，同演習１・２
Cultural Geography, Seminar １・２

工業地域形成論，同演習１・２
Industrial Geography,
Seminar １・２
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准教授 澤木 久之

准教授 古松 紀子

准教授 山口 恵子

教 授 岡本 章
Professor
OKAMOTO Akira

教 授 平野 正樹
Professor
HIRANO Masaki

教 授 中村 良平
Professor
NAKAMURA Ryohei

准教授 釣 雅雄
Associate Professor
TSURI Masao

准教授 岸田 研作
Associate Professor
KISHIDA Kensaku

教 授 西垣 鳴人
Professor
NISHIGAKI Narunto

准教授 髙野 宏
Associate Professor
TAKANO Hiroshi

教 授 北川 博史
Professor
KITAGAWA Hirofumi

長期記憶時系列に関するセミパラメトリックな統計的推測
Semiparametric inference on long-memory time series.

ry out multifaceted analysis of the corporate activities that have a strong inﬂuence on society. Speciﬁcally, studies
into the legal administration aspects of business such as the business transaction law and company dispute resolution law, are carried out, in addition to pursuing education and research into the forms of business management administration and strategies that are required for an organization to attain its goals, and the ﬁnancial and statistical

国際政治経済学へのゲーム理論の応用
Application of game theory to international political economy.

methods of monitoring corporate activity.

教育政策の公共経済学的分析
Public economic analysis of educational policy.

授業科目 Courses
1）環境経営の経済分析 2）環境配慮型製品に関する研究
1) Economic analysis of environmental management. 2) Research on ecoproducts

少子高齢化社会における租税・社会保障政策
Taxation and social welfare in the era of birthrate decline and population
aging.

消費税（付加価値税）の理論的・実証的研究
Theoretical and empirical research into consumption tax (value added tax).

都市経済・地域経済に関する理論・実証研究
Theoretical and empirical research of urban and regional economies.

日本経済における財政政策と政府債務に関する諸問題の実証研究
Empirical research on various issues in ﬁnance policy and government debt in
the Japanese economy.

介護保険
Long-term care insurance.

内外の公的金融，債務格付け，電子決済等についての比較研究
Comparative research on domestic and overseas public ﬁnance, debt rating,
electronic settlement of accounts, and so on.

中国地方の地域社会と民俗文化の調査研究
Research and study on the relationship between local communities and folk
culture primarily in the Chugoku region.

地域システムの再編過程と企業活動との関連
The restructuring process of regional systems and its relation to corporate
activity.

企業取引法論，同演習１・２
Corporate Trade Law,Seminar １・２

担当教員 Instructor
教

授

吉岡

伸一

Professor
YOSHIOKA Shinichi

現代労使関係法論，同演習１・２
Modern Labor Relations Law,
Seminar １・２

Professor
TONAI Kazuhiro

現代物権法論，同演習１・２
Theory of Contemporary Real Right
Law, Seminar １・２

Associate Professor
MURATA Kensuke

民事訴訟法論，同演習１・２
A Lecture on Civil Procedure,
Seminar １・２

Associate Professor
HAMADA Yoko

現代刑事訴訟法論，同演習１・２
Modern Criminal Procedure

教

授

准教授

准教授

准教授

藤内

村田

濵田

原田

和公

健介

陽子

和往

Associate Professor
HARADA Kazuyuki

現代家族法論，同演習１・２
Theory of Family Law,
Seminar １・２

Associate Professor
NAKAGAWA Tadaaki

現代会社法論，同演習１・２
Modern Corporate Law,
Seminar １・２

Professor
AKAGI Mami

現代企業法論，同演習１・２
Modern Corporation Law,
Seminar １・２

Professor
YONEYAMA Kiichiro

制度経済学，同演習１・２
Economics of Institutions,
Seminar １・２

Professor
SHIMIZU Koichi

准教授

教

教

教

授

授

授

中川

赤木

米山

清水

忠晃

真美

毅一郎

耕一

最近の研究テーマ Research Theme

金融法務，担保，保証，時効
Financial legal work, security, guaranty, limitation.

従業員代表制の日独比較研究
Comparative research on the employee representation in Japan and Germany.

所有概念の日仏比較研究
Comparative research into the notion of property right in Japan and France.

多数当事者訴訟の規律に関する研究
Rules for multi-party litigation.

迅速な裁判の保障，公訴時効
Speedy trial, Criminal statutes of limitations.

少子高齢社会における家族法のあり方の研究
Research into family law in a society where the birthrate is declining and the
population is aging.

﹇ 博 士 後 期 課 程 ﹈ ［Doctor’s Course］

地方財政論，同演習１・２
Local Public Finance,Seminar １・２

038

准教授 生川 雅紀
Associate Professor
NARUKAWA Masaki

株式公開買付規制について,わが国とイギリスの比較研究を行っている
TOB regulations in Japan and UK.

株主の情報収集権
Shareholders' rights to inspection.

フランスにおける労働問題および地域経済発展の研究
Research into the French lavour relations and regional economic development.
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授業科目 Courses
産業組織論，同演習１・２
Industrial Organization,
Seminar １・２

Professor
HARUNA Shoji

労働経済論1・2，同演習１・２
Labor Economics 1・2,
Seminar １・２

Associate Professor
OKUDAIRA Hiroko

統計推測論，同演習１・２
Statistical Inference,
Seminar １・２

Professor
NAGAHATA Hidekazu

経済計測論，同演習１・２
Applied Econometrics,
Seminar １・２

Professor
ZHANG Xingyuan

応用確率モデル論，同演習１・２
Applied Probability Model,
Seminar １・２

Professor
MURAI Joshin

組織行動論，同演習１・２
Organizational Behavior,
Seminar １・２

Professor
MATSUDA Yoichi

教 授 春名 章二

准教授 奥平 寛子

教 授 長畑 秀和

教 授 張 星源

教 授 村井 浄信

教 授 松田 陽一

経営戦略論，同演習１・２
Strategic Management，
Seminar１・２

Professor
KITA Masanobu

技術経営論，同演習１・２
Technology Management,
Seminar １・２

Associate Professor
FUJII Daiji

地域企業論，同演習１・２
Rregional Enterprises,
Seminar １・２
公共マーケティング論，同演習１・２
Public Marketing Management,
Seminar １・２

応用ファイナンス論，同演習１・２
Applied Finance,Seminar １・２

監査論，同演習１・２
Auditing, Seminar １・２
会計・ディスクロージャー制度論，
同演習１・２
Accounting Disclosure System,
Seminar １・２
キャッシュフロー会計論，同演習１・２
Cash Flow Accounting,Seminar １・２

管理会計論，同演習１・２
Management Accounting,
Seminar １・２
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教 授 北 真収

准教授 藤井 大児

在学生・修了生の声

最近の研究テーマ Research Theme

研究・開発投資と企業の競合形態の関係
The relationship between R&D investment and forms of competition.

在校生からの
メッセージ

日本の派遣労働に関するミクロ計量分析
What does a temporary help job offer? Emprical suggestions from the
Japanese survey.

確率密度関数および確率分布関数の推定
Estimation of the probability density function and the probability distribution
function.

生産性，技術スピルオーバーと知財戦略
Productivity,Technology Spillovers and IPR Strategy.

確率論と統計力学を用いた確率モデルの研究
Research on probability theory and statistical mechanics and their
applications to probability model.

企業の組織変革行動に関する研究
Research in organizational change:theories and practices.

創発的戦略，たとえば新プロジェクトの事業化，電気自動車の普及について
の研究
I am doing quantitative research on emergent strategy, such as the
industrialization of new projects and the diﬀusion of electric vehicles.

新製品コンセプトの普及過程に関する調査分析
Survey analysis on the diﬀusion process of novel product concepts.

博士前期課程

知念 晃子さん
准教授 戸前 壽夫
Associate Professor
TOMAE Hisao

教 授 矢吹 雄平
Professor
YABUKI Yuhei

准教授 浅野 貴央
Associate Professor
ASANO Takao

教 授 吉田 周邦
Professor
YOSHIDA Chikakuni

教 授 兼田 克幸
Professor
KANDA Katsuyuki

准教授 中川 豊隆
Associate Professor
NAKAGAWA Toyotaka

准教授 和田 淳三
Associate Professor
WADA Junzo

産業集積と企業
Corporations and industrial concentration.

自治体マーケティングと地域ブランド
Marketing in Local Government and Regional Brand.

不確実性下の投資決定
Investment under Ambiguity.

監査人が「リスク・アプローチ」監査手法のもとで組織的な心証形成と監査意
見形成をするプロセスに係る，実証的研究
Case study of systemic auditor's process of building both conviction and audit
opinion under the Risk Approach.
我が国上場会社の財務会計・監査制度及びディスクロージャー制度に関する
研究
Researchi into the ﬁnancial accounting, auditing systems and the Disclosure
system of Japanese listed corporations.

キャッシュフロー情報のバリューレリバンス
The value relevance of cash ﬂow information.

現代企業の競争力の会計的評価および測定に関する概念と手法について
Concepts and methods in accounting evaluation and measurement of the
competitiveness of contemporary corporations.

博士後期課程

公共政策専攻（司法政策講座）

社会文化学専攻（文化共生学講座）

中野 祥子さん

H24年度入学

H25年度入学

「研究をしてみたら，わからないことがわかった。」という先

異文化に興味がある私は留学生の異文化適応について

輩の一言に、大学院で学ぶことが何かということが集約され

研究しています。ランゲージパートナー制度を利用して留学

ているように思います。調べれば調べるほどに新たな問題を

生と互いの言語や文化を教え合っています。 私にとって留

発見していく，ということを私自身も実感し、視野の狭さに気

学生が多いこの環境は学びの宝庫です！実践的な演習形式

づかされます。「法律は生き物」といわれるように，常に変

の授業も充実しており，方法論や論文読解力，プレゼン力

化していく法領域の疑問を追求していく過程こそが，大学院

が習得できます。研究室では先生やゼミ生との議論や個別

で法を学ぶことの魅力であるのではないかと思います。

指導を通して考察が深まっていくのが楽しいです！

博士後期課程 産業社会文化学専攻（社会システム文化論講座）

楊 華さん

修了生からの
メッセージ

H15年度修了（中央財経大学財政学院・副教授）

穏やかで純朴な気風，自由で闊達な勉学環境，親切で寛大な先生方，偏見なく優しく接して
くれた学生たち等など，岡山大学で過ごした青春時代を思い出すたびに胸が熱くなります。「寛
容，親切，善意」は，私が日本留学時代に体験し，身に付けることができた一生の宝物です。
私は最初から明確に教職を目指していたわけではありませんでした。大学院に入ってから，と
にかく興味を持っていた科目をいっぱい履修しました。先生方の講義を聞いていくうちに，どんど
んと視野が広がり，自分の関心課題も固まっていきました。そして，研究に打ち込んだ自分がな
んとなく落ち着くことを新たに発見することができました。
後輩たちに一言ということであれば，大学院時代の大切な時間を無駄にせず，とにかく向学心
をもって知識・見聞を広げ，自分自身を磨き，再発見してください，と述べさせていただきます。
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授業・修了要件・学位・入試等

■ 授業等

●学位
博士後期課程を修了した学生には「博士」の学位を授与します。付記する専攻分野の名称は，（文化科学）
（文学）
（法学）
（経済学）
（経営学）ま
たは（学術）です。

授業は，昼夜開講制が基本ですが，土曜日開講，夏季・冬季休業中の
集中講義による開講も行っています。

●Degree
Students who have completed the second term doctoral program are awarded a “doctoral” degree. The appended specialist
study title is (Cultural Science), (Literature), (Law), (Economics), (Business Administration), or (Sciences).

■ 就学支援
■ 長期履修制度
申請資格と概要

■ 修了要件および学位

この制度を利用できるのは，職業を有している等の事情により，定められた修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な学生に限られます。
この場合，「職業を有している等の事情」とは，有職者（非正規雇用・非常勤等を含む。），家事，育児，介護などの事情により，フルタイムの学生
としての修学が困難な事情にあることをいいます。

■ 博士前期課程
●修了要件
博士前期課程の修了要件は，同課程に２年以上在学し，指導教員の指導により，30単位（地域公共政策コースは32単位）以上を修得し，かつ，

（1）博士前期課程の場合
２年間では履修が困難な学生に限り，３年間で修学することができます。納入する費用は，入学金と授業料2年間分です。
３年間の毎年，２年間分の授業料合計額を３で除した額を納入します。ただし在学中に授業料の改定が行われた場合は再計算します。
（2）博士後期課程の場合

必要な研究指導を受け，当研究科が行う学位（修士）論文の審査および最終試験に合格することです。ただし，特に優れた研究業績を上げた学生

３年間では履修が困難な学生に限り，４年間で修学することができます。納入する費用は，入学金と授業料3年間分です。

については，同課程に1年以上の在学をもって修了することもできます。

４年間の毎年，３年間分の授業料合計額を４で除した額を納入します。ただし在学中に授業料の改定が行われた場合は再計算します。

●Completion Requirements
The completion requirements for the ﬁrst term doctoral program are: enrolment for 2 years or longer in the same program;
acquisition of 30 credits or more (32 credits for the Management Course of Regional Public Policy ) and receipt of necessary
research guidance; and passing the thesis inspection and the ﬁnal exams . However, students who have produced particularly

■ 入学料・授業料免除
申請に基づき選考のうえ，予算の範囲内で入学料・授業料の全額又は半額を免除する制度があります。

outstanding research achievements may complete the course by having been enrolled in the same program for 1 year or more.
●学位
博士前期課程を修了した学生には「修士」の学位を授与します。 付記する専攻分野の名称は，
（文化科学）
（文学）
（法学）
（経済学）
（経営学）
（公
共政策学）または（学術）です。なお，以下に該当する学生は，上記の学位（修士）論文に替えて，研究報告書（リサーチペーパー）を提出する

■ 奨学金
本学で取り扱っている奨学金には，日本学生支援機構の奨学金と民間及び地方公共団体の奨学金があります。また，奨学金の種類により，卒業後
返還義務のある「貸与」と返還義務のない「給付」とがあります。

ことができます。
（1）組織経営専攻と地域公共政策コースに在籍する学生
（2）博士前期課程在籍時より博士後期課程に進学し，博士号の取得を目指すことが明確な学生

●Degree

■ 研究奨励金
本学が定める国内外の学会等で発表した大学院生に対して支給されます。

Students who have completed the ﬁrst term doctoral program are awarded a “masterʼs” degree. The appended specialist study title is
(Cultural Science), (Literature), (Law), (Economics), (Business Administration), (Public Policy Science) or (Sciences). Furthermore students to
whom the following applies may submit a research paper in substitution for the thesis for the above degree (masterʼs).

■ Ｔ・Ａ（ティーチング・アシスタント）
，Ｒ・Ａ（リサーチ・アシスタント）
大学院生を授業などの補助業務として雇用しています。

(1) Students enrolled in the Organizational Management major and Management Course of Regional Public Policy major.
(2) Students who decide to enter the second term doctoral program from the ﬁrst term doctoral program, and who clearly aim to acquire a
doctorate.

■ 宿泊施設
アパート希望者には，岡山大学生活協同組合で紹介しています。

■ 博士後期課程
●修了要件
博士後期課程の修了要件は，同課程に３年以上在学し，指導教員の指導により，12単位(講義6単位（所属講座の講義科目のうちから２単位以上
を含む。）
，演習６単位（指導教員および副指導教員の演習））を修得し，かつ必要な研究指導を受け，当研究科が行う学位（博士）論文の審査およ
び最終試験に合格することです。ただし，特に優れた研究業績を上げた学生については，同課程に1 年以上の在学をもって修了することもできます。
●Completion Requirements

また，外国人留学生には，岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設があります。

■ 教育訓練給付金
2006年4月より，組織経営専攻においては，厚生労働大臣より教育訓練講座の指定を受けています。これによって，雇用保険の一般被保険者（在
職者）または一般被保険者であった方（離職者）が，当研究科博士前期課程の組織経営専攻を修了してから，手続き期間内に所定の手続きをとる
ことによって，教育訓練給付金が支給されます。
当制度の詳細については，当研究科のホームページ（http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/) をご覧ください。

The completion conditions for the second term doctoral program are: enrolment for three years or longer in the same
program; acquisition of 12 units through tutor guidance, 6 lecture units (including 2 units or more of the lecture of the aﬃliated
course) and 6 practical units (tutor or sub-tutor practice) and receipt of necessary research guidance; and passing the thesis
inspection and the ﬁnal exams. However, students who have produced particularly outstanding research achievements may
complete the program having been enrolled in the same program for one year or more.
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■ 税理士試験の科目免除

■ 入試

税理士法改正により，修士の学位等取得による試験科目の免除制度については，試験の分野（税法科目、会計学科目）ごとに，いずれか1科目（※
注）の試験で基準点を満たした者（いわゆる一部科目合格者）が，自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に

■ 博士前期課程

改められました。国税審議会から認定を受けた場合には，税法科目であれば残り2科目，会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなさ
れて試験が免除されます。

入試の概略
（1）入学試験は，２回行い2013年９月（前期）と2014年２月（後期）の予定です。選抜区分には，一般・留学生特別・社会人特別・職業人特
別の４つがあります。
（2）募集要項（日時，場所，試験科目等）は，当研究科のホームページに掲載しています。
（3）過去の入試問題は，その一部を当研究科のホームぺージでダウンロードすることができます。また，その全部を教務学生担当で閲覧すること
ができます（なお，閲覧の場合は，身分証明書等を持参してください。）

（※注）税法科目にあっては，所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また，試験合格の科目と研究の内容が同一（例えば，所得税法に
合格した者が所得税法関係の研究をするなど）であっても構いません。
詳細については，国税庁ホームページ・税理士試験情報をご覧ください。
ホーム＞調達・その他の情報＞税理士試験情報＞税理士試験に関するQ&A＞試験科目の免除について

（4）岡山大学の学生で，学部成績が優秀な学生には，試験科目の一部を免除する制度があります。
Outline of the entrance examination
(1) Entrance examinations are held in September 2013 (first term) and February 2014 (second term). The four selection
categories are ordinary, special overseas student, special working adult and special businessperson.
(2) Additional details (date and time, location, examined subjects etc) are published on the postgraduate course homepage.

■ 研究生制度

(3) Parts of previous entrance exams can be downloaded from the postgraduate course homepage. The entire entrance exam
当研究科には，正規生とは別に，研究生の制度があります。その出願書類・時期等の詳細については，本研究科ホームページをご覧ください。また，

can be read at the graduate school section (please bring some form of identiﬁcation.)
(4) There is a system whereby students of Okayama University who have excellent undergraduate grades are exempted from

出願前に指導予定教員の承認が必要となりますので，指導予定教員と連絡をとってください。
なお，この制度を希望する場合の出願時期等については以下のとおりです。

some of the examined subjects.

（1）４月入学を希望する場合：① 国内に居住している場合：２月，② 外国に居住している場合：12月
（2）10月入学を希望する場合：① 国内に居住している場合：８月，② 外国に居住している場合：６月

■ 博士後期課程

In this graduate school there is a system for research students separate to that of regular students. Please look at this

博士後期課程の概略

graduate school homepage for details of the application documents and deadlines etc.

（1）入学試験は，2014年２月の予定です。

It is also necessary to acquire the approval of your planned tutor prior to application, so please contact them in advance.

（2）募集要項（日時，場所，試験科目等）は，当研究科のホームページに掲載しています。

The application period for students wishing to be enrolled under this system is as follows.

（3）当研究科の博士前期課程の学生が進学する場合には，試験科目の一部を免除する制度があります。

(1) When applying for an April matriculation:

Outline of the second term doctoral program

(a) In the case of residing within Japan: February,

(1) The entrance exam is planned to be held in February 2014.
(2) Additional details (date and time, location, examined subjects etc) are published on the postgraduate course homepage.
(3) There is a system in this graduate school whereby students of the ﬁrst term doctoral program are exempted from some of
the examined subjects.

(b) In the case of residing overseas: December
(2) When applying for an October matriculation:
(a) In the case of residing within Japan: August,

■ 科目等履修生制度

■資 格

当研究科では，一定要件のもとで，自由に開講科目を受講できる科目等履修生制度があります。その出願書類・時期等の詳細については，本研

■ 教育職員専修免許状
教育職員免許法および同法施行規則に
より定められた単位を修得した学生は，
次の免許状を取得することができます。

究科ホームページをご覧ください。また，出願前に授業担当教員の承認が必要となりますので，事前に連絡をとってください。

専 攻 名

教育職員免許状の種類

免 許 教 科

Courses

license

license

中学校教諭専修免許状

社 会

高等学校教諭専修免許状

地理歴史・公民

中学校教諭専修免許状

社会・国語・英語・ドイツ語・
フランス語

高等学校教諭専修免許状

地理歴史・公民・国語・英語・
ドイツ語・フランス語

公共政策科学専攻

高等学校教諭専修免許状

公 民

組 織 経 営 専 攻

高等学校教諭専修免許状

商 業

出願時期については，以下のとおりです。
（1）４月から受講を希望する場合：同年の２月
（2）10月から受講を希望する場合；同年の８月

社会文化基礎学専攻

比較社会文化学専攻
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当研究科の修了生は，毎年，数多くの職場・研究機関等に就職し，国内外で活躍しています。また，
教員と院生に数多くの研究成果を公表してもらうために，毎年３つの紀要を発刊しています。さらに，
研究成果を社会に問うために，公開講座や国際シンポジウムを開催しています。

進路・紀要等

■ 進路

■ 紀要

▼ 博士前期課程修了者の就職状況（2009 年度〜 2012 年度）

当研究科では，３種類の紀要を発行しています。「文化科学
研究科紀要」は，教員及び大学院生の研究成果発表の場とし

学位授与者数

就職者数

進学者数

企業等

公務員

教 員

自 営

その他

て，1995年3月に発刊されました。2006年度の研究科名

その他

称変更に伴って「社会文化科学研究科紀要」と名称変更し，

2009

82

15

23

9

6

1

0

28

2013年3月末において35号を数える発刊がなされていま

2010

85

11

28

12

4

0

2

28

す。同紀要に加えて，当研究科の特色を一層明確に打ち出す

2011

60

6

17

5

4

3

1

24

ために，2003年3月に「文化共生学研究」が，2004年2

2012

73

8

21

10

4

1

0

29

月に「北東アジア経済研究」が発刊されています。いずれの
紀要も，多様な個別研究の成果が掲載されてきています。

修士授与者数 3814人 （2012年度末現在・前身研究科含む）

▼ 博士前期課程修了者の就職先（2009 〜 2012 年度）

企業等

（株）エム・オージャパン,TKC中国統括センター,アーキヤマデ,イオンリテール,株式会社CEC,株式会社IHI,株式会社アル
マ経営研究所,株式会社北川鉄工所,株式会社グリーンキュービック,株式会社シンフォーム,株式会社ニッティ,株式会社ハ
ローネット,株式会社丸善,天満屋, 株式会社山口銀行,倉敷ボーリング機工株式会社,コアテック,四国旅客鉄道（株）,常石
ホールディングス,難波プレス工業株式会社,広島精機,日本写真印刷,ノバシステム,パナソニックエレクトロニックデバイ
スジャパン,パネフリ工業株式会社,平林金属,広島日野自動車,富士通ミッションクリティカルシステムズ,三菱総合研究所,
両備システムイノベーションズ,両備ホールディングス,ワタミ株式会社フードサービス,キミセ醤油,木村屋,新経営サービ
ス,岡山全日空ホテル,日本有機（株）,積水ハウス株式会社,日本アイ・ビー・エム,フジワラテクノアート,成通ソフトシス
テムズ,大東建託,山陽新聞社,太平電業,岡山大学,山口大学,東京ワールド外語学院,郵便局,広島銀行,香川銀行,中国銀行,高松
信用金庫,中央三井信託銀行,中国労働金庫,三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券,SMBC日興證券,岡山医療生活協同組合,京都大学生
活協同組合,香川県医療生活協同組合,監査法人トーマツ,島原実税理士事務所,新日本有限責任監査法人東京事務所, 税理士
法人 石井会計,江原和之税理士事務所,田中会計税務事務所,花岡福祉事務所,他

■ 教育研究の提携・外国諸機関
当研究科では，
学生の交流，
教職員の交流，
共同研究，
研究情報の交換等を目的として，
2013年5月時点で，
次のとおり部局間協定
を締結しています。部局間協定及び大学間協定に基づき，
毎年学生の受入・派遣を実施しています。

チャナッカレ3月18日大学社会科学研究科（トルコ）
，吉林大学大学院（中国），上海社会科学院部
門経済研究所（中国），ボルドー第3大学（フランス）
，復旦大学中国語原文学系（中国），復旦大学

国際交流協定締結校（部局間）
公務員
教 員

大阪国税局,広島国税局,滋賀県庁,岡山県庁,和歌山県庁,高知県庁,財団法人静岡埋蔵文化財調査研究所,奈良県立橿原考古学
研究所,岡山県古代吉備文化センター,山口県埋蔵文化財センター,岡山市役所,美作市役所,玉野市役所,新見市役所,福山市役
所,岸和田市役所,
和気町役場,香川県綾川町役場,豊橋市教育委員会,横浜市教育委員会,神戸市教育委員会,鳥取県教育
委員会,チャナッカレオンセキズマルト大学, 中国河南科技大学,岡山理科大学,川崎医療福祉大学,就実中学校・高等学校,
岡山一宮高校,岡山商科大学附属高校,関西高等学校,英明高等学校,岡山県立高松農業高等学校,広島県府中高等学校,聖華看
護専門学校,武田学園,作陽学園,他

▼ 博士後期課程修了者の就職状況（2009 〜 2012 年度）
学位授与者数

就職者数

その他

2009

15

9

6

2010

8

5

3

2011

6

2

4

2012

13

6

7

国際関係と公共事務学院（中国），浙江大学経済学院（中国）
，東北師範大学大学院（中国）
，ストラ
スブール大学政治学院（フランス），
国民大学校社会科学大学国際学部（韓国），ルール大学ボーフム（ド
イツ）
，首都師範大学（中国），山東大学校韓国学院（中国），華東政法大学（中国）

国際交流協定締結校（大学間）

成均館大学（韓国），
ハノイ国家大学（ベトナム），
アデレード大学（オーストラリア），南オレゴン大学・
アリゾナ州立大学（アメリカ合衆国）
，シェフィールド大学・エジンバラ大学（英国）等

博士授与者数 669 人 （2012 年度末現在・前身研究科含む）

▼ 博士後期課程修了者の就職状況（2009 〜 2012 年度）

046

教員
（非常勤を含む）

埋蔵文化財調査研究センター,岡山市役所,出雲市役所,八戸工業大学,立命館大学,同志社大学,名古屋経済大学,愛知学院
大学,桜美林大学,西京大学,福山平成大学,麗澤大学,くらしき作陽大学,ヤンゴン大学,ダッカ大学,中国人民大学国際学院,
県立広島大学保険福祉学部,川崎医療短期大学,景文技術学院,津山工業高等専門学校,新居浜工業高等専門学校,在ポーラ
ンド日本国大使館

企業等

財団法人電力中央研究所（社会経済研究所），社団法人ロシア東欧貿易会，山陽鑑定コンサルタント株式会社，株式会
社クラレ，丸石ゴム工業
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岡山大学津島キャンパス
Okayama University Tsushima Campus

社会文化科学研究科

1

文学部／法学部／経済学部

59

58

47

57

56
25

17

1

9

19

18

29
25
23

21

24

3
14

20
福居入口

6
22

26

10

27

15

11

2
12

岡大西門

5

30

28

52
31

25

32

7

55

4

13
60

33
36

47

45

8

37

16
岡大東門

34

53
50

35

45

45

54
51

岡大入口

38

45
49

39
40

国道

53号
線

44

46

41
42

43

48

岡山大学筋

理学部
工学部／自然系研究科等事務部
4 教育学部／教育学研究科／
教師教育開発センター
5 環境理工学部
6 薬学部
7 農学部
8 一般教育棟
9 法務研究科／文化科学系総合研究棟／
放送大学岡山学習センター
コラボレーションセンター／
自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門
自然科学系総合研究棟／
廃棄物マネジメント研究センター
自然科学研究科・環境生命科学研究科棟
自然生命科学研究支援センター
（光・放射線情報解析部門津島施設）
2
3

大学本部／評価センター
創立五十周年記念館
研究推進産学官連携機構／旧事務局庁舎
北福利施設（マスカットユニオン）
南福利施設（ピーチユニオン）
東福利施設（ピオーネユニオン）
保健管理センター
大学会館／アドミッションセンター／キャリア開発センター
教育開発センター／言語教育センター／ 国際センター
グローバル人材育成院／学生支援センター／学生相談室
スポーツ教育センター／障がい学生支援室
清水記念体育館
第二体育館
第一武道館／第二武道館
ハンドボールコート
アーチェリー場
体育管理施設
ボクシング練習場

自然生命科学研究支援センター
（動物資源部門津島北施設）／若手研究者キャリア支援センター
環境管理センター
新技術研究センター
中央図書館
埋蔵文化財調査研究センター
情報統括センター
薬用植物園
自然生命科学研究支援センター
（動物資源部門津島南施設）
自然生命科学研究支援センター
（ゲノム・プロテオーム解析部門）
岡山農場実習棟
山陽圏フィールド科学センター
岡山農場

文化系クラブ棟
体育系クラブ棟／トレーニング棟／合宿所
テニスコート
プール
グランド
多目的グランド
陸上競技場
野球場
サッカー場及びラグビー場
馬場
馬房
弓道場
学内水環境施設（誕生池）
女子学生寮
福居留学生宿舎
国際交流会館
桑の木留学生宿舎
L-café
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