
理工学部長
　横地　伊三郎 「会報」の発刊によせて

柏原　孝平 「部会報」発刊に際して

斎藤　由五郎 現代社会の問題点 pp.1-12
北岡　寿起 「株券」の価格決定の規準 pp.13-16
高沢　達 技術哲学試論 pp.17-25
遠山　諦 現今の哲学の課題 pp.26-34
丸　三郎 体育思想と現実 pp.35-42
斎藤　肇 第二回日本私立大学連盟一般教育研究会報告 pp.43-47

pp.48-52
p.53

小林　宝一郎 統計における二，三の実例と解釈について pp.1-7
那波　東洋 代数方程式解法の歴史と抽象代数学の誕生 pp.8-20
梶原　駿 Shakespeareの作品に現われたSimiles pp.21-31

小野　正康 「日本学」としての研究と指導 pp.1-52
浅野　良哉 一般教育における化学の諸問題点 pp.53-58
大江　精三 欧米民主主義社会の一構成実質の分析的考察 pp.59-65
渡辺　楳雄 研究会および協議会報告 pp.66-70

p.71
pp.72-73
pp.74-76
p.77

金子　義夫 俳句の源流——連歌から俳諧の発句まで—— pp.1-9
渡辺　楳雄 新興宗教勃興の歴史的背景 pp.10-17
堀　伸夫 社会科学の基礎 pp.18-20
遠山　諦 後期ギリシアの実践哲学——そのギリシア哲学的特性—— pp.21-25
斎藤　正三 デューゼンベリイのRをめぐって——消費行為の社会性について—— pp.26-31
斎藤　肇 That-clause中のShouldについて pp.32-36
横山　雄一 n次母数群の生成元について pp.37-40
都竹　卓郎
小林　啓邦 炭素及び黒鉛材の内耗 pp.41-44

p.45

堀　伸夫 科学の限界 pp.1-3
武谷　久雄 ヤマトタケルのミコト伝承の神話性と文学性 ——英雄時代論争に関連して—— pp.4-7
斎藤　正三 余暇消費 pp.8-11
小島　義郎 英語形態素の同音異義について pp.12-15
遠山　諦 φυσιζ-natura-materiaの思想系譜——ヨーロッパ自然思想の研究—— pp.16-19
斎藤　祐蔵 英文学に見るイタリア文学の影響 pp.20-24
小野　正康 学 pp.25-29

pp.30-34

米倉　守 哲学とは何か pp.1-5
岩井　義人 カント哲学に於ける「聖なるもの」に就いて　——宗教論を中心として—— pp.6-10
武谷　久雄 神話と歴史 pp.11-15
堀　伸夫 日本語の構造と日本人の性格との関係について pp.16-19
横山　雄一 或る種の行列の固有値について pp.20-21
守屋　喜久夫 上高地の地質，地形 pp.22-26
斎藤　祐蔵 英文学に見るイタリア文学の影響（下） pp.27-34

pp.35-36
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岩井　義人 カント哲学に於ける「科学性」の意味するもの pp.1-5
遠山　諦 因明の表現形態について pp.6-9
武谷　久雄 古代日本の生命観念 pp.10-14
桑山　泰助 The Forsyte Sagaにおける二人の女性 pp.15-20
斎藤　由五郎 組織と緊張 pp.21-25
北岡　寿起 憲法における公共の福祉の現代的役割 pp.26-30
渡里　悟 Rtqの連続性の証明における一つの初歩的な計算法について pp.31-36
角野　晃二 スポーツ工学方法論 pp.37-40
綱島　定治 鳥海山と象潟 pp.41-42

p.43

岩井　義人 シュライエルマッヘルにおける宗教の本質 pp.1-5
小野　健知 ヘーゲルの共同態について pp.6-11
武谷　久雄 古代日本の自然観念 pp.12-16
渡里　悟 解析空間の正則凸性に関する一つの注意 pp.17-20
角野　晃二 Sport工学方法論（泳法と打の分析） pp.21-28
守屋　喜久夫 日大理工学部3号館隣地のボーリングの記録による地質と地史の考察 pp.29-39
山本　和義 生理学的保健教育と物理学的運動の実践教育の方法について pp.40-43

pp.44-46

米倉　守 不幸な意識 pp.1-8
遠山　諦 哲学思想における霊魂論の意義について　その一（ソクラテス・プラトン） pp.9-15

岩井　義人 カントとシュライエルマッヘルの救済観の相違について
——シュライエルマッヘルの宗教の本質（そのⅡ）——

pp.16-21

小野　健知 ヘーゲルの道徳性から人倫の移行について pp.22-27
斎藤　正三 ラチエット効果について——消費者行動と賦払信用—— pp.28-35
早川　甚三 いわゆる源氏香図について pp.36-41
武谷　久雄 上代におけるいわゆる「神人分離」の問題について pp.42-47
斎藤　祐蔵 日本人と英語（付，英語教育上の障害） pp.48-55
桑山　泰助 D. H. LawrenceのThe Forsyte Sagaについての批評 pp.56-60
玉井　英次 Solar Minimumにおける重一次宇宙線のエネルギー・スペクトル pp.61-66

野本　義雄 Chromatophorotropin Fractionation in Crustacean Eyestalks as Determined
by Certain Organic Solvent Solubiliy

pp.67-73

pp.74-78

米倉　守 道元の哲学と宗教 pp.1-9

遠山　諦 哲学思想における霊魂論の意義
その二（アリストテレス・プロチノス・その課題）

pp.10-16

岩井　義人 シュライエルマッヘル「宗教論」への一考察 pp.17-23
斎藤　由五郎 組織と人間関係論 pp.24-31
武谷　久雄 神功皇后の伝承とその周辺 pp.32-39
桑山　泰助 D. H. Lawrenceのjohn Galsworthy論 pp.40-44
横山　一郎 Levels in Stratificational Grammar pp.45-54
一戸　良行 ——トリカブトの塩基成分について—— pp.54-63
小野　正康 学（その二） pp.64-72
米井　恭治 古代ギリシャに於ける「弓射競技」の一考察 pp.73-78

pp.79-86

米倉　守 理性と観念論　精神現象学に於ける理性の概念 pp.1-8
岩井　義人 シュライエルマッヘル「Monologen」について pp.9-13
遠山　諦 人間本性としての自然 pp.14-20
武谷　久雄 古事記の構想 pp.21-27
斎藤　肇 Thomas Hardy名所の一つMelbury Osmond pp.28-32
榛沢　芳雄 組織スラック概念の変遷について pp.33-39
小室　博昭 A theorem on incomparable degrees pp.40-42
小野　正康 学（その三） pp.43-52
山本　和義 生活環境における体育の物理的鍛練の方法について（その一） pp.53-59

p.60
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遠山　諦 哲学の学問性と邦語「哲学」 pp.1-7
小野　健知 人倫共同体における主観性の問題 pp.8-14
武谷　久雄 日向三代の神話における火中出生と水中出生 pp.15-23
薬師寺　章明 「私小説」の問題　—「変形私小説」転換の契機についての一考察— pp.24-30
斎藤　正三 人口移動と貯蓄率の関連についての試論 pp.31-35
山口　禎子
一戸　良行

トリカブト・ヒエンソウ両属のアルカロイド
—その生態・形態学的分類と化学構造との関連性について—

pp.36-50

B. A: Buchanan A Fleeting Impression of Qurope pp.51-52
岡田　晃忠 中性代名詞 it 一考 pp.53-59

千田　早苗 「音話の特質と構造に関する考察」
—特に日本の昔話とドイツの昔話を中心に—

pp.60-65

小野　正康 学（その四） pp.66-74
p.75

堀　伸夫 宗教の超越性——特に医学との関連において—— pp.1-4
遠山　諦 訳語『自然』をめぐる学問性の問題について pp.5-11
小野　健和 戦後日本の倫理（一）——価値観の転換について—— pp.12-24
斎藤　正三 異種交通機関における＜代替＞について pp.25-30
武谷　久雄 記紀の垂仁天皇条に見える物部氏，三宅氏の氏族の伝承 pp.31-36
薬師寺　章明 中山義秀論覚書——初期作品「碑」をめぐる歴史小説の問題—— pp.37-45
斎藤　肇 Thomas Hardy小説の背景Dorchester pp.46-51
桑山　泰助 John Galsworthyの短篇小説 pp.52-57
竹内　康夫 ドイツ文学より見た30年戦争瞥見 pp.58-64
三輪　伸雄 接触点の軌跡 pp.65-69
高瀬　精一 純粋液体及び溶液における臨界点近傍での光の散乱 pp.70-74
小野　正康 学（その五） pp.75-87
渡里　悟 A note on the Character of Strongly Convex Functions in Complex Spaces pp.88-91

p.92

米倉　守 スミスとカント pp.1-7
武谷　久雄 八岐の大蛇退治の神話の構造 pp.8-14
薬師寺　章明 ≪評説≫考——あり得べき批評の可能的方向を索めて—— pp.15-21
井上　謙 横光利一——「機械」執筆の背景—— pp.22-28
斎藤　正三 公的財供給と社会的選択 pp.29-33
桑山　泰助 John Galsworthyの短篇小説（Ⅱ） pp.34-39
宮木　昭 R. L. STEAVENSONのロマンスに登場する人物について pp.40-48
伊藤　悟 Norman Mailer：Barbary Shoreその主題と方法 pp.49-53
宍戸　孝実 「軽業師」の歌（Ⅰ）——R. M. リルケのドウィーノ悲歌について—— pp.54-60
黒木　伸明 Note on Groupoids. Ⅰ. pp.61-64
岡田　晃忠 On the Syntax of Infinitive in the Canterbury Tales（Ⅰ） pp.65-74
板倉　武雄 ITAKURA SEAL——A New water-Proof, Anti-Rust, Anti-Corrosive Paint pp.75-80
張　金海
小沼　健治

Studies on Hydrogenation Reaction with Sulfide Catalysts. Ⅸ.
——Hydrogenation of Diphenyl Disulfide——

pp.81-88

後記
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小野　正康 「学」へのみちみち，三群 pp.1-12
武谷　久雄 海神神話の習合 pp.13-19

薬師寺　章明 文学の党派性についての走り書き的覚書
——瀬戸内晴美『死せる湖』の比較文学的考察——

pp.20-24

小森　幸一 憲法改正（一）——憲法改正の理論と改正手続条項—— pp.25-31

本田　稔 An Aspect of the Style of Erskine Caldwell with Special Reference
to the Descriptive Parts of His Tobacco Road

pp.32-35

桑山　泰助 John Galsworthyの短篇小説（Ⅲ）——A Feud —— pp.36-41
伊藤　悟 Norman Mailer：The Armies of the Night pp.42-46
宍戸　孝実 「軽業師」の歌（Ⅱ）——R. M. リルケのドウィーノ悲歌について—— pp.47-54
佐藤　曻 Faukner's Style in A Rose for Emily pp.55-61

黒木　伸明 Note on Conguruences on the Tensor Product of Commutative Inverse
Semigroup

pp.62-64

黒木　伸明 On Characterization of Regular Semigroup pp.65-69

林　みどり On the Kernel of Homomorphisms and the Direct Product of Semimodules
over a Semigroup

pp.70-74

百木　悟郎
佐々木　潔

中性子-陽子相互作用から分析された88Sr及び90Zr coreの硬軟度について pp.75-82

守屋　喜久夫
堀木　正子 川崎市生田緑地公園内のがけ崩れ実験惨事の地質学的考察 pp.83-87

宮川　雅 正課体育実技を通して運動能力を向上させるための一試行 pp.88-95
p.96

小野　健知 ヘーゲル研究 pp.1-7
井上　謙 処女作以前の横光利一 pp.8-14

堀内　律子 秋艸道人の「書」における独自性
——“明瞭性”及び“書画一致”の論と中国書道史との関連にふれて——

pp.15-20

小森　幸一 憲法改正（二）——憲法改正の理論と改正手続条項—— pp.21-26
桑山　泰助 John Galsworthy：The Forsyte Saga ——'writing on every wall'—— pp.27-32

本庄　寛 George and Martha：“sad, sad, sad”
——Edward Albee：Who's Afraid of Virginia Woolf?  考——

pp.33-39

伊藤　悟 James Baldwin——その「愛」について—— pp.40-42

佐藤　曻 Mocking Echoes of Black Laughter
——Image and Structure in Willian Faulkner's 'Wash'——

pp.43-47

黒木　伸明 Semigroups of Ideals pp.48-52
和田　正信
大日方　聰夫 中間子交換による非静的核力（Ⅰ）——座標空間表示—— pp.53-59

野本　義雄
渡辺　和子

Paper Chromatographic Separation of Chromatophorotropins in the Eyestalk
of the Crayfish, Procambarus clarkii

pp.60-64

渡辺　和子 アメリカザリガニ眼柄組織に含まれる色素胞刺激ホルモンの
分子蒸留による不分離

pp.65-68

守屋　喜久夫
堀木　正子

副都心三井ビル建設敷地内のボーリングコアサンプルの花粉分析による
層序学的研究

pp.69-89

p.91

小野　健知 ヘーゲル研究——Polizeiについて—— pp.1-7
小森　幸一 最高裁判所の特別権限——日本国憲法下の違憲立法審査権とその問題—— pp.8-15
斎藤　正三 相対所得仮説と厚生理論 pp.16-21
堀　伸夫 超自然現象について pp.22-25
大日方　聰夫
和田　正信 核力と核物質 pp.26-34

高瀬　精一 ISINGモデルの周辺 pp.35-40
桑山　泰助 John Galsworthy：Caravan（Ⅰ）——作品の重層的構造性—— pp.41-46
伊藤　悟 James Baldwin研究——The Fire Next Time—— pp.47-50
内藤　猛 ドキュメントへの道程 pp.51-57
黒木　伸明 A Characterization of Regular Monoids pp.58-64

p.65
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小野　正康 己が原理の自主創造要論 pp.1-7
桑山　泰助 John Galsworthy：Caravan（Ⅱ）——美神のアイロニイ—— pp.8-13
伊藤　悟 James Baldwin研究——Another Country—— pp.14-16
宮本　昭 Robert Louis Stevensonの作品に登場する二重人格者達 pp.17-23
西本　正 スクリュー構造におけるOPTICAL ROTATIONの理論 pp.24-29
黒木　伸明 АРХИМЕДОВЫ ПОЛУГРУППЫ pp.30-31
島　近義 SOME CONSIDERATIONS ON THE THEORY OF RANDOM WALK pp.32-35

山本　修一 ALGEBRAIC 2-CYCLES OF THE PRODUCT VARIETY OF
FOUR ELLIPTIC CURVES

pp.36-40

小野　正康 己が原理の自主創造通論 pp.1-7
三輪　伸雄 接触点の軌跡（つづき）——応用例—— pp.8-12
黒木　伸明 The Minimum Group Congruences on Periodic Commutative Semigroups pp.13-16
酒巻　弘
一戸　良行 裸子植物の特徴成分——主としてジテルペノイドの構造と類縁について—— pp.17-26

伊藤　悟 晩年のJohn Steinbeck——『America and Americans』—— pp.27-31
桑山　泰助 John Galsworthy：Caravan（Ⅲ）——Galsworthian Irony—— pp.32-37
斎藤　祐蔵 シェリーと「西風に寄する賦」 pp.38-44

佐藤　曻 MILTON'S 'THIS RICH MARBLE'
——A Critical Analysis of 'An Epitaph on the Marchioness of Winchester'——

pp.45-47

遠山　諦 将来の日本の哲学への一試論 pp.1-7

小野　正康 己が原理の自主創造論（1. 要論，2. 通論，3. 各論第一章）
「天照大御神さまのお声が聞きたい」願いに

pp.8-15

小森　幸一 幕末維新の公議思想——資料からみる議会制度の萌芽—— pp.16-22
古賀　義弘 戦前における下請制工業の過程 pp.23-29
黒木　伸明 On 2-commutative Semigroups pp.30-33
桑山　泰助 John Galsworthy：Caravan（Ⅳ）——官能の舞—— pp.34-39
伊藤　悟 James Baldwin研究——「Giovanni's Room」—— pp.40-45
小室　邦子 Katherine Mansfield研究——The Flyについて—— pp.46-48
宍戸　孝実 「軽業師の歌」（Ⅲ）——R. M. リルケのドウィーノ第五悲歌—— pp.49-54

p.55

小野　正康
己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論第二章）
聖徳太子，摂政皇太子の指向原理としての十七条憲法と三経義疏，
並に，太子信仰に見る普遍性

pp.1-7

高沢　達 エンゲルスの自然弁証法について pp.9-12
Nobuaki Kuroki On Bi-centric Semigroups pp.13-17
宝達　邦彦 殻模型と光学模型における1体のスピン・軌道力（Ⅱ） pp.19-24
亀田　徳幸 遷移金属カルボニル，ホスフィン錯体-有機ハロゲン化物系による重合開始剤 pp.25-30
渡辺　和子 アメリカザリガニ眼柄組織に含まれる血糖量調節ホルモンの存在 pp.31-36
桑山　泰助 John Galsworthy：Caravan（Ⅴ）——伝記的側面—— pp.37-43
伊藤　悟 James Baldwin研究——Go Tell It on the Mountain—— pp.45-47

Sanae Chida
Eduard Morike in seiner „Dichtung und Wahrheit“
——Biographische Beschreibung neben kurzer Erklarung seiner Werke——

pp.49-54

斉藤　虎征
中村　邦光 Turn構造の運動力学的解析——Dynamics of Turn-Mechanic—— pp.55-60

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第18号　1975年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第19号　1976年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第20号　1976年9月

講演会記事

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第17号　1975年3月
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小野　正康
己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論第三章）
親鸞，日本仏教の独立，ひいて自主創造安住の聖者たるの，
その一教義面を主としての現代での諸問題

pp.1-8

高沢　達 プランクの量子論とアインシュタインの相対性理論について
——ソビエト科学アカデミーではどう見ているか——

pp.9-13

夏目　普子 ケインズ貨幣観についての一考察 pp.15-21
桑山　泰助 Indian Summer of a Forsyte（Ⅰ）——分析と綜合—— pp.23-29
伊藤　悟 James Baldwin研究——Tell Me How Long the Train's Been Gone—— pp.31-33
宮木　昭 ロマンス作家R. L. Stevensonの素顔（The Author's Attitude toward Sex） pp.35-42
亀山　征史 'Life is Motion'——ウォレス・スティーヴンズの世界 pp.43-47
頼住　憲一 Transformational Generative Grammar（変形生成文法）の初期理論について pp.49-54
森　秀夫 現代の言語研究による形容詞のカテゴリーについて pp.55-62
Nobuaki Kuroki On Smilattices of Groups pp.63-65
Syu-ichi Yamamoto The Lines on the Surface Defined by the Equation Z 0

4+Z 1
4+Z 2

4+Z 3
4=0 pp.67-70

一戸　良行
田村　道夫 トリカブト属周辺の特徴成分と類縁（第一報） pp.71-81

p.83

遠山　諦 内在と超越および超越根拠について pp.1-6
小林　幸一 明治維新後の公議制度（一）——立憲政治の淵源と展開—— pp.7-12
SHU-ICHI YAMAMOTO LINES ON CERTAIN ALGEBRAIC SURFACES pp.13-18
稲井田　次郎 Fuzzy関係における分離和について pp.19-26
一戸　良行
田村　道夫 トリカブト属周辺の特徴成分と類縁（第二報） pp.27-36

桑山　泰助 'Indian Summer of a Forsyte'（Ⅱ）——分析と綜合—— pp.37-43
伊藤　悟 James Baldwin研究——No Name in the Street—— pp.45-49
宮木　昭 現代イギリス英語の変化について（特に語彙，語法を中心にして） pp.51-59
亀山　征史 『白鯨』とウォレス・スティーヴンズ pp.61-63
頼住　憲一 Noam Chomskyについて——Chomsky理論の背景と枠組—— pp.65-67
斎藤　祐蔵 英語佳言名句集 pp.69-75

小野　正康 己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論第四章）
近江聖人中江藤樹と『藤樹先生子弟訓』とその種々相儀

pp.1-7

岡村　浩志 人格特性の測定理論と技法に関する文献的研究（その1） pp.9-14
黒木　伸明
山本　修一
小室　博昭

関数の合成について pp.15-18

Naomitsu TSUYUKI
Masafumi SUGANO

Effects of Keto-carboxylic Compounds（2-oxoglutaric Acid）
on the Hydration of Calcium Sulfate Hemihydrate

pp.19-24

桑山　泰助 『フォーサイト家物語』とロンドン pp.25-32
竹内　康夫 ラーベのフモール　—〔ホラッカー〕を中心にして— pp.33-39

小野　正康
己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論　第五章）
洋学支配期の三代表…，福澤諭吉『学問のすすめ』の初語文と「教育勅語」と
日本大学の「目的と使命」における主要題意等について

pp.1-8

小森　幸一 明治維新後の公議制度（二）——立憲政治の淵源と展開—— pp.9-14
武　正暁
一戸　良行 クリスマスローズ属の化学成分 pp.15-21

小沼　健治
長谷川　博俊 ジベンゾイルスルフィド類の高速液体クロマトグラフィーによる分析 pp.24-28

桑山　泰助 The Forsyte Saga ——モデルの投影（1）—— pp.29-35
伊藤　悟 James Baldwin研究——"Blues for Mister Charlie"—— pp.37-39
亀山　征史 贖としての詩——コールリッジ，スティーヴンスに於ける想像力論に関して—— pp.41-44
斎藤　祐蔵 英語佳言名句集（続） pp.45-48
菊地　君男
朝倉　徳雄 学生の体育実技に対する態度構造とその変容について pp.49-55

守屋　喜久夫
柴原　俊昭 「妙高高原における土石流災害の地質地形学的研究」 pp.57-66

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第21号　1977年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第22号　1977年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第23号　1978年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第24号　1978年9月

講演会記事
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小野　正康 己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論　第六章）
本題意の一結実としてのもの，特にこれが主要三視点と「日本学」（第一節）

pp.1-8

夏目　普子 貯蓄行動のライフ・サイクル仮説 pp.9-15

Y. Ichinohe
M. Hasegawa
H. Fujimoto
M. Tamura

Neoline aud Chasmanine from Aconitum Sachalinense  var. Compactum pp.17-20

長谷川　博俊
小沼　健治

金属触媒による有機化合物の水素化活性，添加物の影響，
反応速度に関する研究

pp.21-26

守屋　喜久夫
柴原　俊昭 持越鉱山シアン流出原因について——昭和53年1月14日伊豆大島近海地震—— pp.27-34

桑山　泰助 The Forsyte Saga ——モデルの投影（2）—— pp.35-43
伊藤　悟 James Baldwin研究——A Rap on Race—— pp.45-50

宮木　昭 Robert Louis Stevenson：“The Master of Ballantrae”について
（特にその悪の魅力を中心にして）

pp.51-58

頼住　憲一 言語の普遍性と普遍文法 pp.59-62
p.63

岩井　義人 彼岸から此岸へ pp.1-5
遠山　諦 実存理解における構造論と根拠論 pp.7-13
近喰　公業
小野　正康

己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論　第六章）
本題意の一結実としてのもの，特に主要三視点と日本学

pp.15-22

桑山　泰助 The Forsyte Sagaにおける「光」の心的現象（Ⅰ） pp.23-29
伊藤　悟 James Baldwin研究——Stranger in the Village —— pp.31-35
亀山　征史 T・S・エリオットとアメリカ pp.37-40

鈴木　寿郎 トマス・ハーディ作A Group of Noble Dames（『貴婦人群像』）の中の
第一作"The First Countess of Wessex"における方言・語法及び文体の研究

pp.41-47

葉島　千歌 Willa CatherのMy Antoniaについて pp.49-55
佐々木　潔
百木　悟郎
末包　昌太

40Ca，48Caに対するWoods-Saxon potential pp.57-63

小沼　健治
長谷川　博俊 チオ安息香酸誘導体の高速液体クロマトグラフィーによる分析 pp.65-71

斎藤　虎征 スキーの発達と社会体育振興に果たす役割 pp.73-79
松村　悦博 身体活動におけるリズムについての一考察 pp.81-86

小野　健和 渋沢栄一の思想形成　—特に初期の国家意識の形成について— pp.1-8
近喰　公業
小野　正康

己が原理の自主創造論（日本学第三書）（1. 要論，2. 通論，3. 各論　第六章）
本題意の一結実としてのもの，特に主要三視点と日本学

pp.9-16

吉岡　邦男 父子相互の不平・不満に関する一考察　—社会調査を中心に— pp.17-21

大澤　秀男 人間＝社会の生成に関する一考察
—ユ・ゲ・レシェトフ，ユ・イ・セミョーノフの見解を中心として—

pp.23-30

夏目　普子 ケインズ消費関数の再評価　—クラワーの再決定仮説— pp.31-38
Nobuaki KUROKI On semigroups that are semilattices of right simple semigroups pp.39-41
酒巻　弘
松本　真由美
西　康隆
一戸　良行

ブラジル産樹脂よりジテルペノイドの分離 pp.43-46

桑山　泰助 The Forsyte Sagaにおける「光」の心的現象（Ⅱ） pp.47-52
伊藤　悟 James Baldwin研究　—"Previous Condition"— pp.53-57
岡田　晃忠 「ジェフリー・チョーサーとフランス」 pp.59-64

講演会記事

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第25号　1979年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第26号　1979年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第27号　1980年3月
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小野　健知 明治初期の起業意識発達経緯——特に渋沢栄一の周辺—— pp.1-9
岩井　義人 「出会い」＜E. ブルンナーの神学をめぐって＞ pp.11-16
小森　幸一 明治維新後の人権思想（一）——憲政上からみる天賦人権論—— pp.17-23
岡村　浩志 人格特性の測定理論と技法に関する文献的研究（その2） pp.25-31

葉島　洋輔 Eichendorff：『のらくら者の生活から』（Aus dem Leben eines Taugenichts）
研究序論

pp.33-37

宮川　雅 身体の形態と運動機能について——昭和52年度本学生の場合—— pp.39-43
岩本　圭史
松原　茂 本学理工学部学生の体力——その縦断的調査から（第1報）—— pp.45-55

橋口　泰武
岩本　圭史 血液生化学成分の変動からみたある高校体操競技合宿訓練の実態 pp.57-63

松村　悦博
橋口　泰武 社会人の健康意識についての一考察——健康とスポーツ活動の関連—— pp.65-71

松井　静夫 厚誉春鶯『西国巡礼歌諺註』翻刻（序より第十六番まで） pp.73-79

小森　幸一 明治維新後の人権思想（二）——憲政上からみる天賦人権論—— pp.1-7
宝達　邦彦 殻模型における1体の線形エネルギー依存ポテンシャル pp.9-16
小沼　健治
長谷川　博俊

チオベンズアミドとその熱分解および水素化反応生成物の
高速液体クロマトグラフィーによる分析

pp.17-22

本田　稔 ネーティブスピーカーの英語とその信頼度 pp.23-27
岡田　晃忠 ME期の詩における「眼」の形容辞一考——'grey '＝'blue '？—— pp.29-34
鈴木　寿郎 A Study of Desperate Remedies（Ⅰ） pp.35-41
亀山　征史 T. S. エリオットの平衡感覚 pp.43-47
斎藤　虎征 生活時間構造の分析——本学部学生の生活実態調査—— pp.49-56

岡村　浩志 人格検査におけるSocial Desirability応答に関する研究
——SDSVによる強制選択型尺度の構成——

pp.57-65

葉島　千歌 Willa Cather研究——Old Mrs. Harris —— pp.67-70
小川　貫
宮川　雅 本学学生の体力診断テストについて——過去3年間の比較—— pp.71-77

松村　悦博
宮川　雅

本学部学生の運動能力についての一考察
——男子10年間，女子7年間について——

pp.79-86

遠山　諦 時の方向性について——哲学的時間論の一試論—— pp.1-8

岡村　浩志 人格検査における強制選択型尺度の妥当性に関する研究
——相関分析を中心とした検討——

pp.9-19

阿部　信博
小川　貫 投運動における動作の分析と体力的要素に関する一考察 pp.21-27

研究ノート
岩井　義人 カントの「判断力批判」における神について pp.29-34

松井　静夫 厚誉春鶯『西国巡礼歌諺註』翻刻（2）
——（第十七番より第三十三番まで）——

pp.35-42

井上　謙 「月山」（森敦）への道程——「かての花」考—— pp.1-5
大澤　秀男 制度としての家族の生成に関する一考察 pp.7-13
小沼　健治
長谷川　博俊 チオアミドの水素化分解反応と硫化モリブデン触媒の活性 pp.15-21

松平　升 第2・第3近接相互作用を持つイジング模型に対する実空間くりこみ群の方法 pp.23-27

岡田　晃忠 夏目漱石とチョーサー作『公爵夫人の書』 pp.29-32
亀山　征史 T. S. エリオットの時間認識 pp.33-38

研究ノート

講演会記事

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第31号　1982年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第30号　1981年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第28号　1980年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第29号　1981年3月

資料紹介

日本大学理工学部一般教育教室彙報総目次（第1号～第29号）

資料紹介

研究動向一覧表
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小森　幸一 日本国憲法成立の法理——改憲についての論理—— pp.1-10
岩本　圭史 体液成分の動態からみた柔道強化練習時の生体負担 pp.11-18

遠山　諦 時間論研究ノートより pp.19-28
酒巻　弘
大谷　絢子
一戸　良行

Agathis属のジテルペノイド pp.30-37

岡田　晃忠 『ぜんまい仕掛けのオレンジ』——その構成と意味—— pp.39-44
多惠　基継 A Proposal for English Verb Patterns pp.45-64

台風10号による法
のり

面の崩壊——中央高速道路，藤野台団地——

渡辺　信夫 Mandeville's Travelsにおける文構造について pp.19-28
松原　茂 尿中生化学成分の変化からみた体育授業時の生体負担 pp.29-38

岩井　義人 神学と哲学 pp.39-44
岡田　晃忠 漱石が『カンタベリ物語』を読んだ時期について pp.45-49

宮川　雅 生涯体育活動の実施と運営に関する研究
——中・高年齢者のランニングについて——

pp.51-63

小森　幸一 明治前期の憲法草案——私擬憲法草案にみる人権各項—— pp.1-10
中川　公子
有坂　勇
和田　正信

運動量表示による2π交換ポテンシャル（Ⅰ） pp.11-19

西本　正 一次元イジング系の基底状態——多角形法の開発—— pp.21-34

岡田　晃忠 漱石の学生時代と英語 pp.35-39

守屋　喜久夫
柴原　俊昭 日本海中部地震の発生機構とその被害状況について pp.1-18

松原　茂 高校野球選手の血液性状および最大酸素摂取能力 pp.19-28

岩井　義人 哲学的信仰と啓示信仰——K. ヤスパースに学んで—— pp.29-35
遠山　諦 「浄土と自然」についてのノートより pp.37-44
亀山　征史 T. S. エリオットに於ける「知性」と「感性」 pp.45-49
渡辺　信夫 ジョン・マンデビルの散文——『旅行記』第一部の文体的特徴 pp.51-57

小野　健知 渋沢栄一の社会事業思想——東京市養育院をめぐって—— pp.1-12
鈴木　寿郎 トマス・ハーディ作『荒療治』の研究（Ⅱ） pp.13-22
千田　早苗 J. W. v. ゲーテの初期抒情詩概観 pp.23-31

小森　幸一 明治憲法の人権——臣民権の由来—— pp.33-38
柴原　俊昭
守屋　喜久夫 複合メッシュマップによる厚木市の地震危険地図の作成について pp.39-53

岡田　晃忠 松山行き以前の漱石について——教師としての側面を中心に—— pp.55-59
葉島　洋輔 『のらくら者』抒情詩考 pp.61-70

頼住　憲一 国家上級公務員試験問題英語語彙調査 pp.71-81

研究ノート

研究動向一覧表

研究ノート

講演会記事

研究ノート

研究動向一覧表

研究ノート

守屋　喜久夫
柴原　俊昭
鷲田　雅幸

pp.1-18

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第35号　1984年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第34号　1983年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第33号　1983年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第32号　1982年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第36号　1984年9月

講演会記事

研究ノート

資料紹介

研究動向一覧表
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小森　幸一 明治憲法の成立と人権——権利・自由の問題点と実態—— pp.1-10
斎藤　正三 消費におけるストックとフロー pp.11-16
大澤　秀男 女子労働の地域別就業動向——景気変動との関連から—— pp.17-26
井本　道子
山崎　美和恵 QCDパイオン形状因子における波動関数のふるまい pp.27-31

高瀬　精一
大谷　絢子
一戸　良行

1-methyl-1-azacyclooctan-5-oneにおけるトランスアンニュラー相互作用の
分子軌道計算 pp.33-41

岩本　圭史
松原　茂 高校野球合宿練習時の生体負担 pp.43-51

黒木　求 ヒポクラテースの健康観について pp.53-60

亀山　征史 エミリ・ディキンスンとアメリカピューリタニズム pp.61-66

渡辺　信夫 ジョン・マンデビルの散文
——『旅行記』第一部と比較した第二部の文体的特徴——≪1≫

pp.67-74

小中　秀彦 英語化された日本語 pp.75-83
阿部　信博
小川　貫 ボールの的当てからみた投運動の調整力 pp.85-95

頼住　憲一 国家上級公務員試験問題英語語彙調査　—その2— pp.97-103

小森　幸一 平和主義条項（一）——憲法第9条の問題と改正—— pp.1-9
稲井田　次郎 関数の正則性について pp.11-14

小森　幸一 平和主義条項（二）——憲法第9条の問題と改正—— pp.1-10
稲井田　次郎 四元数超正則関数族間の関係 pp.11-18
一戸　良行
長谷川　槇子
伊藤　和子
松本　真由美
長谷川　武史

ヒエンソウ連アルカロイドの薄層クロマトグラフィー pp.19-26

岩井　義人 シュライエルマッヘル宗教哲学に与えたスピノザ哲学の影響 pp.27-34
小中　秀彦 『千羽鶴』とその英訳THOUSAND CRANESの比較研究 pp.35-42
竹内　康夫 ラーベの「皇女フィシュ」について pp.43-50

西尾　成子
松田　信行
植松　英穂

石原純の生涯と業績：資料目録（Ⅰ） pp.51-61

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第39号　1986年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第38号　1985年9月

研究ノート

資料紹介

講演会記事

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第37号　1985年3月

資料紹介

研究ノート

講演会記事

研究動向一覧表
博士論文の概要
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岡村　浩志 社会的望ましさ応答における2因子仮説について pp.1-9
島　近義 円筒面上におけるRandom Walkの考察 pp.11-12
亀山　征史 エミリ・ディキンスンの「隠 」と，あるアメリカ的属性について pp.13-21

井上　謙 「ヤマトタケル」と「日輪」 pp.23-30
薄島　功 線形微分方程式序説 pp.31-36

佐々木　潔 軽い原子核に対しHartree-Fock理論を適用して得られた結果に含まれる
いくつかの問題点

pp.37-45

伊藤　悟 ジェイムズ・ボールドウィンの『切符の代償』について pp.47-52
頼住　憲一 構文解析付き英文データベース・ソフトウェアの仕様 pp.53-58
渡辺　信夫 ジョン・マンデビルの散文の一断面 pp.59-64
斉藤　虎征
吉本　俊明
阿部　信博
朝倉　徳雄
小川　貫
菊地　君男
岩田　惇
川井　昂
澤村　博

本学学生の疲労に関する研究　—理工系学生の日常生活における疲労について— pp.65-75

西尾　成子
松田　信行
植松　英穂

石原純の生涯と業績：資料目録（Ⅱ） pp.77-85

小森　幸一 憲法改正の論点（1）　—前文，第1条～第16条— pp.1-9
中川　公子
有坂　勇
大日方　聰夫

ATMS法と行列要素〔Ⅰ〕——3核子系—— pp.11-18

Martin R. LIGHTHIZER
Taisuke KUWAYAMA

Ways of Improving Aural English in Japan pp.19-29

小中　秀彦 口語英語のつなぎことば pp.31-38

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第41号　1987年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第40号　1986年9月

研究ノート

資料紹介

研究動向一覧表

研究ノート

講演会記事
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山本　徢二 学（人間学から） pp.1-6
橋口　泰武
坂入　保世
榊　博文

あがりに関する研究——運転免許仮検定時の心拍数と態度等との関係—— pp.7-16

小森　幸一 憲法改正の論点（2）——第17条～第31条—— pp.17-25
薄島　功 ベクトル解析Ⅰ pp.27-35
佐々木　潔
百木　悟郎 原子核の変形と核内における中性子-陽子有効相互作用の関係 pp.37-47

中川　公子
有坂　勇
大日方　聰夫

ATMS法と行列要素〔Ⅱ〕——4核子系—— pp.49-58

柴原　俊昭
守屋　喜久夫 丹沢山地における傾斜変換線と斜面崩壊について pp.59-65

伊藤　悟 ジェイムズ・ボールドウィン研究——『ビール・ストリートに口あらば』—— pp.67-70
斉藤　虎征
吉本　俊明
阿部　信博
朝倉　徳雄
小川　貫
菊地　君男
岩田　惇
川井　昂
澤村　博

本学学生の日常生活における疲労徴候と通学時間の影響について pp.71-80

大野　衛 剛体の回転とEuler角の合成について pp.1-6
白川　幸子
島　近義 待ち行列過程の数値例 pp.7-13

亀山　征史 アメリカ文学に於けるイメージとしての「白」 pp.15-23
松原　正之
橋口　泰武

親の立場からみた少年スポーツ活動に関する研究
——スポーツの一特性（集団・個人）による親の関与，評価について——

pp.25-34

黒木　求
山本　和義 現代社会における大衆化スポーツの現状と課題 pp.35-45

岩井　義人 シュライエルマッハーの解釈学 pp.47-53
小森　幸一 憲法改正の論点（3）——第32条～第49条—— pp.55-63
薄島　功 ベクトル解析Ⅱ pp.65-78
小中　秀彦 「女ことば」とその英訳 pp.79-86

桑山　泰助 日本におけるジョン・ゴールズワージィの書誌（明治44年～大正12年） pp.87-93
多惠　基継 古英語語彙集 pp.95-109

小森　幸一 憲法改正の論点——第50条～第67条—— pp.1-10
伊藤　悟 ジェイムズ・ボールドウィンの作品研究『汽車が出てからどれ位たつか』 pp.11-15
松原　茂 高校野球選手の体力医学的研究 pp.17-29

桑山　泰助 日本におけるジョン・ゴールズワージィの書誌（大正13年～昭和4年） pp.31-39
多惠　基継 「古英語語彙集」（D-G） pp.41-55

資料紹介

研究動向一覧表
博士論文の概要

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第44号　1988年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第43号　1988年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第42号　1987年9月

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要
一般教育教室彙報総目次（第30号～第40号）

講演会記事

研究ノート

研究ノート

資料紹介
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岩本　圭史
松原　正之
川島　一明
大沢　正美
松原　茂

スポーツ選手のコンディショニングに関する研究
——高校野球夏期強化練習の場合——

pp.1-14

小森　幸一 憲法改正の論点——第68条～第82条—— pp.15-23
亀山　征史 アメリカ文学に於けるイメージとしての「白」　—その2— pp.25-33

小中　秀彦 雑誌『ニューヨーカー』の広告コピー
——1986年1月6日号から1988年10月31日号のヘッドラインを中心に——

pp.35-42

桑山　泰助 日本におけるジョン・ゴールズワージィの書誌（昭和5年～昭和7年） pp.43-51
多惠　基継 「古英語語彙集」（H-L） pp.53-61

千田　早苗 文字と言語—（1）ラテン字アルファベットの発達史概観 pp.1-7
松原　茂
岩本　圭史 ジョギング，スイミング，エアロビクスダンス運動中の心拍数変化 pp.9-16

岩井　義人 「間の存在論」について——M・ブーバーの思想をめぐって—— pp.17-24
小森　幸一 憲法改正の論点——第83条～第103条—— pp.25-34
小中　秀彦 BOTCHANにおける日本独特の事物の英訳法 pp.35-41

一戸　良行 トリカブト属周辺の特徴成分と類縁（第3報）
——顧古10年・天然物化学から——

pp.43-54

桑山　泰助 日本におけるジョン・ゴールズワージィの書誌（昭和8年～昭和10年） pp.55-62
多惠　基継 「古代英語語彙集」（M-R） pp.63-76

大野　衛 剛体の離散的回転の量子力学 pp.1-5
Hiroaki KOMURO Fixed Sets and the Pseudo Fixed Point Property for Products of Ordered Sets pp.7-9
武藤　司 単位円周上のBMO関数と内関数との合成関数に関する一考察 pp.11-13

長谷川　博俊
MoS3触媒の二元機能活性に関する研究
——シクロヘキセンの水素化における酸前処理，担体，添加物または貯蔵の
影響及び反応機構——

pp.15-24

亀山　征史 N. ホーソーンの作品に於ける対立と和解 pp.25-32

橋口　泰武 緊張時における心理的コンディショニングに関する研究
——運転免許仮検定時での心拍数の程度と状況不安との関係——

pp.33-44

田中　久文 九鬼周造の色彩論——ゲーテとの比較において—— pp.45-50
井本　道子 光子構造関数を用いたQCDの検証 pp.51-61
葉島　千歌
小中　秀彦 『サラダ記念日』の英訳に関する一考察 pp.63-73

桑山　泰助 日本におけるジョン・ゴールズワージィの書誌（昭和11年～昭和19年） pp.75-81
多惠　基継 古英語語彙集（S-T） pp.83-94

博士論文の概要

研究ノート

資料紹介

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第45号　1989年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第46号　1989年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第47号　1990年3月

研究ノート

資料紹介

講演会記事

研究ノート

資料紹介

研究動向一覧表

講演会記事
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高梨　俊一 コンピュータネットワークシステムへの不正アクセスと損害の分担 pp.1-6

橋口　泰武 緊張時における心理的コンディショニングに関する研究
——運転免許仮検定時の心拍数の程度と自覚的徴候との関係——

pp.7-15

松原　茂
岩本　圭史 水泳運動に関する基礎的研究 pp.17-27

小中　秀彦 口語英語における反復 pp.29-40
千田　早苗 ロマネスク様式およびゴシック様式建築の文化史的背景 pp.41-45

小野　末夫 近代日本に影響を及ぼした西洋偉人の名言
——「国民之友」・『一語千金』（1）——

pp.47-53

多惠　基継 「古英語語彙集」（U-Z） pp.55-61

小野　末夫 国木田独歩のエマーソン受容——『星』における〔詩人と自由〕の問題—— pp.1-7
小森　幸一 基本的人権と公共の福祉 pp.9-18
斎藤　正三 家計の収入構造 pp.19-27
桑山　泰助 『財産家』におけるフォーサイト家の人々と人間性 pp.29-36
佐藤　勝 中世英語の不定詞——The Wycliffite Bibleの四福音書を資料として—— pp.37-46

小中　秀彦 自由英作文における学生に共通する誤り——短期大学部生の実例を中心に—— pp.47-56

岡田　晃忠 『日本におけるG・チョーサー翻訳書誌』 pp.57-67

小野　末夫 国木田独歩の出生に関する疑問 pp.1-7
柴原　俊昭 西丹沢山地における崩壊型に与える地形特性について pp.9-18
岩本　圭史 高校野球選手の摂取栄養素および量的バランスに関する基礎的研究 pp.19-23

加藤　昇一郎 出版活動と教育事情に関する一考察 pp.25-28
岡田　晃忠 明治時代におけるジェフリー・チョーサー pp.29-36
小中　秀彦 広告コピーにおける頭韻 pp.37-45

佐々木　潔
末包　昌太
百木　悟郎

2重閉殻原子核の総エネルギー計算の定式化Ⅰ pp.1-13

宍戸　孝実 英雄悲歌——「存在」への讃歌 pp.15-22
松橋　明宏
岩本　圭史
松原　茂

高校野球選手の運動量と栄養摂取量の実状 pp.23-30

菊地　君男 わが国における体育概念の変遷に関する一考察 pp.31-37

岡田　晃忠 日本におけるG・チョーサー「翻訳書誌」補遺——附テキスト書誌 pp.39-45
pp.47-50
pp.51-56

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第48号　1990年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第49号　1991年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第50号　1991年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第51号　1992年3月

日本大学理工学部一般教育教室学術講演会要旨
彙報総目次（第41号～第50号）

研究動向一覧表
博士論文の概要

研究ノート

資料紹介

日本大学理工学部一般教育教室学術講演会要旨

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要

資料紹介

資料紹介

研究ノート
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小室　博昭 WIDTH-3の順序集合の不動点性 pp.1-3
佐々木　潔
末包　昌太
百木　悟郎

2重閉殻原子核の総エネルギー計算Ⅱ pp.5-11

長谷川　博俊 ピペラジン誘導体の合成に関する研究
—接触還元過程におけるN-アルキル化反応に対する触媒の活性—

pp.13-22

桑山　泰助 The man of propertyの研究　—作家の見解と批評家の見解— pp.23-31
橋口　泰武
宮川　雅

体育実技における生理的運動強度と心理的運動強度との関係
—卓球・バドミントンの技術水準からみた心拍数—

pp.33-40

小森　幸一 米国の政治組織　—構造と機能— pp.41-49
一戸　良行 「化人」と“化学”　—道統史から化学の源流を辿って— pp.51-62
石見　勝洋
鈴木　健次 メンブレンスイッチの性能と特徴　—導電性インキの応用技術— pp.63-69

渡辺　信夫 「マンデビル旅行記」　—Part 1におけるInversion— pp.71-78
小中　秀彦 英語のことわざにおける女性 pp.79-89
宍戸　孝実 リルケの初期作品におけるプラハ　—詩的チェコ民族論— pp.91-97

大澤　秀男 '80年代「女性の時代」の構造——その経済社会学的一考察—— pp.1-10

佐々木　潔 原子核Hartree-Fock模型に基づくパリティ及び角運動量射影状態と
状態規格化因子の定式化

pp.11-18

河内山　康子 エドガー・アラン・ポーにとっての女性の役割と意味 pp.19-26

佐藤　勝 現代英語のAccusative and Infinitive構文における不定詞標識toの有無について
——語源的・史的立場から——

pp.27-33

岩井　義人 信仰と理解——ルドルフ・ブルトマンの周辺—— pp.35-42
酒巻　弘
斎藤　幹治
谷合　哲行
鈴木　利隆
鈴木　理能
佐藤　素子

地方都市河川の健康診断と汚濁防止の一方法について pp.43-49

pp.51-54
pp.55-59

小森　幸一 国家緊急権の問題 pp.1-10
桑山　泰助 The Man of PropertyにおけるYoung Jolyonの存在 pp.11-18
橋口　泰武 緊張時における心理的コンディショニングに関する研究 pp.19-27

加藤　昇一郎 近世初頭における刊行事業　—徳川家康の周辺— pp.29-35
小中　秀彦 「キッチン」にみるカタカナ英語の特徴 pp.37-45
葉島　千歌 英語教育の課題と展望 pp.47-54

谷岡　朗 「ディック・ダイヴァーはどこへ消えたのか？」
—F. S. フィッツジェラルドの『夜はやさし』—

pp.1-13

Masaru SATO A Diachronic Study on the For NP to V  Construction：A Study of the Gospels pp.15-28

井本　道子
菅　仁志 微分方程式の解としてのクォーク，グルオン分布関数 pp.29-39

渡辺　信夫 Mandeville's TravelsにおけるInversion pp.41-49
河内山　康子 Eudora Weltyの世界とアメリカ南部 pp.51-58

pp.59-61

研究ノート

研究動向一覧表

研究ノート

講演会記事

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第53号　1993年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第52号　1992年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第54号　1993年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第55号　1994年3月

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要

博士論文の概要
講演会記事

研究ノート
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石川　光一 啓蒙の地下水脈　18世紀初期の二つの著作，『ジャック・マセの旅行と冒険』，
『ある神学者の質問への論述形式の回答』について

pp.1-9

小野　末夫 国木田独歩研究——東京専門学校時代を中心として—— pp.11-17
中川　浩 E. T. A. ホフマンの「子どものメルヒェン」について pp.19-25

葉島　洋輔 アイヒェンドルフ　短編小説
『のらくら者の生活から　Aus dem Leben eines Taugenichts』を中心に

pp.27-33

橋口　泰武 緊張時における心理的コンディショニングに関する研究
——高校体操競技選手の演技直前の心拍数の程度と状態不安との関係——

pp.35-42

山口　雄仁 障害特に視覚障害を持つ学生の高等教育のあり方について pp.43-49

一戸　良行 北奥の絶対詩と相対構造——アイテールにおけるミクロストリア—— pp.51-66
河内山　康子 Tennessee Williamsの南部性 pp.67-73
谷合　哲行
増井　直樹
簑口　裕之
斎藤　幹治
酒巻　弘

地方都市河川の健康診断と汚濁防止の一方法について（第2報） pp.75-80

宝達　邦彦 中間エネルギー陽子-原子核反応における包含前方π中間子スペクトル pp.81-88
山本　徢二 “情報”の定義 pp.89-95

pp.97-107

石浜　弘道 カントのアナロギアと「宗教哲学講義」 pp.1-8

河内山　康子 アーサー・ミラーの「セールスマンの死」
——「かばん」の中身についての疑問をめぐって——

pp.9-16

小森　幸一 「太子の十七条憲法」——今日的意義—— pp.17-25

佐藤　勝 「欽定英訳聖書」四福音書の言語研究のため我々はthe Multi-Bible  CD-ROMに
どの程度依存してもよいか？

pp.27-34

本澤　直房 ベーテ・サルピーター形式による重陽子の平均2乗半径 pp.35-44
山本　徢二 情報を追って pp.45-54

pp.55-58

小山　裕三 垂直跳における主観的強度の変化が身体各部の使い方に与える影響 pp.1-5

山本　修一 Chern Numbers of Certain Covering Spaces of P3 pp.7-15

小野　末夫 国木田独歩研究——「軍艦の種類」の原本についての考察 pp.17-22
川根　深 ラブロック型重力理論におけるストリング状の解 pp.23-30
小森　幸一 太子の十七条憲法——今日的意義—— pp.31-39
河内山　康子 文学における毒とその役割 pp.41-48
小中　秀彦 日英語ことわざにおける死生観 pp.49-55

pp.57-65
pp.67-70

阿部　純義
Angela CAVALIERE

Segrè's Statement pp.1-10

石川　光一 啓蒙哲学の「原」思想——ジャン・メリエにおける宗教批判と「理性」—— pp.11-20
石浜　弘道 カントにおける美の普遍性とアナロギア pp.21-28

pp.29-32

田中　久文 大西克礼における日本美の構造——「さび」を中心に—— pp.1-7

柴原　俊昭 丹沢山地西沢における地温測定と土壌生成について pp.9-15
pp.17-27

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第57号　1995年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第58号　1995年9月

研究ノート

研究動向一覧表

研究ノート

研究動向一覧表

研究ノート

講演会記事

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第60号　1996年9月

研究動向一覧表
博士論文の概要

講演会記事

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第59号　1996年2月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第56号　1994年9月

- 16 -



佐藤　勝 英語の通時的研究による聖書——その有用性と有効活用のための工夫—— pp.1-10

鈴木　孝 Mysteries of "No.44, The Mysterious Stranger" pp.11-17
pp.19-21

林　誠 On Some Polynomial System of Uno-Yokomi pp.1-7
川岸　正樹 A Higher Order Chain Rule and Gevrey Functions pp.9-19

河内山　康子 ユードラ・ウエルティの「 」に見るコミュニケーションの捉え方
——マイノリティを通して訴えてくるもの——

pp.21-28

石浜　弘道 カントの目的論におけるアナロギア pp.29-37
加藤　昇一郎
大澤　秀男 日本近代化期における女性の職業への参入に関する一考察 pp.39-46

谷岡　朗 『緋文字』における「祈り」 pp.47-55
田中　久文 和辻哲郎と文化相対主義 pp.57-63

pp.65-68
pp.69-82

佐藤　勝 So that節の史的一考察 pp.1-9

橋口　泰武 緊張時における心理的コンディションに関する研究
——スピーチ時における血圧と状態不安の関係——

pp.11-20

大日方　聰夫 学士課程教育に関する一考察——日大の教育改革を念頭に—— pp.21-27
pp.29-31
pp.33-35

石浜　弘道 カント判断力批判方法論における神とアナロギア pp.1-10
高梨　俊一 コンピュータゲームと著作権 pp.11-17
葉島　洋輔 アイフェンドルフの「出版法草案」について pp.19-26

中川　浩 二重化されたメルヒェン，
E. T. A. ホフマンの「くるみわり人形とねずみの王様」について

pp.27-34

石川　光一 仏日トライリンガル機械翻訳の探求 pp.35-42
pp.43-59
pp.61-63

高梨　俊一 コンピュータゲームと映画の著作物 pp.1-6
pp.7-10

岡村　浩志 社会的望ましさ応答における是認行動の2側面について pp.1-9
小中　秀彦 日本語広告ヘッドラインの可能性　—英語広告ヘッドラインとの比較を中心に— pp.11-17
佐藤　勝 英文法教育の必要性と英文法の再編成 pp.19-30
石川　光一 歴史のなかのメリエ　ジャン・メリエの『覚え書』の歴史とその読者 pp.31-41

pp.43-53
p.55

研究動向一覧表

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第62号　1997年9月

博士論文の概要

研究ノート

講演会記事
博士論文の概要

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第66号　1999年10月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第63号　1998年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第64号　1998年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第65号　1999年3月

博士論文の概要

研究ノート

博士論文の概要
講演会記事

論文

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要

論文

研究動向一覧表（追加）

論文

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第61号　1997年3月
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加藤　昇一郎 近世社会教化策と出版事情　—『考義録』を中心として— pp.1-7
河内山　康子 ユードラ・ウエルティが見せる「カーテン」の向う側 pp.9-16
谷岡　朗 ホーソーンの「主の祈り」　—魔女裁判の処刑台から『緋文字』の処刑台へ— pp.17-26

鈴木　孝 ルイージはなぜ殺されたのか？
—Those Extraordinary TwinsにみるMark Twainの晩年思想—

pp.27-35

中川　浩 子どものファンタジーの可能性
—E. T. A. ホフマンの「子どものメールヒェン」をめぐって—

pp.37-43

小川　貫 体育授業に対する「よろこび」とパーソナリティーの関係
—基礎体力，顕在性不安，自我特性の観点から—

pp.45-52

小森　幸一 「公務員の労働基本権」　—制限に関する問題— pp.53-59

小野　末夫 国木田独歩　—「古人」執筆に及ぼした伴武雄・山口行一の死の影響について— pp.1-8
内藤　猛 ＜ファウストス討論＞について　—DDRにおけるブレヒト— pp.9-18

pp.19-29
p.31

石浜　弘道 カントにおけるアナロギアの成立とその意義
—『プロレゴナメ』を中心として—

pp.1-6

中川　公子
和田　正信
有坂　勇
亀山　浩文

結合組み換えチャンネル法と重粒子間相互作用の行列要素　—3重粒子系— pp.7-29

河口　英治 ジョン・ダンの『聖なるソネット』にみられる独自性
—そのカルビニズムの受容方法をめぐって—

pp.1-10

佐藤　勝 古英語聖書四福音書の二つの校訂本（Liuzza版とBright版）の比較
—英語史的統語論研究者の立場からの比較・考察—

pp.11-20

pp.21-32
pp.33-35

河内山　康子 ユードラ・ウエルティの『黄金の林檎』に見る「さ迷える人々」
—自由と未知なるものを求めて—

pp.1-9

ジョセフ・ジェイムズ
・ファラウト 文型中心の教育方法についての研究 pp.11-18

加藤　昇一郎 明治初期における社会教化の動向　—大教宣布運動と出版活動— pp.1-9
小中　秀彦 アメリカの日常生活案内としての辞書Newburyの例文 pp.11-18

谷岡　朗 ナサニエル・ホーソーンのイタリア美術の受容と『大理石の牧神』 pp.1-13

小森　幸一 憲法89条と私学助成金　—私立大学に対する公金補助の問題— pp.15-22

市東　興安
自発的に破れるSU(2)L×SU(2)R×SU(2)H×U(1)B-Lゲージ対称性と
コークの質量と混合に現れる階層性

pp.23-31

中川　公子
和田　正信
有坂　勇
新村　昌治

八重項バリオン間のガウス型源による運動量表示OBEPとその2体行列要素 pp.33-58

pp.59-69

博士論文の概要

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第71号　2002年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第69号　2001年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第68号　2000年9月

論文

研究ノート

論文

研究動向一覧表
博士論文の概要

研究ノート

論文

研究動向一覧表

論文

研究ノート

研究動向一覧表

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第72号　2002年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第70号　2001年9月

論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第73号　2003年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第67号　2000年3月

研究ノート
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石浜　弘道 象徴と暗号——ヤスパース・哲学的信仰より—— pp.1-7
佐藤　勝 近現代英語の不定詞——AV及びNRSVの四福音書を資料として—— pp.9-19

pp.21-33

ジョセフ・Ｊ
・ファラウト 外国語学習時の不安：日本大学理工学部英語補習授業の場合 pp.1-8

pp.9-14

石浜　弘道 宗教の論理を目指して——波多野宗教哲学から—— pp.1-9

鈴木　孝 「結末のない話」の結末やいかに？
——『アラビアン・ナイト』との関係に見るマーク・トウェインの語りの戦略——

pp.11-18

小沼　健治
米田　哲也 水素化脱塩素反応の反応性に関する分子軌道法による検討 pp.19-32

pp.33-47

柴原　俊昭 西丹沢山地における崩壊地の分布と崩壊特性について
—空中写真による時系列分析—

pp.1-13

p.15

中川　公子
和田　正信
有坂　勇

非線型中間子理論に基づく重粒子間相互作用 pp.1-19

小中　秀彦 広告ヘッドライン日英語比較 pp.21-25
pp.27-35

河口　英治 イギリスの宗教論争期におけるジョン・ダンの『風刺詩3番』にみられる革新性 pp.1-9
菅野　雅史
箕輪　英信
田中　智
町長　治
三五　弘之

EDTAによるモノカルシウムアルミネートの水和抑制機構 pp.11-19

河内山　康子 ユードラ・ウェルティの世界
—「庇護された生活」から生まれた作家と作品の魅力—

pp.21-32

御前　憲廣 ファジィ数についてのノート pp.33-47

小嶋　勝衛 大学で培う教養 pp.1-2

加藤　昇一郎 高等教育における教養教育の制度的変遷 pp.3-11
前野　賀彦 大学における教養教育の意義 pp.13-19
石浜　弘道 全人教育と教養教育 pp.21-26
大澤　秀男 教養教育の今日的意義 pp.27-32

小中　秀彦 学習英英辞書WordwiseのUSAGE pp.33-37
pp.39-

博士論文の概要

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第76号　2004年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第77号　2005年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第78号　2005年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第79号　2006年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第80号記念特集号　2006年10月

論文

研究動向一覧表

論文

博士論文の概要

論文

研究ノート

研究動向一覧表
編集後記

特集　教養教育の再生へ向けて
巻頭言

依頼論文

研究ノート

論文

研究動向一覧表

論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第74号　2003年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第75号　2004年3月

研究動向一覧表

論文

研究ノート
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渡辺　信夫 「マンデヴィル旅行記」の仮定法について pp.1-12

河口　英治 ジョン・ダンの『聖なるソネット』における宗教的葛藤 pp.1-13

山本　修一 Mathematicaを活用する数学教育
—数学的性質の視覚的に関連付けられた理解の上に—

pp.15-25

黒木　求
重城　哲
森長　正樹
水間　貴也

ドロップジャンプにおける跳躍方向の違いと踏切動作に関するコーチング論的考察 pp.27-35

pp.37-50
p.51

林　誠
平田　典子 円周率の無理数性の証明とその教育Ⅱ pp.1-11

pp.13-14

中川　浩 二つの家族物語について pp.1-11
pp.13-26

ルート・ヴァンバーレン
Common English Grammar Errors Made by CST Freshman in Writing Assignments
（理工学部1年生のライティング課題にみられる文法的誤り） pp.1-12

小中　秀彦 英語命令表現に関する一考察 pp.1-10

橋口　泰武
橋口　泰一

高校弓道選手の成績（的中率）にかかわる生理・心理的要因分析
—模擬試合の的中率と試合前の心血管系動態，心理状態，
およびパーソナリティの関係—

pp.11-21

ハリソン　ジョナサン 英語コースにテクノロジーを組み込むためのニーズ分析 pp.23-32
pp.33-44
pp.45-46

小川　貫
西川　絵梨子
松原　茂
小川　睦美
小池　勝也

高校運動部員の体力に関する基礎調査
—N高校男子バスケットボール部員の場合—

pp.1-8

p.9

中村　文紀 交差するアイデンティティ
——Flannery O'Connor, "A View of the Woods"にみられる南部の実像——

pp.1-12

周　一川 スキルアップを目標とする中国語教育の試み
——検定試験の導入とe-Learningによる検定試験対策教材——

pp.13-22

pp.23-31

論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第81号　2007年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第82号　2007年9月

研究動向一覧表
博士論文の概要

研究動向一覧表

訂正とお詫び

論文

研究動向一覧表

研究動向一覧表

研究ノート

論文

研究ノート

論文

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第86号　2009年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第87号　2010年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第88号　2010年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第83号　2008年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第84号　2008年11月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第85号　2009年3月

研究ノート
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安部　公輔
今井　仁司
中村　正彰
坂口　秀雄

スペクトル選点法を用いた遅延微分方程式の数値計算 pp.1-10

酒巻　弘
坂倉　瑶子
伊藤　賢一
田中　玲子

船橋校舎内の主な植物の分布について pp.11-18

伊藤　令枝 学生の自己像及び対人関係の構造に関する一考察 pp.1-8
小中　秀彦 日本語指示詞「それ」の英訳 pp.9-18
五十嵐　威文 反応拡散方程式系の解の漸近挙動について pp.19-29

pp.31-39

服部　英恵
重城　哲
森長　正樹
髙橋　亮輔
橋口　泰一
橋口　泰武

授業時における学生のストレスに関する一考察
—課題発表時の血圧・心拍及び気分の関係—

pp.1-11

岸　規子 田山花袋『恋の殿堂』を読む pp.13-22

ヴァンバーレン・ルート
ハリソン・ジョナサン 2009~2011年度English Communication科目 : 理論に基づいた実践 pp.1-12

乙黒　麻記子 R. M. Ballantyneの三部作における"womanliness" :
The Coral Island, The Gorilla Hunters, The Island Queen再考

pp.13-23

重城　哲
髙橋　亮輔
服部　英恵
森長　正樹

大学生の健康関連QOL（Health-related Quality of Life）と生活習慣および
運動に対する意識との関係

pp.25-34

pp.35-43

勢力　尚雅 環境をめぐるコミュニケーションと倫理についての考察 pp.1-8
柴原　俊昭 第四紀の気候変動と人間社会への影響 pp.9-18
御前　憲廣 線源からのガス拡散の計算手法について pp.19-26
露木　尚光 環境保全と資源再生技術の現状と今後の展望 pp.27-34

内堀　奈保子 19世紀アメリカの仏教と社会改革運動——Lydia Maria Childの宗教論を中心に pp.1-11

小中　秀彦 日本語数ぼかし表現の英訳 pp.13-22
相馬　亘 ランダム行列理論に基づく主成分分析の応用 pp.23-31

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第89号　2011年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第90号　2011年9月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第91号　2012年3月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第92号　2012年9月

論文

研究ノート

論文

研究動向一覧表

依頼論文

編集後記

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第93号特集号　2013年3月

研究ノート

論文

研究ノート

論文

研究動向一覧表

論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第94号　2013年4月
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郭　海燕 検定試験導入による中国語教育の実践とその効果 pp.1-7
服部　英恵
重城　哲
森長　正樹
髙橋　亮輔
安住　文子
橋口　泰一
橋口　泰武

授業時における女子学生のストレスに関する一考察
—課題発表時の血圧，心拍，気分，態度及び自己評価の関係—

pp.9-19

青柳　美輝
平田　典子
山本　修一

数学科教育法の授業における動的画像導入に関する考察
～画像処理とMathematicaの活用による学習効果創出～ pp.21-30

pp.31-39

小中　秀彦 『坊っちゃん』のササキ訳とターニー訳を比較して pp.1-10
相馬　亘
治部　眞里 論文引用ネットワークの次数分布と数理モデル pp.11-17

鈴木　孝 先送りされた禁止命令　—Mark Twainが描く「楽園追放」が意味するもの— pp.1-9

中川　浩
周　一川
郭　海燕
栁　武司
時田　伊津子
石部　尚登
道川　典子

日本大学理工学部のカリキュラム改訂に伴う初修外国語研究室の対応とその成果 pp.11-19

pp.21-31
p.33

小中　秀彦 Dahlの'The Umbrella Man'における技法 pp.1-9

黒田　友紀 米国における人文学と芸術を重視するハイスクール改革の検討 pp.1-10

勝木　厚成 2方向流下における砂丘形態：計算機シミュレーション pp.11-20
石見　勝洋
平野　壮哉
村上　雅彦
淺田　泰男

実験教材化を目的とした市販ビニロンフィルムとルゴール液を用いた
偏光膜の作成

pp.21-25

pp.27-39

中川　浩 『彙報』第100号刊行に寄せて　—原点を振り返る— pp.1-6

石浜　弘道 平田篤胤の久延彦行法と霊性 pp.7-17
乙黒　麻記子 R. L. Stevenson の"Something in It"における曖昧な結末について pp.19-28

論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第100号　2016年4月

論文

研究動向一覧表

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第95号　2013年10月

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第96号　2014年4月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第97号　2014年10月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第98号　2015年4月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第99号　2015年10月

研究動向一覧表

巻頭言

研究ノート

論文

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要

研究ノート

論文
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ジョナサン　ハリソン
ルート　ヴァンバーレン 大学院アカデミックライティング科目の通年受講によって得られた成果 pp.1-9

時田　伊津子
中川　浩
周　一川
郭　海燕
栁　武司
石部　尚登
道川　典子

初修外国語教育における検定試験の対策支援 pp.11-20

伊豆原　月絵 絹織物の繊維特性と風合いからみる美意識の研究　—8種類の蚕品種の比較— pp.21-30

村上　雅彦
伊藤　賢一
山中　理央
中村　薫

微細藻類による物質変換のための小型LEDフォトバイオリアクターと
マイコン制御パルス駆動装置の開発

pp.31-40

pp.41-51

内堀　奈保子 Mary Moody Emersonと超絶主義的思想 pp.1-12

黒田　友紀 米国オバマ政権における学校改善の展開
—キャパシティ・ビルディングに着目して—

pp.13-22

伊藤　令枝 大学教養教育課程における心理学の役割に関する一考察 pp.23-35
秋庭　大悟 法助動詞の解釈の違いによる制御可能性の変化と制御の移動仮説の妥当性 pp.37-47

難波　秀行
重城　哲
高橋　亮輔
服部　英恵
安住　文子
沖　和磨

スポーツ推進に向けた「する」「みる」「ささえる」の好循環を生むための
基礎的調査 pp.1-10

周　一川 川端画学校の中国人留学生について pp.11-23
pp.25-33

石部　尚登 ワロン語辞書と正書法——非公的言語の書記規範 pp.1-10
北村　勝朗
髙橋　亮輔

科学とアートの融合教育（STEAM教育）における大学教養教育体育科目の
位置づけに関する質的分析

pp.11-22

安住　文子
難波　秀行
重城　哲
服部　英恵
沖　和磨

大学生における過去の課外活動経験とSOC（首尾一貫感覚）の関係 pp.23-32

論文

研究ノート

研究動向一覧表

論文

研究ノート

論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第101号　2016年10月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第102号　2017年4月

論文

研究ノート

研究動向一覧表

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第104号　2018年4月

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第103号　2017年10月
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北村　勝朗 スポーツチームにおける選手̶指導者関係の構成要素に関する質的分析 pp.1-11
大宅　淳一
三五　弘之 亜硝酸イオンを含有したカルシウムアルミネート水和物に関する検討 pp.13-18

石見　勝洋
石塚　芽具美
平野　壮哉
村上　雅彦

銅粘土の成形作業性の向上～銅粘土による粉末冶金教材の開発～ pp.19-22

pp.23-34
p.35

天野　聖悦 受信料制度に関する法務大臣意見の批判的検討 pp.1-10
岡田　悟志
大久保　尚紀
伴　周一

結晶成長に関する大学生の誤概念～材料科学実験から明らかになった課題～ pp.11-15

江成　隆之 最近のムーンシャインの動向について pp.17-25
p.27

北村　勝朗
種ヶ嶋　尚志 大学運動部におけるチームビルディング・プログラムの実践的アプローチ pp.1-9

難波　秀行 大学初年次における体力特性と月齢の関係
̶スマートフォンを用いた入力システムの活用̶

pp.11-20

青柳　美輝
石井　夕紀子
大久保　尚紀
栗島　昂大
栗本　裕太
鈴木　潔光
平田(河野)　典子
藤田　耕平
古津　博俊
鷲尾　勇介

数学科教育法におけるICTを活用した整数論の動画教材および教育効果の創出 pp.21-29

pp.31-39

天野　聖悦 選挙運動における戸別訪問禁止について pp.1-10
北村　勝朗
尹　得霞 企業人の職務経験の意味づけに焦点を当てた熟達化過程の質的分析 pp.11-22

柴山　英樹 英米ヴァルドルフ教育における言語教育の一側面
―バーフィールドの言語思想に着目して―

pp.23-34

勝木　厚成 格子模型で調べた植生が砂丘に与える影響 pp.35-42

周　一川 帝国大学における中国人留学生（1927-1937年）―人数・専攻・類別― pp.43-53

北村　勝朗
安住　文子 文章完成法による大学生の健康観に関する質的分析 pp.1-12

勝木　厚成 格子模型で調べた三日月型砂丘集団の移動速度 pp.13-19
pp.21-28
p.29

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第109号　2020年10月
論文

研究動向一覧表

研究ノート

研究動向一覧表

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第108号　2020年4月
論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第107号　2019年10月
論文

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第105号　2018年10月
論文

研究ノート

研究動向一覧表
博士論文の概要

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第106号　2019年4月
論文

研究ノート

訂正とお詫び

研究ノート

博士論文の概要
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丸　聡弘 ハーマン・メルヴィル『マーディ』における“Subject” pp.1-9

天野　聖悦 秘密特許制度について－憲法的視点から－ pp.11-22

加藤　遼子 稀覯本としてのBoydell版The Poetical Works of John Milton pp.1-6
安住　文子
服部　英恵
重城　哲

スキー実習参加学生による授業評価について pp.7-16

岡田　真紀
山梨　なつみ 分子動力学 (MD) シミュレーションを用いた薬剤デザインのための新しい方法論 pp.17-28

pp.29-34

ジョナサン　ハリソン
鈴木　孝
ジョセフ　ファラウト

2018年ー2019年度大学院理工学研究科
英語スピーキング・ライティング能力プログラム pp.1-8

秋庭　大悟 法動詞としての繰り上げ述語 pp.1-10

伊藤　賢一
阿部　里奈 教育分野の科学英語論文を基にした有機合成化学が学べるカードゲームの開発 pp.11-21

pp.23-29

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第113号　2023年4月
論文

研究動向一覧表

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第111号　2021年10月
論文

研究動向一覧表

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第110号　2021年4月
論文

研究ノート

日本大学理工学部一般教育教室彙報　第112号　2022年4月
研究ノート
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