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群馬県立女子大学大学院国際コミュニケーション研究科の案内 

 

□大学院国際コミュニケーション研究科の目的 

 国際コミュニケーション研究科では、高度な英語コミュニケーション能力の向上及び異文化の理解に資すると

ともに、国際関連の幅広い知識を身に付けることにより、グローバル化が急速に進展する国際社会において活躍

し、様々な課題に対する柔軟な思考能力及び深い洞察力を兼ね備えた人材を育成することを目的としています。

なお、本研究科は男女共学です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□概要 

 本研究科の教育と研究は、２年以上在学し、授業科目３０単位以上の修得、個別の研究指導による修士論文の

執筆または特定課題研究報告書の作成を中心に行われます。 

 また、本学大学院では、文学研究科の専攻の授業科目も履修できるようになっており、学生が指導教員の下で

既存の学問の枠組みにこだわることなく斬新な視点と清新なる発想とによって知見を拡大し、新たなる学際的な

課題に意欲的に取り組むことが可能です。 

 さらに、他大学院との単位互換や共同研究、学生交流なども進めており、教育・研究における協力関係の構築

や国際的な発展も視野に入れています。平成１５年度からは県内の三つの公立大学（前橋工科大学（工学系）、高

崎経済大学（社会科学系）、本学（人文科学系））が教育・研究の分野で相互協力を進め、国際水準の大学を目指

して連携し、三大学の大学院間での単位互換制度が実施されています。この制度の利用によって、本研究科の枠

を超えた視野の拡大や研究に新たな展望を模索することもできます。 

 職業に就いている等の事情により、２年を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修して修了すること

を希望する学生は、「長期履修学生制度」を利用して、最長６年間の履修が可能です。 
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課題に対する柔軟な思考能力＋深い洞察力  

 

国際コミュニケーション研究科のめざすもの  

・高度な「英語コミュニケーション能力」  

・異文化の理解に資する国際関連の幅広い知識  

 

 

国際コミュニケーション研究科の教育と研究  

 

 修士論文   

 又は  

 特定課題研究  

２年以上在学  
個別研究指導  

授業科目３０単位以上修得  

長期履修学生制度に

より最大６年の履修

が可能 

文学研究科の授業科目を履修可能 

県内三公立大学大学院で単位互換可能 

(前橋工科大学、高崎経済大学、本学) 
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□特色 

 国際コミュニケーション研究科では、知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養を持ち、グローバル化に

対応できる国際感覚と英語のコミュニケーション能力を備えた高度な教養人を養成します。また、高度なコミュ

ニケーション能力や多様な国際ビジネス関連知識を備え、国際社会において即戦力として活躍できるリーダーを

育成します。地域貢献の視点から企業推薦入学試験を実施し、県内海外進出企業の幹部候補者等も社会人学生と

して受け入れ、高度な英語コミュニケーション能力と異文化知識を身に付けた職業人を養成します。 

 そのために、本研究科ではより高度な英語コミュニケーション能力を身に付けるための英語コミュニケーショ

ン分野を中心にして、さらに国際化社会に対応するための能力を育成する学問分野も研究対象とします。 

 具体的に養成する人材としては、国際語としての英語を広くかつ深く研究し、現代の国際社会における異文化

間コミュニケーションに関わる諸課題に、高いコミュニケーション能力と深い異文化理解能力を持って対応でき

る豊かな学識と創造力を備えた人材です。修了後の進路としては、財団・NPO・国際機関などのスタッフ、大学

及び研究所等の教育研究職などが考えられます。 

 また、国際関係・国際ビジネスに係る社会科学関連の幅広い知識・技能を併せて身に付けることにより、めま

ぐるしく変化する国際社会において、豊かな国際感覚を持ち、高度なコミュニケーション能力を発揮できる人材

も養成します。修了後の進路としては、多国籍企業・外資系企業などが考えられます。 

 

□学位 

 本研究科において、異文化の理解に資する「国際」関連の幅広い知識と、高度な英語「コミュニケーション」

能力を身に付け、グローバル化の急速に進展する変化の激しい社会に対応しうる柔軟な思考能力と深い洞察力を

兼ね備えた人材に、次の学位を授与します。 
 

学位の名称：修士（国際コミュニケーション学） 

（英文表記：Master of Arts in International Communication） 
 

 

 

 

 

 本研究科は、国際語としての英語の広くかつ深い研究と、異文化の理解に資する国際関連の幅広い知識

の修得を通じて、現代の国際社会における異文化間のコミュニケーションに関わる諸課題に、高いコミュニ

ケーション能力と深い異文化理解能力を持って対応できる豊かな学識と創造力を備えた人材を養成するこ

とを目的としています。そのため、研究意欲が旺盛で、将来、国際社会において活躍したいと考えているな

ど、目的意識がはっきりしており、国際関係・国際ビジネスに係る幅広い知識・技能と併せて、より高度な

英語コミュニケーション能力を身に付けようとする高い学習意欲を持っている学生・社会人の応募を期待し

ます。 

受験生へのメッセージ  
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□研究指導 

○授業科目 

（英語コミュニケーション科目） 

 英語コミュニケーション科目は、国際語としての英語を広くかつ深く研究し、現代の国際社会における異文化

間コミュニケーションに関わる諸課題に対応できるようなコミュニケーション能力を養成することを目的として

設定されています。コミュニケーションに係る科目として「英語コミュニケーション研究」、英語学・言語学に係

る科目として「英語学研究」、「応用言語学研究」を開講し、国際語である英語をコミュニケーションと英語学・

言語学という２つの側面から研究することを可能としています。 

 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ⅰ 対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝにおける言語選択要因の考察 (ﾌﾗｲﾔｰﾐｭｰｽ教授) 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ⅱ 対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの分析に必要な基礎理論の理解 (ﾌﾗｲﾔｰﾐｭｰｽ教授) 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ⅲ 言語習得：母語獲得研究の基礎  （梅田准教授) 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ⅳ 言語習得：文構造の習得  （梅田准教授) 

英語学研究Ⅰ 意味論入門：認知意味論の基本的概念に関して (細井教授) 

英語学研究Ⅱ 意味論入門：品詞と意味論 (細井教授) 

英語学研究Ⅲ 英語の統語論１：英語の様々な構文･文法現象を検討します (深谷教授) 

英語学研究Ⅳ 英語の統語論２：英語の様々な構文･文法現象を検討します (深谷教授) 

英語学研究Ⅴ 言語学入門 (吉村講師) 

英語学研究Ⅵ 形式意味論：基礎 (吉村講師) 

英語学研究Ⅶ 音声学・音韻論１：調音音声学と音韻論の基礎 (小笠原教授) 

英語学研究Ⅷ 音声学・音韻論２：音響音声学と聴音音声学の概念、音韻分析 (小笠原教授) 

応用言語学研究Ⅰ 第二言語に関しての進展方法について指導 (ｽﾈｲﾌﾟ教授) 

応用言語学研究Ⅱ 臨界期仮説から第二言語習得への影響について指導 (ｽﾈｲﾌﾟ教授) 

応用言語学研究Ⅲ 教授第二言語学入門 (神谷教授) 

応用言語学研究Ⅳ 第二言語習得における個人差 (神谷教授) 

 

○指導教員 

 ﾏｰｸ R. ﾌﾗｲﾔｰﾐｭｰｽ ［応用言語学／談話分析／社会言語学］ 

 細井 洋伸    ［言語学：意味論／統語論］ 

深谷 晃彦    ［言語学：統語論］ 

小笠原 奈保美    ［言語学：音声学／音韻論／心理言語学］ 

 ﾆｰﾙ ｽﾈｲﾌﾟ    ［応用言語学：第二言語習得論］ 

 神谷 信廣 ［第二言語学／英語教育学］ 

 梅田 真理 ［言語学：第二言語習得］ 

 吉村 敬子    ［言語学：意味論／語用論］ 
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（国際ビジネス科目） 

 国際ビジネス科目は、多様な国際ビジネス関連知識を備え、異文化を理解することに資すると共に、国際社会

において即戦力として活躍できる能力を養成することを目的として設定されており、経済学分野・経営学分野・

政治学分野・情報学分野など社会科学系の領域から構成されています。 

 経済学分野では「国際経済学研究」「開発経済学研究」、経営学分野では「国際経営学研究」「人的資源管理研究」、

政治学分野では「国際関係研究」、情報学分野では「情報メディア研究」などを開講しています。これらの科目は、

国際ビジネスに関連する主要な分野をカバーしています。 

 

国際経済学研究 I 国際的な経済政策について学びます （原谷准教授） 

国際経済学研究Ⅱ 国際的な経済理論について学びます （原谷准教授） 

開発経済学研究Ⅰ 開発途上国の経済発展・開発について考えます (布田准教授) 

開発経済学研究Ⅱ アジアなどの開発途上国における貧困問題について考えます (布田准教授) 

国際経営学研究Ⅰ 経営のグローバル化と日本企業の海外戦略について考察します (于教授) 

国際経営学研究Ⅱ グローバル戦略とサプライチェーン・マネージメントを中心に考察します (于教授) 

国際関係研究Ⅰ 国際関係の主要理論について原典を読んで理解します （野口教授) 

国際関係研究Ⅱ 国際関係のアプローチや方法論について考えます （野口教授) 

人的資源管理研究Ⅰ 
企業における人的資源管理とメンタルヘルス問題などの今日的なトピッ

クスについて学びます 
（日詰教授) 

人的資源管理研究Ⅱ 
組織で働く人材の心理と行動に関する主要概念と心理測定の手法につい

て学びます 
（日詰教授) 

情報メディア研究Ⅰ 現代社会の諸問題について情報システムの視点から考察します (甲村教授) 

情報メディア研究Ⅱ プログラミング言語の概念と実技を学びます (甲村教授) 

 

○指導教員 

于 蘭鳳 ［国際経営学／流通物流論］ 

野口 和彦 ［国際関係学／安全保障研究］ 

甲村 美帆 ［認知情報論］ 

布田 朝子 ［開発経済学／開発研究］ 

原谷 直樹 ［国際経済学／経済学史］ 

日詰 慎一郎   ［人的資源管理論／組織行動論／キャリア発達論］ 
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□専任教員の研究分野 

（英語コミュニケーション科目） 

 

教 授  ﾏｰｸ R.ﾌﾗｲﾔｰﾐｭｰｽ ［応用言語学／談話分析／社会言語学］ 

（専門分野及び研究紹介） 

対人コミュニケーションの記述言語学的な分析が専門です。特に、インターネットチャット等の電子的手段

を用いた英語学習者間のコミュニケーションのやりとりに着目し、オンライン環境において学生がどのよう

なコミュニケーションを行い、どのような言語選択を行っているのかを解明しています。 

（著書・論文等） 

Freiermuth, M. & Huang, H. (2012). Bringing Japan and Taiwan closer electronically：A look at an 

intercultural online synchronus chat task and its effect on motivation. Language Teaching Research, 

16(1), 61-88. Debating in an online world: A comparative analysis of speaking, writing and online chat. 

Text & Talk, 31 (2), 127-151, (2011). Texts, lies and electronic bait: An analysis of e-mail fraud and the 

decisions of the unsuspecting. Discourse & Communication, 5 (2), 123-146, (2011). Willingness to 

communicate: Can online chat help? International Journal of Applied Linguistics, 16 (2), 191-213, (2006). 

Native speakers or non-native speakers: Who has the Floor? Online and face-to-face interaction in 

culturally mixed small groups. Computer Assisted Language Learning Journal, 14 (2), 169-199, (2001). 

Internet chat: Collaborating and learning via e-conversations. TESOL Journal, 11 (3), 36-40, (Fall 2002). 

 

教 授  細井 洋伸 ［言語学：意味論／統語論］ 

（専門分野及び研究紹介） 

以前から統語論と意味論の関係に興味を持っていましたが、最近では意味論のほうにより関心があります。

これまでは、英語の句動詞構文、日本語の複合動詞構文、英語の関係代名詞、日本語の主要部内在型関係節

などを研究してきました。最近では、英語と日本語の複数形の意味の違いや遊離数量詞の意味に関して研究

をしています。日本語と英語の外面的な違いが、意味とどのように関連しているのかを中心テーマにおいて

研究しています。 

（著書・論文等） 

“Mixed Predicates” are, in fact, Atom Predicates.(Proceedings of the 36th Penn Linguistics Colloquium, 

University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 19:1, Article 9. Available at: 

http://repository.upenn.edu/pwpl/vol19/iss1/9. 2013), Set/Atom Predicate Distinction and Its Impact on 

Japanese Floating Quantifiers. (The 2010 Seoul International Conference on Linguistics: Universal 

Grammar and Individual Languages. Hankookmunhwasa, Korea, 12 pages in CD-ROM,2010), 

Japanese -tachi plurals (Proceedings of the Berkeley Linguistics Society 31, 2006)、Internally Headed 

Constructions in Japanese: A Unified Approach. (McGill University Dissertation, 2004), Adjunct Control 

Verbs (Linguistics in the Morning Calm 4: Selected papers from SICOL ’97, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.upenn.edu/pwpl/vol19/iss1/9
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教 授  深谷 晃彦 ［言語学：統語論］ 

（専門分野及び研究紹介） 

ひとは生得的な「ことばのもと」を持って生まれてくるとする生成文法の立場から、英語と日本語の統語現

象（文法）を研究しています。最近では特に、英語と日本語における省略現象に関心を持っています。こと

ばによるコミュニケーションは、主として音声と意味の対応関係を基盤として成り立っていますが、一方の

音声が欠けているにもかかわらず、もう一方の意味が解釈できるという点で、省略現象は大変興味深い現象

です。省略現象の中でもとりわけ、数多くの言語において観察される、間接疑問文の省略や文の断片に関わ

る現象を中心に研究しています。 

（著書・論文等） 

“Japanese” (in J. van Craenenbroeck and T. Temmerman (eds.), The Oxford Handbook of Ellipsis, 

Oxford University Press, 2019), “Island-Sensitivity in Japanese Sluicing and Some Implications” (in J. 

Merchant and A. Simpson (eds.), Sluicing: Cross-Linguistic Perspectives, Oxford University Press, 2012), 

Sluicing and Stripping in Japanese and Some Implications (Ph.D. dissertation, University of Southern 

California, 2007), “Island (In)sensitivity in Japanese Sluicing and Stripping and Some Implications” (in 

Proceedings of the 22nd West Coast Conference on Formal Linguistics, 2003), “Stripping and Sluicing in 

Japanese and Some Implications” (with Hajime Hoji, in Proceedings of the 18th West Coast Conference 

on Formal Linguistics, 1999) 

 

 

教 授 小笠原 奈保美     [言語学：音声学／音韻論／心理言語学] 

（専門分野及び研究紹介） 

音声学・音韻論全般が専門です。特に、発話された音声の音響的特徴や音声を聞き取ってから言語として認

識する心理プロセスにフォーカスした音声知覚に興味があります。最近では、自然災害発生時の避難呼びか

けの声の高さや発話速度、また、言葉の使い方や災害情報の種類などが聞き手の避難行動にどのような影響

を与えるかについて研究することで、言語学・音声学を防災に役立てようと試みています。 

（著書・論文等） 

   小笠原・大藤 (2017). 「水害・土砂災害避難伝達文の言語学的分析」災害情報, 15(1), 印刷中. Ogasawara, N., 

Ofuji, K., & Harada, A. (2016). Appropriateness of acoustic characteristics on perception of disaster warnings. The 5th 

Joint Meeting Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan, ASA Press Room Archives 

http://acoustics.org/appropriateness-of-acoustic-characteristics-on-perception-of-disaster-warnings-naomi-ogasawara/.  

小笠原・大藤 (2016). 「避難呼びかけ文をどう発話したら効果的か〜発話の音響的特徴の影響〜」日本災害

情報学会第１８回学会大会予稿集, 226-227. Ogasawara, N. (2015). Analysis of Japanese pitch accent in L1 and L2 

speech. Concentric: Studies in Linguistics, 41(2), 63-89. Ogasawara, N. & Ginsburg, J. (2015). Linguistic Analysis of 

Japanese tsunami evacuation calls. Proceedings of the 2nd International Conference of Information and Communication 

Technologies for Disaster Management, 173-177. Ogasawara, N. (2013). Lexical representation of Japanese vowel 

devoicing. Language and Speech, 65(1). 5-22. 
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教 授  ﾆｰﾙ ｽﾈｲﾌﾟ ［応用言語学：第二言語習得］ 

（専門分野及び研究紹介） 

私の研究は、第二言語習得、特に日本人とスペイン人英語学習者の、英語の名詞にかかわる習得についてで

す。例えば、日本人の英語学習者が、どのようにして英語の冠詞を習得していくのかということに興味があ

ります。最近の研究は、英語学習者は冠詞のためのパラメーターを設定しなければいけないと一般的に主張

しています。私は、自分の最近の研究において、日本人、中国人、トルコ人、スペイン人らが冠詞の総称的

用法をどのように習得するのかを見ています。具体的には、第二言語学習者は英語において、(1) 総称的な

概念がどの様に表されるかを理解しているか、(2) 定性で表される総称性と数で表される総称性の区別がで

きるのか、といった問題を研究しています。 

（著書・論文等） 

(with T. Kupisch). Ultimate attainment of second language articles: A case-study of an endstate second 

language Turkish－English speaker. Second Language Research, 26(4): 527-48, (2010). Exploring 

Mandarin Chinese speakers’ article use. In N. Snape, Y.-k. I. Leung and M. Sharwood Smith (eds.), 

Representational Deficits in SLA: Studies in Honor of Roger Hawkins. (pp. 27-51). Amsterdam: John 

Benjamins, (2009). Resetting the Nominal Mapping Parameter: definite article use and the count – 

mass distinction in L2 English. Bilingualism: Language and Cognition 11 (1): 63-79, (2008). 

 

教 授  神谷 信廣 ［第二言語学／英語教育学］ 

（専門分野及び研究紹介） 

第二言語の習得、学習、教授の分野の中でも、特に日本の英語教育との関わりが深い項目に幅広く興味があ

り、実際の授業を主な研究対象としています。具体的にはフォーカス・オン・フォーム、非言語的情報（ジェ

スチャー等）等が挙げられます。 

 (著書・論文等 ) 

著書 Kamiya. N. (2017). 話す活動と文法指導－フィードバック . In 鈴木渉  (編 ),  実践

例で学ぶ第二言語習得研究に基づく英語指導  (pp. 45-62). 東京 , 日本 : 大修館書店 . 

他  

論文 Kamiya, N. (2019). Predicting the emergence of content words in L2 diary entries 

during study abroad over a year, System, 85. 他  

 

 

准教授  梅田  真理  [言語学：第二言語習得] 

（専門分野及び研究紹介） 

生成文法理論に基づいた第二言語習得研究に興味をもっています。第二言語習得研究の中でも主に形態素と

文法の習得に関心があり、初級レベルから母語話者に近いレベルの学習者を対象に第二言語学習者の言語知

識の発達と習得可能性を研究しています。具体的には、日本語と英語の Wh 疑問文や複数形の習得などを調

査しています。 

（著書・論文等） 

Past tense morphology in Chinese-Japanese interlanguage: evidence for prosodic transfer 

(Second Language  11, (2011), Yoko Isse との共著 ), Second Language Acquisition of  Japanese 

Wh-constructions (PhD. Dissertation, McGill University, 2008), Wh-scope marking in 

English-Japanese interlanguage (Proceedings of Generative Approaches to Language 

Acquisition North America  2 ,  2007), Intervention effects in L2 grammars: Full Access at the 

syntax-semantics interface (Proceedings of the 31th annual  Boston University Conference on 

Language ,  2007), Wh-movement in L2 grammars: Evidence for parameter resetting  (Proceedings 

of Generative Approaches to Language Acquisition North America  1 ,  2006), Wh-movement in 

Japanese-English interlanguage: evidence from scope and reconstruction (Proceedings of the 
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29th annual Boston University Conference on Language Development ,  2005) 

 

講 師  吉村 敬子 ［言語学：意味論／語用論］ 

（専門分野及び研究紹介） 

主に形式意味論と統語そして語用との接点に興味があります。ことばの形と意味の関係、そしてその使い方に

おける言語現象を研究の対象にしています。とくに、英語の any や either などを中心として知られる極性表

現に興味があり、日本語を含め、ほかの言語の極性表現などと比較しながら、その分布制限や意味解釈の制限

などに関して研究しています。また、それに関連して、取り立てや慣習の含意などにも関心があります。 

（著書・論文等） 

Complexity of Polarity Sensitivity: Japanese –demo. 『岐阜聖徳学園大学紀要〈外国語学部編〉』第 48 集、

46-60 頁, (2009). What does ONLY assert and entail? Lodz Papers in Pragmatics, Volume 3, pp. 97-117, 

(2008). Focus and Polarity: Japanese EVEN and ONLY, Ph.D. dissertation, University of Chicago, (2007). 

The Semantics of Focus Particle –shika ‘only’ in Japanese. Proceedings of Western Conference on 

Linguistics (WECOL), vol.17, pp. 499-512, (2006). Scope theory vs. Polarity theory: analysis of Japanese 

focus particle –sae. The Papers from the 40th Annual Meeting of Chicago Linguistic Society: Main Session 

(CLS40), pp. 427-442, (2004). 
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（国際ビジネス科目） 

教  授  于 蘭鳳 ［国際経営学／流通物流論］ 

（専門分野及び研究紹介） 

市場・生産拠点の両面から注目されている中国での流通・物流合理化、近代化をめぐる諸問題、日系中国進

出企業におけるサプライチェーン・マネージメント問題に関心を持ち、考察しています。また、日本経済に

おける流通合理化対策及び中国にとっての示唆にも関心があります。 

（著書・論文等） 

 “Financial Consolidation and Risk Dispersion Effect: Evidence from the Japanese Financial Sector”, 

International Journal of Business and Management Studies, vol. 1 (2012), pp13-19.  

“Study on Private Brand Strategy in Distribution Industry: Recent Developments in Western Countries 

and Japan”, International Conference on Engineering and Business Management, Vol. 2 (2012), 

pp871-875, Scientific Research Publishing, USA. “Logistics Problems of Procurement in China: The 

Case of Japanese Retailing Industry Procuring Private Label Products ” 日本物流学会誌 第19号(2011), 

pp.17-24. “Logistics Barriers to International Operations: A Case Study of Japanese Firms in China ” , 

2011 International Conference on Economics and Finance Research Proceedings, Feb. 2011, pp.384-388. 

“Major Issues in Supply Chain Management for International Firms in China”, RKU Logistics Review, 

No.46, Jan. 2006, pp.1-15. 

 

教  授  野口 和彦 ［国際関係学／安全保障研究］ 

（専門分野及び研究紹介） 

国際関係の理論と方法論、安全保障研究、戦略論、アジア太平洋の国際関係を専門にしています。具体的に

は、パワー分布の変化が国家間関係に与える影響、戦争を引き起こす原因について、定性的アプローチ（事

例研究ほか）に基づき研究しています。また、中国の安全保障政策に着目しながら、北東アジアの安全保障

や日米中関係の分析も行っています。 

（著書・論文等） 

単著『パワー・シフトと戦争―東アジアの安全保障―』東海大学出版会、2010 年。 

編著『国際関係理論(第２版)』勁草書房、2015 年ほか。 

共著『膨張する中国の対外関係』勁草書房、2010 年ほか。 

共訳書『政治学のリサーチ・メソッド』勁草書房、2009 年。『国際関係研究へのアプローチ』東京大学出版

会、2003 年。ほか 

論文「単極世界の国際政治理論」『国際政治』2016 年 3 月。「パワー・トランジッションと米中関係」『国際

安全保障』2012 年 3 月。“Bringing Realism Back In: Explaining China’s Strategic Behavior,” 

Asia-Pacific Review, December 2011.ほか 

 

教 授  甲村 美帆 ［認知情報論］ 

（専門分野及び研究紹介） 

人間の情報認知メカニズムを研究しています。日常生活で私たちは、何かを見聞きし、それをもとに考え行

動します。この流れを、情報システム、つまり情報の「入力（見聞き）・処理（考える）・出力（行動）」と

とらえ、実験やコンピュータ・シミュレーションを通じて考察しています。最近は、日常行動における認知

情報処理をテーマに、実験を実施しています。 

（著書・論文等） 

『認知心理学演習 視覚と記憶』 オーム社 2012 年、『視空間認知と効率分析』 風間書房 2006 年、

"Discriminating the integrated orientation of line segments and its statistical efficiencies"  Japanese 

Psychological Research 48, 233-244  2006 
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准教授  布田 朝子 ［開発経済学／開発研究］ 

（専門分野及び研究紹介） 

開発途上国の経済発展や貧困緩和に関する諸問題について、アジアをフィールドにして考察しています。現

在は特に、農村部における金融事業の展開が家計経済や地域経済へどのような変化をもたらすのかについて

研究しています。 

（著書・論文等） 

“Microfinance Projects for the Poor : A Case Study of Self-Reliance Groups in Myanmar”, Bulletin of 

Gunma Prefectural Women’s University,No.34,pp.103-112,2013, 『ミャンマー農村とマイクロファイナン

ス－貧困層によりそう金融プロジェクト』（風響社、2010 年）、「ミャンマーの農村開発金融機関―国営銀行

と国際 NGO の比較分析を中心に―」（『国際開発研究』第 18 巻第 1 号、113-128 頁、2009 年）、｢途上国農

村小規模金融の実証分析：持続性、到達度、所得向上効果に資する諸条件の研究｣（博士論文、2007 年） 

 

准教授  原谷 直樹 [国際経済学／経済学史] 

（専門分野及び研究紹介） 

現代経済理論の歴史的展開について研究しています。特にグローバリゼーションや規制緩和に関連の深い自

由主義的な理論や思想を分析してきました。また近年発展が著しい実験経済学や行動経済学と呼ばれる領域

が経済理論や政策にどのような影響を及ぼすかにも注目しています。 

（著書・論文等） 

「ハイエクの社会科学方法論」（桂木隆夫編『ハイエクを読む』ナカニシヤ出版、2014 年）、「新自由主義（ネ

オリベラリズム）」（佐伯啓思・柴山桂太編『現代社会論のキーワード』ナカニシヤ出版、2009 年） 

 

教 授  日詰 慎一郎［人的資源管理論／組織行動論／キャリア発達論］ 

（専門分野及び研究紹介） 

経営学のなかでも組織で働く人材の心理と管理、そしてキャリア開発について主にミクロの視点から研究し

ています。具体的なテーマは、自律的なプロフェッショナル人材の人的資源管理と協働の実現について研究

してきました。また自治体で働く職員のキャリア開発支援について研究してきました。 

（著書・論文等） 

・「自己効力理論によるコンピテンシーの実証研究―地方自治体 A で働く係長のキャリア支援に向けて―」 

日本労務学会誌 7(2）: 31―47, 2005 年 10 月. 

・「プロフェッショナル組織の倫理風土とソーシャル・キャピタル―経営コンサルタントの職業規範に基づ 

く協調の実現に向けて―」日本経営学会誌 16: 16―31, 2006 年 04 月. 

・山口裕幸編『コンピテンシーとチームマネジメントの心理学』所収 第 7 章「コンピテンシーとキャリア 

デザイン」108―127 担当, 朝倉書店, 2009 年 10 月. 

・「人事制度改革が職場にもたらす変化―自動車部品メーカーA 社における「成果主義」導入前後の 2 時点 

比較調査―」金城学院大学論集 9(1）: 15―28, 2012 年 09 月. 

・広瀬 伸一監・渡辺 直登監・日詰慎一郎・林 洋一郎・佐野 達訳『人事戦略のためのアセスメント・セン 

ター』所収 第 1 章（1―19），第 3 章（43―65），第 9 章（225―251）翻訳担当, 中央経済社, 2014 年 05 

月. 

・「自治体職員の「職務興味」「キャリア志向性」の構造と傾向―自治体向け「キャリア形成支援検査」開発 

の試み―」慶應経営論集 34(1）: 39―60, 2017 年 01 月. 


