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石油涸渇と２１世紀　－石油資源の涸渇の時期の�
　算定に係わる不確定要因とアルゴリズム－� 元林　義昌

近代化と韓日関係の構図� 鄭　　楽重

胎動する米政治潮流の変化　－９４年中間選挙、�
　９６年大統領選挙に焦点を当てて－� 浅川　公紀・大西　貞雄

南シナ海のシーレーン防衛における日本の役割� 山本　尚史・浅川　公紀

韓半島四者会談に関する考察� 孫　　章�・鄭　　楽重
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タイ国黒タイ族村落における祖先崇拝� 小野澤ニッタヤー

＜研究ノート＞「女性政策の総合化とジェンダー�
　課題－自治体の行動計画」ノート� 西山千恵子

＜調査報告＞知多半島の虫供養大念仏と真宗和讃（１）� 坂本　　要

＜研究ノート＞大学における文系学生への情報�
　基礎教育に関する一考察� 海老澤成享

＜調査報告＞東京家政学院筑波女子大学短期大学部�
　情報処理科の「ネットワーク統合型�
　マルチメディア情報教育システム」� 高藤　清美
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の試み（７）－縁語による駄じゃれ－� 豊田　一男
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＜研究ノート＞フランス中世の「ファルス」研究：�
　『洗濯桶のファルス』翻訳と注釈� 川那部和恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荒廃前期水戸藩領下伊勢畑村の百姓一揆� 吉田　俊純

＜研究ノート＞信教の自由と政教分離原則に関する研究序説� 尾�　利生
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弾道ミサイルの拡散問題－脅威と対応－� 岩田修一郎
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＜研究ノート＞ビンガム・ペーパーズについて� 川崎　晴朗
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バーセットシャーにおけるトロロープのトーリー・ヴィジョン� 波多野葉子
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＜研究ノート＞大学における文系学生への�
　　情報基礎教育に関する一考察（続）� 海老澤成享・菅野　　宏

＜研究ノート＞����を使ったインターネット接続� 山野井一夫

＜研究ノート＞�������９５マシンをクライアントとした�
　　個人環境を個別に設定できる学校教育向け�
　　クライアント・サーバ型実習システムの構築� 高藤　清美
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の試み（８）－���������	による駄じゃれ－� 豊田　一男

米国における日本語教育－北西部の状況を手掛かりに－� 浅川　公紀・中津　将樹
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徳川光圀の『大日本史』編纂の学問的目的－北朝正統論をめぐって－� 吉田　俊純

『武道伝来記』論－巻一の構成－� 佐々木昭夫

＜研究ノート＞異なる分野間の移動に伴う研究者における�
　アイデンティティの相克－自分史の分析をとおして－� 大井　　紘

���������

核不拡散・核軍縮と日米関係� 岩田修一郎

欧州議会（��）の過去と現在� 川崎　晴朗

石油供給の絶対不足時の予測を巡る諸問題� 元林　義昌

銀行合併の効果� 星野　靖雄

英語とインターネット� 中山　順子・宮増フラミニア・宮尾真理子

＜研究ノート＞���（机上出版）による�
　情報教育での「情報活用能力」の育成� 垣花　京子

＜研究ノート＞大学における文系学生への�
　情報基礎教育に関する一考察（その３）� 海老澤成享・菅野　　宏
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の試み（９）－���������	
（１）補遺（その２）－� 豊田　一男
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水戸藩宝永の新法の推進勢力� 吉田　俊純

『武道伝来記』論　その二� 佐々木昭夫

アメリカ経済政策の転換�
　－現代アメリカの経済政策と産業空洞化（�）－� 小松　　聰

＜研究ノート＞地球環境問題の論点に関する覚え書き� 大井　　紘
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アメリカ外交史再考　－アイゼンハワー政権－� 岩田修一郎
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ハンス・カロッサ　－ナチス政権下における「精神的抵抗」－� 三石　善吉
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の試み（１０）－対照語による駄じゃれ－� 豊田　一男

動詞補語となる不定詞と補足節の交替に関する記述的研究� 佐藤　淳一

＜研究ノート＞副専攻日本語教員養成コースにおける�
　日本語教育実習のあり方� 金久保紀子

＜研究ノート＞学生自身による論理演算の学習支援ソフトの開発�
　－７セグメント���に文字を表示するメカニズムの利用－� 垣花　京子

＜研究ノート＞電子メール自動集計処理システムⅠ�
　－ヘッダーの処理－� 江戸　浩幸・坂本　義行



＜研究ノート＞女子短大生の資格取得とその指導法の一考察�
　－通産省情報処理技術者試験対策－� 堀越眞理子・垣花　京子

＜調査報告＞知多半島の虫供養大念仏と真宗和讃（２）� 坂本　　要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アメリカ経済政策の転換（承前）�
　－現代アメリカの経済政策と産業空洞化（Ⅵ）－� 小松　　聰

『武道伝来記』論　その三� 佐々木昭夫

＜研究ノート＞思想としてのサウンドスケープ� 大井　　紘
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音楽と権力　－フルトヴェングラー　１９３３～１９３５年� 三石　善吉

米ソ冷戦抗争が永続した原因を探る� 元林　義昌
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わが国失業率の最近の動向について�
　－１９９９年１月～２０００年６月� 大森　香織・丸山　義皓

＜研究ノート＞第２回日本語教育実習の報告� 金久保紀子

���������	
の試み（１１）－���������	
（２）�
　補遺（その２）同音異綴語による駄じゃれ－� 豊田　一男
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情報化社会論� 南條　　優

情報処理科新入生の情報関連知識と�
　入学動機の調査� 鈴木惠美子・垣花　京子・堀越眞理子

＜研究ノート＞���に基づく教材配信システム� 山島　一浩

＜研究ノート＞正規表現について－その１　どう読むか－� 坂本　義行・江戸　浩幸

＜研究ノート＞電子メール自動集計処理システムⅡ�
　出席表の自動生成� 江戸　浩幸・坂本　義行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アメリカの高圧的対外経済政策の展開�
　－現代アメリカの経済政策と産業空洞化（Ⅶ）� 小松　　聰

『武道伝来記』論　その四� 佐々木昭夫

下伊勢畑村にみる明治九年那珂一揆の背景� 吉田　俊純

���������

学問・科学と大学の教科の関連について�
　－大学での教科に対する学生の意識改革を企図した�
　　特別授業に関する報告－� 元林　義昌
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���������	
の試み（１２）－���������	
（４）�
　（異分析による駄じゃれ）補遺－� 豊田　一男

情報化社会の価値観� 南條　　優

短大・文科系学生のための統計教育（１）�
　－表計算ソフトの利用とグラフの選択－� 垣花　京子
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台湾語の「�����」�「���」と中国語の「把～給」，「被～給」について� 李　　麗秋

株式時価総額への有価証券と退職給付債務の影響� 星野　靖雄・林　　健二

＜研究ノート＞��������	
��と���� 山島　一浩



＜研究ノート＞日本語教育実習報告�
　－日本人大学生と台湾人大学生との�
　ディスカッション活動を中心に－� 金久保紀子・亀田　千里・塚原　真紀

＜研究ノート＞正規表現について�
　－その２　処理メカニズム－� 坂本　義行・江戸　浩幸

＜調査報告＞台湾の日本語学習者の言語学習の「確信」について�
　－台湾大学の学習者の場合－� 服部　美貴

＜書評＞里麻克彦著『金融経済論』�
　税務経理協会　２４０頁　２００１年� 鈴木　則稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アメリカの高圧的対外経済政策の展開（その２）�
　－現代アメリカの経済政策と産業空洞化（Ⅷ）－� 小松　　聰

『武道伝来記』論　その五� 佐々木昭夫
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欧州共同体による使節権の行使状況　１９５２�１９６７年� 川崎　晴朗

経常収支と「対���比」の������������	�
�������� 鈴木　則稔

オーストラリア英語の特徴� 横瀬　弘幸
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日本語教育実習の改善を目指して� 亀田　千里・金久保紀子
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＜研究ノート＞民俗情報における身体表現の映像記録をめぐって� 坂本　　要

＜研究ノート＞情報処理科の学生を対象とするマルチメディアを利用した�
　英語教材の開発：１年目の成果および今後の課題� 宮尾真理子

＜研究ノート＞大学のセキュリティシステム（１）� 山野井一夫

＜研究ノート＞正規表現について　－その３　正規表現を工夫する－�
� 坂本　義行・江戸　浩幸



人間社会と精神の起源� 平山　朝治

在日外資系企業の進出形態と収益性� 星野　靖雄・王　　彦人
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アメリカの高圧的対外経済政策の展開（その３）�
　－現代アメリカの経済政策と産業空洞化（Ⅸ）－� 小松　　聰

『武道伝来記』論　その六� 佐々木昭夫
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原著論文
欧州共同体による使節権の行使状況　１９６７�２００２年� 川崎　晴朗

経常収支及び輸出輸入の���と共和分の探索� 鈴木　則稔

戦争の違法化とその歴史� 三石　善吉

情報システム開発の原点� 南條　　優

韓国語における連体修飾語「�（��）」について�
　－名詞化による「－□（�）」名詞と「� （��）」名詞を中心に－� 金　　河守

台湾北部紅頭道士の超抜� 松本　浩一
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筑波女子大学留学生実態調査報告� 金久保紀子・亀田　千里

言語バリアフリー技術としての映像表現方法の研究� 鈴木恵美子・垣花　京子

環境学習用携帯測定装置の開発� 高藤　清美・余田　義彦

ビジネス日本語教育のあり方�
　－新入社員教育マニュアルから見えるもの－� 小野寺志津・李　　徳奉・金久保紀子

研究ノート
１０年後の「そ菜園」�
　－�氏に見る食物自給の変容に関する覚え書き－� 古家　晴美

情報処理科の学生を対象とするマルチメディアを利用した�
　英語教材の開発：２年目の成果および今後の課題（中間報告）� 宮尾真理子



ユビキタス社会における���メディア情報の�
　表現と伝達手段� 山島　一浩

ミル『自由論』の射程� 宮内　寿子

正規表現について　－その４　ツールエンジンの効率化－�
� 坂本　義行・江戸　浩幸

調査報告
企業の合併、買収、分社、撤退についてのアンケート調査�� 星野　靖雄・相澤　　翼

そ の 他
ヨーロッパ精神文化とポーランド� 木村　武雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原著論文
近代日本の歴史意識をめぐる一考察　－三谷隆正を事例として－� 村松　　晋
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原著論文
日本におけるマ－シャルの�と流動性� 鈴木　則稔

英語決まり文句のもじり� 豊田　一男

憲法第９条の成立と武器なき国防� 三石　善吉

オ－ストラリア原住民の語彙� 横瀬　弘幸

��の資質と能力� 南條　　優

ビジネス日本語教科書の日韓対照分析� 小野寺志津

欧州委員会の在外広報事務所�
　－欧州共同体による能動的使節権の行使に関連して－� 川崎　晴朗
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研究ノ－ト
自由と幸福� 宮内　寿子

正規表現について�
　－その５　����の正規表現－� 坂本　義行・江戸　浩幸


