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博士学 位一覧



't m：記番 号

o;"f;LJ;l'与の日付

申攻指導教官名

論文記耳目

別交委 n

博士＇i'位一段

人同第 694り 1¥； 名

平成 26i['. 5 11 23日

共生人lil!W''if.攻 防lf日百百j

アルテ。ポーウ’ェラ 戦後イタリアにおける芸術H政治

〔王w〕附則治言］

〔j』iUJ'E〕篠原町 llj），多 t1 ;'!;', 問中 純

！、けのあ，. -

iili ti！）＇絢子

カつ 〕｝ 主 ひと

ザー i立 n己 ifi号 人i'!iお 695号 氏名勝 ；，｛i良仁
'i' f;j'投与の日付

専攻 !ij)jjzy士1'i,,, 

諭 丈 !II! II 

,U日 1i. 委 ［.＼

•';'' fi古 1氾罰ト百
，，，，位J受！ij.のiIH 

＇・＇＂攻 J守j部教＇1'i名
,:1詰丈注目

,u:.1 1t 委 n

平h£ 26 jド7月23日

共生人fill学w攻 大合引史

“jl; にある”ことを目指す特別支援教育 関係論から発述｜詰1時概念を1:11い直す一一一

［ヨュm大合得史

〔MIJ1f.〕記rr.,,, 成永 Lil説法

人｜申立i38む

'I勺ι26'.['. 9 IJ 24日

共立文明学専攻 III中雑

近代ii本の人茸！"i"i.' Wi闘と植民地のJ己ぽ
〔ヨマ：r，；〕問 中雅一

〔Mil1tJ fl' I Ji（和孝山討ごいー

人1'11ヰ＇696 >J・ 
、ドJi£ 26 iド9IJ 24日
j¥11',人｜自p;:,i,1,c攻古川純

氏名
同おかつみ

>I• 1［.勝美

市れ もと あや ι 
氏名 iii本彩花

161 

学位，，己帯号

ザ fiLJQ !j.のiヨfサ
wr士 J日時技官名

論文題目

訓 1i. 安 n
近代fr楽におけるよ、術奈 i：ι誌の形成 ベ ト ヴエンを中心としたi.I:会守的研究…一一

〔主流〕古 LU ''rr 
［削光〕山総 IiiJI！.，ベソカーカール小 Illfl!• iま

ひら かっ 4なれ

学位，：己昨号 人1•江古j 697 .YJ・ 氏名 ¥1z fr ~l 尚
学 fl!'jQ !j. の日 1•1

＂＂＇』攻 15部教官名

品丈旭日

訓 :Ii. 委 n

平成 26年9月24日

Jl'i＇.人llll学専攻 )JI¥ j時幹郎

批】仔エドブf ・G ウルマー研究

一一マイノリティ映，，副作家の領域械附的映l国逝股におけるマイヲ一世の『制日一一

〔 •i'1t〕加l 時幹郎

〔MIJ1t〕道政泰三。松山英リj
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学｛立記番号

'i'f立授与の日付

＃攻指導教官名

i論文題 cl
,JI.] 査委只

博士'i'0f!L一覧

人博第 698号 氏名
平成26,,, 9月24日

共生人11!1学専攻 京郷雌二

qunnd i市に現れる＂過去一一談活 (Jg］昨嗣l解釈モデルによる分析

〔3:資〕京郷雄二

〔；j資〕谷口一美， t可附 Hi 

J合会 はし かつ よし

;iii 稿克！目、

で ぐ ち ゅ う 主

学位 記 帯 号 入時的 699号 氏 名 山 口 俊 市

学1立筏与の日付 平成 26年9月24日

開攻指導教官名 共生人！日j学専攻 京郷雄二

論 文 旭 日 フランス諦の述想照応、のメカニズム

削査委員 〔主査〕京郷雄二

’＇i' I•！：記 iii I} 

ワ位J民与の日十j

W攻防指数官名

品丈：m 1c1 

ら 同記長 f1

〔副主f.）服部文 II自i 新政治之

〈三 む句 よし 3うさ

氏 名山村仁川人［'ij：第 700・I} 

平成26,,, 9 n 24日

文化・地域環境’？•.早攻 佐野f 活、

名・＂＂旬を｛昨 b比する「の」の研究 坪体即1i;:a1「の」の丈話、七！の符規定

〔主流〕 fi,'~·f 昔、

[I，時Hl司l!JI ・l I/!. 長谷川千品

＇λ つぐ け，、 ヒ
午 I•!: ，：己骨；J 人博桁 701号 氏名末次他百j

'i'' I立J受与の日 jj

w攻指導教官名

論文粗目

調資 委只

’？ I立 記番 号

令 f!i:)'} lj.の日 H
＇.＇／！文・指導教官γ『

論 文也 H
J』 1t 委 J:i

平成26i[C 9月24日

中日間環境手県攻 加藤 if( 

Div町 SCinte悶cions of hctcrotrophic plants with their hosts, pollinators and sccrl dispersers 

（従成栄誌植物が術王や送粉者 様子散布者と織りなす多様な州五円川）

〔玉光〕加勝 良

〔副主〕 TIT附学即i瀬戸口市 彩宮市嘉久新呂一成

人的都 39守
んl ふじ ？” ひニ

氏名 谷時五史 ff
平成26年 lI l'J 25日

j~l［•人 !ill学専攻 洲町 i杭百j

ルチオ フォンタナとイタリア 20世紀美術 伝統制と革新性の1111泡

〔主流〕問旺i温司

。相究］篠原資 lVJ. 多 t1 ix. rn 竣玲子金 JI• 出



，，，，位記番号

宇佐授与の日 i•I

vi攻・指導教1'f名
論文題目

｜事士！；＇：fiE…覧 163 

人j部第 40号
'-L ：：＇か aかひろ

氏名 jlij 1臣官i'b' 

'I' 1&: 26 if'. I i月25日

共生人fill学専攻 石原昭彦

E lccts of Exposure to Mild Hype巾aricOxygen on Skeletal Muscle Fibers, Epidermal日間alCells. and 

Skin Pigmentation 

(•f'J·総筋線級。 Jく皮iJ底細胞。及び皮h守色おj）［に対する経皮肉気！主目安司ーへの時認のi;I；雫111

＇~日光安 n 〔主交〕石原町ii'f 

,・t I也 記許庁

c;'• I立J迂与の iIH 

咋攻指導救’l＇＼＇名

品丈也 l•I

，：同市委 n

"/• Ji、・＇ ，：己 1号日
宇佐十三・＇J.の Elトl
専攻ー 指導教官名

論文旭日

J日光器 l!

［出資〕船椀新太郎。林 述也I 神崎，~，； ll！，久 ft!I!.介

人的協 702日
や山

氏名 絞 Ill有紀子
平成 2611•.11n2s 日

Jli'f•丈明学専攻 川 1：；附夫

レナード ウルフの外交論 fi'I際迎問中心主義の変選 1914 iド～1939if. 

〔主1f.〕Ill,1；，；附夫

〔Mリl'f.〕合 Ill，~，史！泌総 i;r, i:c 

人f!lj:第703I} 
：》〈 白 。令いタ＇＂＇＇＇

i王 i〆1 ~J ~if 雌一自i;
平！ι26iドl1Jl25EI 

J':'f＇.人fill学＞，t,cr士清本料

遺伝子多1日解析を！日し、たアセチルコリノの悦党認知1に対寸る効果に！叫する研究

〔；仁先〕節水 潤

〔MIJ1t〕船的新太郎 II油 t:; 

'7• fil 記許庁人J'Y.~） 704 I} 氏 名 品 之！成
•'ti立段与の El H 

専攻指導救’汚名

1論文題目

調 子t 安 n

ザ tv:n己昨日J
＇；＇•位 Ji五与の日付

自攻指導救官名

論文題目

調査委 Ll

平l&27 iJ'. 1 IJ 23 Fl 

J~ ＇l＇.人 lll]c';<JJ，＜攻限 111 ￥＇！. 行

成人移民への：:1訴救tr 1945年以降のElンヰと合的の場合

［正売］湖 Lilf文行

(Ml］先〕出焔山県 fl,• l'i' 民浜 IllIfド県

人IWお41む 氏名

'f'1,Ji: 27 iJ< J II 23 El 

J':'L丈IYJ'tW攻丸！，il良 !Ji
A Study of Oscar Wilde and Adaptations of His、Nm・ks
（オスカー ワイルド及びワイルドft•k／，の籾従にi悶する研究）

〔主J'f.〕丸焔良脱

〔h刊1f.〕liiiIll 玲子水 l'i'民J!i！，脱li'f'lfl美子！松任l英リj

＂か主込

日前j ！＇（帆
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年一 i立 "" jf; 号
!','of立jほ与の日付

専攻指導教官字I

論文題目

制 主E 委 民

学 i立 記番 号

＂＇＇位授与の日付
専攻指導教官名

論文怒 H

l澗究委民

博士学位－~i

必か の げん巴ちろう

氏 名 中野研一良i:人博第705号

'l'nli: 27 'I' 3月23日

共生人1111学専攻 谷 iコー美

言mにおける「正体化Jと「容体化」の認知lメカニズム

一－r11本諸jの事態把擦とその1出発 拡 政 変 容 にj開わる認知設31＼類型論的研究一一

［主査〕終日一笑

〔副J'E、〕服部文 llfj.河時 的. 111梨正 WI

人博第706'iJ 氏名援持続失

平成 27.iド3月23日

j¥Lfo人fill学¥If.攻杉Ti俊夫

現代相会における仮療肴謎介殺に関するグループダイナミックス的研究

〔五五〕杉万俊夫

〔別交］永田説法大会w史

' 合わ £ り
ザ：｛立記昨日 人陣約707号 氏名＠i)11 まり

学位Jえ守の iI i・I 
専攻指場救＇ Gr名
品丈阻 l'I

,J:.J 1i 委 n

q, I也 記番 号

苧位授与の li付
専攻桁i!7教官才l

諭 主題 lI 

剣先委只

平成 27"I' 3 IJ 23日

jf;LJ• 人 1111学w.攻 加ii陪件自1:

日本剛＇~I国史における悦光都jfi）；（郁夫張分析研究

〔主交〕 IJlliii!、件目1:

〔／，＼ljf：〕怯 Ill英リJ小打紀政

人博第708・>;・ 氏 名 ，）＇，品話連
平成27'I' 3月23El 

jf;Lf•人liiJ学専攻 加藤幹郎

ニュー ハリウッド映画期におけるロパート アルトマン院'f¥ti1'l同に刻まれる反古典的様式

の主1:(11)性一 一 1967.ij＇防総大征服 jから 1916'1'rビッグ アメリカンJまでの／｝Fi的
IWH主的実験によるナラティヴ全体の革新についての分析研究

〔主査〕 IJllrn幹郎

［削査〕松 III!t VJ. I両 真理f!.

もら づき

学！立記番号 人｜非第709・i)' 氏名 望月 ,, 
，，，位綬与の日付

高f攻指導欽・1rr名

論文題目

訓l 安委員

平1&27 .if' 3 IJ 23 El 

共当人間学専攻 船！ff,新コ三郎
｛；！；思決定に係る i自立fi辿合間神経臣1wn11~動！阜の解明

〔 •t資〕 JI 椀新太郎

〔MIJ1El新市潤 Hiili 崇



｜車二七学位ーは 165 

学 1立記 番号 人博第 710・fj・ 
おお Ll •i k 

氏名 大 J:<l lJ!.詠子
学位綬与の日付 平成27i]'. 3月23El 

専攻 111部教官名 共生人li!J<'t専攻 林 達也

論文総 1:1 Eviclc"ce Jor a山 teactivation of 5' AMP activated protein kinase by mctformin and回 licylatein rat 

,1問先安 n

学 fi＇［ぷ if.＇百

ι＇＇＇•lid主守的日 H
専攻。指導教官名

論文 il!l II 

t叫 1f. 委 n

skeletal muscles 

（ラ yト廿倍簡におけるメトホルミン及び十］リチル自主による AMPキナーゼの；；t世的i;';-1"!'1と

に！閉する検討）

〔 •Hf.〕林迷 I!!

Cl訓読〕森谷敏夫！石原時ii苦

人体筑 711号
〆 グ ヴ 守二Z 〆ず j ゲ

上t 名 MANDAKHOYUNCHIMEG 

平成 27iド3JJ 23日

共生人l町古川主攻 蔚 Jijjif；：之
英司；及びモンゴル話のJl{J'出i，アスペクトに附する対照研究

〔：f流〕溺出治之

〔同流〕！日i古｜日文昭i 的辻 H附

れ“凶一

'i• I立記 番号 人｜事前 712->;・ 氏名小 i'1'1 t在世：
う’位授与の lI 1•1 
Iり文 jf,iJ対立1＇（名

品丈 旺i II 

,JI.］記安 ll

平成 27i]'. 3月23日

jl;'J'丈！りJc子＇.＇,U文 巡目i泰三

ベンヤミンの見たアレゴリカ ωポ ドレールの判i貌
[:i• j売〕 i立筏泰三

〔f,iljjf.〕則退玲子 ljlIII紋 11；、

人｜阜第 713号

平成 27年3月23日

Jl;t］：丈lljj＂＇＂咋攻 辺淡 Yi!三

氏名 時 ii俊之';'•ff•：記 lfi ≫;・ 
学位n与の日付

専攻・ J旨iJ予救官名

論文也 II

,JIJ 1.：之委 Ji

防止世rm アドルノ美学における人liiJ世の位li'lHけ一一

〔：i'..l't〕i立続泰三

[/.ii］光〕大 Ill 弱。安部品

中 f;'[ ，；己布、号 人｜専第 714号

"l• ff( j受与の ElH 

専攻 指導￥：1,’J'［名

論文組 1I 
5出j 任委 n

手，，，.27 ii'. 3 JI 23日

共生文明学専攻 道線若手三

1氏松渉。〉足U!.1 一一… ll•J在のダイナミズム

〔主主で〕道』在来王

［両日五〕佐伯砕忠大田弘諮

れた と～ ,,, ひこ

氏名波辺~：i J主
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学｛立記番号

学｛立授与の日付

専攻指導教官~.

i正文阻目

別査委 n

学［立記 il'i号

年：位授与の日付

専攻指噂紋官名

z論文旭日

訓告ミ委只

’F fj): ；；己骨也

子伎十：与の日付

申i文指p語教官t.
A 士旭日

川世委 l1

学 Iii:，，己評号

'f' I企将lj.の El1•1 
専攻 J船出教官名

論文旭日

訓告ミ委只

小位，：己番号

干佼！｝ Lj- の日 1•1

¥l,[J'o( 指導教官名

品文題！ヨ

訓 1t 委 i:1

博士学位一覧

人仰第 715号
U

金h々
Mι

、
i
 

i111 1E 

平成 27年3月23Iヨ
共生文明学専攻 小xi-＂己政
「政問jと「再Ei」としての反近代一一京都苧派 自本語i没派アジア主義

〔王'It〕＋ fl ＇＂政
〔MIJJ'i〕佐伯啓忠師j ）＇（耳し佐藤市巳（教育学目的 E科ift救授）

人仰第716号

"'Ji見2711° 3月23日
共生文lijJ学専攻 問垣安iじ；t;

「京城都［fj構想凶」にIMJする研究

〔主主t〕凶Jf[安比，，

〔両日l't〕j)f1:t 勉。中的 tii1子

氏名 徐 )j:と ir.

人1車約717I}・ 氏名
っか もと あずか

塚本明日持
平成27if' 3 JJ 23 11 

共生丈IVl'f'時比 内It.I安Jti';
中将llE＇との災児史料における ill物川却の変巡

〔ι1t〕附IL［’idじ出
〔：，＼1)1')伊従 勉。中的節子

ンコの

人 l•'lお 718 号 氏名目

平成 2711° 3月23Iヨ
J'i'1'文！VJ学専攻 阿辻哲次

ダイチン グルン初期lのm·語~ci;f；と文化政策

［主資〕 i可3上哲次

〔両日昔、］辻 正博＇ ill坂 lliiI此 Z：升｝完結j（人文科学研究所教綬）

セf
jli 

人1専務 719号
主わ じL Oう すけ

氏 名 将 im1ii典
平Ji!i:27 jド3月23日

共生文明学専攻 摂社i千思

芥川部之介における海外文学受容について一一旧制｝を服して見えるJ州一一

〔：~究〕須［］］干 m

(MIJ資〕佐町 並f長谷川千弘水野氏 ~I!



同l：宇佐－¥Xe

q, fil:，記番号 人i宇都 720>J・ 

宇佐J乏告の日トj

専攻指導lk官名

論文題日

,;1:.1 1t 寄付

平成 27ii' 3 JJ 23日

制l羽詰Ul1学専攻 山本行リj

幼体化学を法mtとしたよ・1；感度蛍光フ今ロープのi制強

［五1'E〕山本 iiij) 

〔訓l't〕［日付 Jdi. 1ドff11；人

あかれかかf

氏名赤附一造、

”い とづ 〉ういれんう、I 位氾？！？百 人Ii＇戸::fj721 ';;- 氏名斎 1i# iii一間
半 IiiJ呈与の日付 ド！占 27jドJIJ2JEI

がJ攻指導救官名 制一II期JhlJJ)qo 』•H攻 小松町志

I論文也 H Rcgulato叩 mcdumismof d"mngc-dcpcndcnt homologous同combination

(DNA llilVjJ;tに依存した相II可甜lJI，！え修従制御院慌の解明）

i羽 1f. 委 lI 〔cUt〕小松＇Itdι 
〔MIJl'f.)・,:-; F兆印l三浦引l行

人l'i/::fj722日
わん かず l矛き

氏名；r'i t;i；和平
、ド1&27 ii' 3 II 23 H 

品II則I社i立＜＇／•専攻 :I: hi iiil 
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•'t I古 t託：番 U
'? ffl Ii与の HH 
l主攻 m滋政＇（（名

論文也日 Development of a high frequency川 1'11'0t悶 nspnsonn111tagcnes時 S)stem for cymrnbactcrn1 and 

establishment of the fonvard genetic analy内isol the Chi d-domi1rntcd cyanobacte1-ium Ac山：roc/1/0,.;s

m山 hwby use of the S）引em（シアノバクテリアにおける山町ii主な invivoのトランスポゾ／タ

ギング系のIi日発およびその系を相ljllJした Chidを利Illするンアノバクテリア Aca1yochloris 

marinaにおける即日立荘、伊的解析の政立）

川品、吾川〔：UE〕仁 I.ii 徹

〔［品売〕 ・，：－； F 'k lijJ. ！日本・：1日j

字｛立，ii：昨む 人｜宇治 7231;-
三八 一 ち ひろ

氏名 "(: !l'1 千尋
"l•fin~ 与の日付 ド1&27 if' 3月23Fl 

J.'IJ文 IC.帯数官名 相｜間環境q,.,t，，攻 iii [,Y;j :'f• 即j

ぬ丈 :ID II Ernlogieal studies on ecccids inhabi山ngnests of the plant-ants on Macara11ga myrmcrnphytcs 

（オオハギ11！！，アリ1出物のJ'i'i'アリ込にリ..＼＇.＜.するプJイプfラムシについての＇ i'態午的研究）

s珂 1t 委 ll 〔：Uf.、〕 iii附苧印j

〔れfl］］＇子〕加際民社TIF• 仁l出杉

"?• 11t .le Tu' .,,. 人間前 724号
セセク tタA ニー ι ワロ

!I: 主i MASESE TITUS NY AMiVARO 

学 i立Ji1j.の日付 平1此2111:3n 23 El 
専攻指導教官名 川WM~！泣土井＜，t,1攻 内本書 11,•;

，；；，文題目 Ironbased Polyanion Cath山leMaterials 101・ High・Enc-gy Density Rechargeable L1山mm and 

Magnesium日atterics

（同エ不ルギ一世，］主リヂウム及びマグ耳、ンウム二次近池川鉄系ポワアニオンIE阪材料の(ii］製）

泌 1E 委 n 〔：Uf.〕内本容附

〔刷.1f.〕江l古ll'Z1i1'：ト久桜町、日f樹
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学 ｛；＇r: z氾帯号

ザLfii:jjl与の日十j

J.',<r文・ J守3点救官；;g,
論文旭日

川任委主i

学校 ，i己詐号

学位1:2与の汀付

期攻・ Jij将校’白名

論文旭日

調資 委只

博士学位－~；.：

人博第 725号
や左 もと けんとみう

氏名 山本 総太 郎

平成27ii' 3月23日

相関環境学専攻 l村本誌附j

Design Principles for the Cathode/Electrolyte Intecfacial Phenomena in Lilhium Ion Battcri°' 

（リチウムイオン二次氾池正躯／o~~平ti界市構造の解明と設計）

〔主査〕内本書 lli'i

〔脳卒F〕}JIJ際立久古 III寿時＂

いげ だ £ さ の り

人博~＇ 726号 氏名 池凹 tl JI! 

平成 27年3月23El 

人lllJ 環境学専攻 新宮一成

ラカン派の紛争11分析的オリエンテ ションに基づいた施設臨床の意義

〔王恋〕新首一成

(iJ!J也、〕林達也， χ,;:rf年史

＇＇？ 佼；c骨古人｜事前 727号 氏名絞昆裕子

’｝： f":N：与の EIH 王子］，~ 27 jド3IJ 23日

J,I,<攻＇ j首謀救＇11＼名 共生人lllf’了専攻 小山静子

''"" 丈 Jl!J 日 {f川県伊11）（ぬにおける11¥iill!i（の作品tと閉鎖のメカニズム

一一相会および共同体的変化に｜羽迎づけて一一

訓示：委 11 〔主資〕小 U1ill＇子

〔附l't〕Ill主主玲子！終合忠＇.'fi子

q：位記番号人tW:首j728号
かわ ' 会お ＆ 

氏 名河合出品J

平成 27'I' J i'J 23日

共生人Illドi<W攻 杉万俊夫

~c i立授与の lIH 

w攻指導教官名

論 文題目

別査委員

8.f践共同体の変化と「他者性」創出一一一数字教育とj¥j：道教室のアクンヨンリサーチ

〔ヨミ資〕杉万俊夫

三井 i立記番号

学i占j・zLj.の日付

専攻指導教官名

論 文旭日

i制査委只

〔MIJ蕊〕吉凶純！永日I;{f I]!' 

人叫t第 729号
＂ぞぐ句 3 ゆヮ し

氏名成仁！日1 帥｝

守主成27'<1° J J'J 23 El 

共生人IHI学専攻 古 Ill 純

情報化社会における災詳ボランティアの一級！Lq一一被災喝）＇（救済活動を 'ii・例として一一

〔王交］古 III 純

〔別主：］防備 ill! I!, 7K lll宗彦，林 古（文学研究科教授）
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'l' （立 記番号 人w第 730号 氏名波 Ji1［受
ら三位授与の日付

与攻ー 指拐殺主＼:g, 
論文：:n 日

J品交委；1

q・ 位記詐り

q, (;i：授与の日付

専攻指導教l'Y名
品文題 II

,JIJ ft 委 n

ザ i古 記番 号

学位J呈与の日付

専攻 Jij，話教li＼＂γl

論文題 1'1

訓査委 n

ザー ｛合 ，；己 ih' ・>;・ 
qo（；＇［ 授与の lclH

専攻 jf,滋救＂Ff名
論文題目

,JI.] .ft 安 n

ct fic記番号

学位J迂与の日付

専攻指導教官名

品丈旭日

調査委 n

平成27i／二3月23日

共生人間学専攻 多賀 茂

制！論と国家一一コジェーヴの政治jll"'{cについて一一

〔主資〕多賀 茂

〔MIJW〕lli.1自＇・空思王寺賢太

人博~l 731 ・>;・ 
平成 27年3月23El 

共生人1111学専攻 栄 1J11＇.＇成

The Tradition of the Vice and Shak°'pcare's Villains in His Trngcdies 

（ヴ7イスの伝統とンェイクスピア4、離の官、先：たち）
〔：仁宏〕司Eill ll＇成
〔M1J1t〕 1L 儲 1~ 脱出谷修 ii< III；詰 ｝L

" ＂う 2
利 !tiイj 紀氏 γI

人住~~l 732 >;・ 
斗成 27iF J JJ 23日

Jli'!'.人!llJ';'c専攻 府本初

Interactions between Visnal Attention and Visnal Wm・king Memo•y 

ll!'it(i9itfi：と悦党廿ワーキングメモリの相互作Illに｜時寸る研究）

〔主主］総本 澗

, キ
uyJ円J

 
氏名

〔別交〕船橋新太郎i JJ iii! ;;; 

- ＇まつば町 Zっ た

氏名 小松！）；〔哲末人i宇治 7331;-
平成 27<1° 3月23日

Jli!Jc人！日！とf専攻 *' [/ -Ji 
レトリックと7洲、の告ljj間一一巡j悦川法がもたらす去琉効来の研究一一

〔Htl谷口－ "' 
［両lj先］京郷 Mi:二筑間千 JI!. Ill梨 IE明

人1事第 734号 1 名

平成 27年3JJ 23日

共生人Iii］と/i¥liJY: lr'I ＇土 iE口i
Blem cd learning in a university EFL course 

(EFL環境 Fにおける六学英語夜業でのブレJド型学背）

（主資〕年｛辻正問

〔別売l~（郷雄二。務総治之. 1111部文 ll[j

いし川村しげ

石川保茂
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"i'' f立記 番号

c;t位N'Ej.の日付

専攻・指導教官名

論文 !ill lヨ

;uM 交委 n

学｛立記前号

マl!Hz与の日 1'J
専攻。指導救＇ r'i名

品丈旭日

i州売 を n

予｛合＂己散り
守主依十1~· の日 H

L年攻。 m部救'i'i名
，；，~丈 M!l 日

訓 ft 安 li

IW:士学位－~£

人tJ!i:お735号 氏名 マスワナ紗矢子

平成 27年 3月 231-1 

共!l.人IHJ学¥l,[J主 1111出町彩

A Cro"-Di凶ciplinm・yGcmc Analysis of Rcscacch Articles A Focus on Rhctm・ical Structu問S

（学術論文の分間横断的ジャンルうj寸？一一修神構造にfliri.＇をあてて一一）

〔主張〕日／j血野彩

〔品目安〕西山 ￥:.C行！中海将之

人I•主的 736 号 氏 名

平成 27'I' 3月 23日

1'!1•.文明学専攻 西垣安比古

f金瓶Hr;Jにおける生iまいの持場所のな味についての研究

一一女性と直会儀礼との関係を通じて一一

［主主f〕沼恒安比古

〔MIJ1E〕伊従 勉中川節子

か＂

土
会つ 3

なっき

人l•!/\l\ 737号 氏名花品品自

平成 27'" 3月 231-1 

Jli＇十丈l~ ／’＂i'•J，＼＼攻 問J1i'id七日i

話！l:Jの＊Hfにl叫する1司’先ーーザ校校nと「）itびの相；ilfJを巡って一一

〔・un同Jii'i<:Jtr1i

〔J,ilJ.fil伊 従 勉 .qr町；節子

'/• Iii: ,it;番 号人fJI／第 738・7;・ LI: jr, ：三悦 3主郎
'i'l•Ui与の日 fせ 平1&27 'I' J月 23日

専攻 指導 救1:r名 刺l瑚E立法学専攻 市i戸口ii1i杉

論文 J羽田 Ada1Jti1 c diffc四ntiationof latlnrusj<q川 1k'us(beach pea; Fabaceacl bctwcon c叫 staland品目hwat町

cnvironmcnts based on gcnctic and ccophysiological analyse洛

（立I伝学 Li'JJ主生理学的解析に基ついた 海浜と湖岸に生育するハマエ／！ウにおける迎応

的分化）

ム間 交 委 n 〔主交］市l戸日前ifi

ザ l•i: ，，己帯社

";'• IえJz与の Fl1寸
専攻指導教官名

論文旭日

品＂＇査委以

［日リ五］却lj住 民 iii間半印l

人1W郁739号
υがし

氏名取
s·/j~ 27 5/¥ 3)) 23日

相！則！~1境学専攻 甫i戸口浩~i

Evolutionmy histo1y of ScMoacodou (Di叩叩siaccac).an ＂叫 cmicgenus in Japan 

（日2三間イTl!J1' イワカプfミ総（イワウメ科）の3住イヒ史）

〔：ιft〕t部戸口浩彩

〔削1E〕力IIJjjj if(. iii同lギ却j

ひっ ゆみ

広之




