
本学学位取得者

授与年月日 番　号 学位の種類 論文題目 氏　名 備考

大正12年7月9日 第１号 古事記に於ける特殊なる訓法の研究 三矢　重松

昭和6年10月27日 第２号 御成敗式目硏究 植木　直一郎

昭和6年10月27日 第３号 國學の硏究 河野　省三

昭和7年2月24日 第４号 古代研究國文学篇中、萬葉集に関する研究 折口　信夫

昭和7年2月24日 第５号 改撰標準日本文法中、第三編詞の本性論 松下　大三郎

昭和17年3月19日 第６号 助動詞の研究 松尾　捨治郎

昭和18年11月5日 第７号 古代に於ける朝儀の祭祀に就きて 佐伯　有義 "祀"は「ネ」に「巳」

昭和23年5月22日 第８号 現代語法の特質とその歴史性 今泉　忠義

昭和23年5月22日 第９号 日本藝能史に於ける鎮魂要素 西角井　正慶

昭和23年5月22日 第１０号 祭祀遺蹟の研究 大場　磐雄 "祀"は「ネ」に「巳」

昭和24年10月29日 第１１号 中世の謠物に関する研究 岩橋　小彌太

昭和25年12月13日 第１２号 巫系文學小考－楚辭を中心として－ 藤野　岩友 "藤"の草冠は「++」のように真ん中で離れたもの

昭和25年12月13日 第１３号 日本書紀寶劔出現章の研究 高崎　正秀

昭和25年12月25日 第１４号
中世のアラビヤ人が初めて東方に傳へた龍
涎香とジャスミン

山田　憲太郎

昭和25年12月25日 第１５号
上代特殊假名遣の音韻的基礎と其の崩壞
の過程

安田　喜代門

昭和26年4月11日 第１６号 南北朝御歴代天皇御事蹟の研究 村田　正志

昭和26年4月11日 第１７号 明治初世に於ける國學の展開 藤井　貞文 "藤"の草冠は「++」のように真ん中で離れたもの

昭和26年4月11日 第１８号 諸司領の研究 奥野　高廣

昭和26年4月11日 第１９号 近世神道教育史攷 岸本　芳雄

昭和26年11月15日 第２０号 日本古刀史 本間　順治

昭和27年7月10日 第２１号 茶道ノ大成 桑田　忠親

昭和27年7月10日 第２２号 座の研究 小野　祖敎

昭和28年12月15日 第２３号 神道研究序論 安津　素彦

昭和28年12月15日 第２４号
江戸時代初期道徳史の一考察－錦里文集
の研究－

木下　一雄

昭和28年12月15日 第２５号 琉球諸島言語の國語學的研究 宮良　當壯

昭和30年3月10日 第２６号 日本石器時代奘身具の研究 樋口　清之

昭和30年7月11日 第２７号 日本宗教の発生に関する一試論 西田　長男

昭和32年3月11日 第２８号 火砲の起原とその傳流 有馬　成甫

昭和32年3月11日 第２９号
明治初年における「旧弊取直し」運動とその
歷史的意義
－「豆州内浦漁民史料」の研究－

祝　宮靜

昭和32年3月11日 第３０号 石塚龍磨の研究 小山　正

昭和32年3月29日 第３１号 文學・音楽両方面より見た日本歌謠の研究 今井　通郎

昭和32年3月29日 第３２号 表現漸移相の國語學的研究 宮地　幸一

昭和33年3月29日 第３３号 日本語音調の研究 平山　輝男

昭和33年3月29日 第３４号 風俗から見た初期繪巻物の研究 鈴木　敬三

昭和33年3月29日 第３５号 切字の研究 淺野　信

昭和33年4月3日 第３６号 日本石材工藝史 川勝　政太郎

昭和34年2月20日 第３７号 二宮尊德研究－二宮尊德の体験と思想－ 佐々井　信太郎

昭和35年1月18日 第３８号 渤海国史及び日本との国交史の研究 新妻　利久
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昭和35年1月18日 第３９号
古代和歌における叙景詩的要素の史的考
察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
詠物的傾斜を中心にして－

土田　知雄

昭和35年2月25日 第４０号 中世文学の形成と発展 荒木　良雄

昭和35年4月12日 第４１号 記紀歌謠論 相磯　貞三

昭和35年4月15日 第４２号 神宮の創祀と発展 田中　卓 "祀"は「ネ」に「巳」

昭和35年4月15日 第４３号 中世神道の研究 久保田　収

昭和35年4月15日 第４４号 神道祭祀の研究 岩本　德一 "祀"は「ネ」に「巳」

昭和35年5月23日 第４５号 御紋康継の研究 佐藤　貫一

昭和35年5月23日 第４６号 稲荷信仰研究序説 近藤　喜博

昭和35年5月23日 第４７号 大神宮史要 大西　源一

昭和35年6月28日 第４８号 御湯殿上日記の研究 是澤　恭三

昭和35年6月28日 第４９号
日露戦後より大正中期にいたる対満蒙問題
の歴史的考察

栗原　健

昭和35年6月28日 第５０号 神祇制度史の基礎的研究 梅田　義彦 "祇"は「ネ」に「氏」

昭和35年8月13日 第５１号 書籍館の研究 草野　正名

昭和35年8月13日 第５２号 神道思想とその研究者たち 渡邊　國雄

昭和35年10月21日 第５３号 日本宗教思想史の一考察 戸田　義雄

昭和35年10月21日 第５４号 実存哲学の根本問題－ヤスパース研究－ 草薙　正夫

昭和35年10月21日 第５５号 アイヌ叙事詩神謠・聖傳の研究 久保寺　逸彦

昭和35年10月21日 第５６号 傾城淺間獄論攷 細川　清

昭和35年10月21日 第５７号 林業史の研究 所　三男

昭和35年10月21日 第５８号 和歌用語の研究 佐伯　仁三郎

昭和35年10月21日 第５９号 古代厠攷 李家　正文

昭和36年1月19日 第６０号 日本精神史に於ける一問題 関根　文之助

昭和36年1月19日 第６１号 國語文法學の主題 島　正三

昭和36年1月19日 第６２号 條約改正論の歴史的研究 稲生　典太郎

昭和36年1月19日 第６３号 日本文学構造論 中塩　清之助

昭和36年1月19日 第６４号 媽祖研究 李　献璋

昭和36年1月19日 第６５号 平安時代文学の研究 佐藤　謙三

昭和36年1月19日 第６６号 源氏物語の文法　－特に文章論について－ 田邊　正男

昭和36年1月19日 第６７号 明治前日本造兵史 齋藤　直芳

昭和36年1月19日 第６８号 踐祚大嘗祭の研究 田中　初夫 "祚"は「ネ」に「乍」

昭和36年1月19日 第６９号 古代東山道の研究 一志　茂樹

昭和36年3月17日 第７０号
日本文芸史の方法序説－その学史的展望
と諸学派の批判－

内野　吾郎

昭和36年3月17日 第７１号 漢詩の聲律的研究 斎藤　晌

昭和36年3月17日 第７２号 日本古典文学の巫祝性の研究 鵜殿　正元

昭和36年3月17日 第７３号 横穴古墳の編年研究 赤星　直忠

昭和36年3月17日 第７４号 枕草子の研究－素材とその表現－ 池田　正俊

昭和36年3月17日 第７５号 日本歌謠の文学史的民俗学的考察 臼田　甚五郎
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昭和36年3月17日 第７６号 中世鎌倉の研究 高柳　光壽

昭和36年3月17日 第７７号 萬葉集の地名と傳承 今井　福治郎

昭和36年3月17日 第７８号 語り物文芸の発生 角川　源義

昭和36年3月31日 第７９号 蔵王権現の研究 佐藤　虎雄

昭和36年3月31日 第８０号 民族文学の成立に関する基盤的研究 三谷　榮一

昭和36年3月31日 第８１号 八代集用語の表現学的研究 丸山　嘉信

昭和36年5月18日 第８２号 神話時代の設定に関する考察 中島　悦次

昭和36年5月18日 第８３号
帰化人の研究－京畿における分布と繁衍に
ついて－

今井　啓一

昭和36年5月18日 第８４号 服飾上より見たる近世女性風俗 遠藤　武

昭和36年5月18日 第８５号 神生誕発想胎生因子の研究 石上　堅

昭和36年9月5日 第８６号 天岩戸神話の研究 柳井　己酉朔

昭和36年9月5日 第８７号 九州古代文化の考古学的研究 森　貞次郎

昭和36年9月5日 第８８号
神祇信仰の民俗学的研究－能登を中心とし
て－

小倉　學 "祇"は「ネ」に「氏」

昭和36年10月26日 第８９号
東大寺の創立とその伽籃に関する史学的研
究

山本　榮吾

昭和36年10月26日 第９０号 国語助詞の研究 此島　正年

昭和36年10月26日 第９１号 醍醐寺五重塔の落書 伊東　卓治

昭和36年12月26日 第９２号 参天台五臺山記の研究 島津　草子

昭和36年12月26日 第９３号 国府及び郷の研究 丸茂　武重

昭和37年3月13日 第９４号 神社祭祀の研究 宮地　治邦 "祇"は「ネ」に「氏」

昭和37年3月13日 第９５号 本邦小詞の研究 岩崎　敏夫

昭和37年3月13日 第９６号 萬葉集歌語の研究 賀古　明

昭和37年3月31日 第９７号 中国古代葬礼と文学 西岡　弘

昭和37年3月31日 第９８号 助動詞『です』の発達について 吉川　泰雄

昭和37年3月31日 第９９号
王朝時代に於ける歌壇の趨勢について－道
長を中心としたる－

杉崎　重遠

昭和37年3月31日 第１００号 宗教社会学序論 小口　偉一

昭和37年3月31日 第１０１号 誰－顔の形而上学 速水　敬二

昭和37年3月31日 第１０２号 源氏物語の包含する語法・用語例の研究 橘　誠

昭和37年3月31日 第１０３号 古代芸能と発生過程とその芸能観 上野　正澄

昭和37年3月31日 第１０４号 日本文法論 德田　政信

昭和37年3月31日 第１０５号 明治大正出版文化史 岡野　他家夫

（新制）

昭和39年11月4日 名誉博士第１号 [アメリカ]チャールズ・B・ファーズ

昭和47年5月18日 名誉博士第２号 富岡　盛彦

昭和47年9月27日 名誉博士第３号 [ドイツ]ヘルベルト・ツアッヘルト

昭和49年5月15日 名誉博士第４号 吉井　良尚

昭和52年3月8日 名誉博士第５号 木下　祝夫

昭和40年10月6日 甲文第１号 女房詞の研究 國田　百合子

昭和55年2月27日 甲法第１号
法学の科学性をめぐる問題
－ハンス・ケルゼンの所論を中心として－

柳沢　謙次
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昭和58年3月14日 甲経第１号 19世紀イギリス資本輸出研究 應和　邦昭

昭和58年3月14日 甲経第２号
イギリス小売商業の史的研究－産業革命期
の小売経営－

徳島　達朗

昭和39年7月1日 乙文第1号 神道美術の研究 景山　春樹

昭和39年7月1日 乙文第2号
古今伝授史之研究
－特にその前期歌学相伝史に関する研究
－

横井　金男

昭和40年6月30日 乙文第3号 上代日本人の思考 森田　康之助

昭和41年2月9日 乙文第4号 萬葉風土の研究 堀内　民一

昭和42年4月26日 乙文第5号 上代神道史の研究 西山　德

昭和42年6月28日 乙文第6号 昭和短歌史 木俣　修二

昭和43年10月18日 乙文第7号 明治前期地方制度史研究 杉谷　昭

昭和44年7月2日 乙文第8号 井戸の研究 山本　博

昭和45年5月13日 乙文第9号
役者評判記攷－役者口三味線を中心として
－

平尾　美都子

昭和45年7月1日 乙文第10号 饗宴の研究（文学編） 倉林　正次

昭和45年7月1日 乙文第11号 古代文学序説－記紀と古代〈芸能＝劇〉－ 尾畑　喜一郎

昭和45年10月27日 乙文第12号 前方後円墳の型式学的研究 上田　宏範

昭和45年10月27日 乙文第13号 上代政治社会の研究 林　陸朗

昭和45年10月27日 乙文第14号 流水文銅鐸の研究 三木　文雄

昭和46年5月14日 乙文第15号 女性和歌の史的研究 長澤　美津

昭和46年5月14日 乙文第16号 東洋思想と西洋思想－比較思想序論 三枝　充悳

昭和46年10月1日 乙文第17号 仏教歌謡の研究 武石　彰夫

昭和46年12月1日 乙文第18号 近代文学者とキリスト教思想 辻橋　三郎

昭和47年2月29日 乙文第19号 柿本人麿の研究 尾崎　暢殃

昭和47年6月7日 乙文第20号
日本文學伝承論－〈物語性〉成立課程への
追求－

乗岡　憲正

昭和47年6月30日 乙文第21号 日本神話の形成 松前　健

昭和47年9月13日 乙文第22号 朝鮮シャーマニズムの歴史・構造的特質 柳　東植

昭和47年11月10日 乙文第23号 古代文学の構想－万葉集の卋界－ 大久間　喜一郎

昭和47年11月10日 乙文第24号 大中臣家の歌人群 保坂　みやこ

昭和48年5月9日 乙文第25号 万葉集東歌研究 櫻井　満

昭和48年5月30日 乙文第26号 王朝歌物語の研究 中田　武司

昭和48年10月24日 乙文第27号 日本古代官位制度の基礎的研究 渡辺　直彦

昭和48年12月18日 乙文第28号 古事記説話の研究 菅野　雅雄

昭和49年3月23日 乙文第29号 宴曲の研究 乾　克己

昭和49年7月10日 乙文第30号 古代祭祀伝承の研究 山上　伊豆毋

昭和49年12月3日 乙文第31号 日本語の文法機能に関する体系的研究 山崎　良幸

昭和50年4月23日 乙文第32号
中國の文學・藝能の能樂に及ぼした影響の
研究

石田　博

昭和50年5月28日 乙文第33号 稲作儀礼の研究 伊藤　幹治

昭和50年5月28日 乙文第34号 平安時代文学語彙の研究 原田　芳起 "芳"の草冠は「++」のように真ん中で離れたもの

昭和50年12月10日 乙文第35号 「古鈔本寶物集」の研究 小泉　弘

昭和51年3月2日 乙文第36号 古事記校訂の研究 小野田　光雄
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昭和51年3月16日 乙文第37号 民俗芸能史研究 三隅　治雄

昭和51年3月25日 乙文第38号
里神楽の成立に関する研究
－主として中国・四国・九州地方の神楽を対
象にして－

石塚　尊俊

昭和51年12月22日 乙文第39号 日本の俗信 井之口　章次

昭和52年1月26日 乙文第40号 中世説話文学論序説 春田　宣

昭和52年3月26日 乙文第41号 近江宗教彫刻論 宇野　茂樹

昭和52年3月26日 乙文第42号 和歌文学発生史論 阿部　正路

昭和52年3月26日 乙文第43号 田植歌謡と儀礼の研究 渡邊　昭五

昭和52年3月31日 乙文第44号
初期室町幕府における一門守護の研究
－管領制成立課程を中心に－

小川　信

昭和52年6月1日 乙文第45号 『おもろさうし』の研究 外間　守善

昭和52年11月2日 乙文第46号
南蛮服飾の研究－西洋衣服の日本衣服文
化に与えた影響－

丹野　郁

昭和52年12月7日 乙文第47号 近世演劇の研究 田井　庄之助

昭和52年12月7日 乙文第48号 柿本人麻呂研究－歌集非略体歌論－ 渡瀬　昌忠

昭和53年3月31日 乙文第49号 王朝文學の傳承構造論的研究 小林　茂美

昭和53年6月28日 乙文第50号 戦国武士と文芸の研究 米原　正義

昭和53年6月28日 乙文第51号 山鹿素行兵法学の史的研究 石岡　久夫

昭和53年6月28日 乙文第52号 慈鎮和尚及び拾玉集の研究 間中　冨士子

昭和54年10月11日 乙文第53号 藤原定家明月記の研究 辻　彦三郎

昭和54年3月31日 乙文第54号 能の研究 金井　清光

昭和54年7月4日 乙文第55号 古代文学の発生　序説－まつりとうたと－ 小金丸　研一

昭和54年7月18日 乙文第56号 奈良朝食生活の研究 関根　真隆

昭和55年7月9日 乙文第57号 源氏物語に於ける霊魂信仰の研究 三苫　浩輔

昭和56年1月28日 乙文第58号 古事記及び日本書紀の表記の研究 野口　武司

昭和56年1月28日 乙文第59号 日本地名伝承論 池田　末則

昭和56年7月8日 乙文第60号 奄美説話の研究 山下　欣一

昭和57年1月27日 乙文第61号 古代玉作形成史の研究 寺村　光晴

昭和57年1月27日 乙文第62号
日・韓文法論の比較研究－松下文法の成立
を中心に－

郭　永喆

昭和57年1月27日 乙文第63号 大鏡研究序説 保坂　弘司

昭和57年12月1日 乙文第64号 國學の研究－草創期の人と業績－ 上田　賢治

昭和58年3月31日 乙文第65号 直毘霊論争に関する基礎的研究 小笠原　春夫

昭和58年6月18日 乙文第66号 悲秋文学小考 浅野　通有

昭和58年7月13日 乙文第67号 韓・日古代歌謡の比較研究 宋　皙來

昭和58年12月14日 乙文第68号 戦国・織豊期の社会と文化 下村　效

昭和58年12月21日 乙文第69号 洞門抄物と国語研究 金田　弘

昭和59年10月3日 乙文第70号 稲を選んだ日本人－民俗的思考の世界－ 坪井　洋文

昭和59年11月28日 乙文第71号 中世近世歌謡の研究 真鍋　昌弘

昭和59年12月19日 乙文第72号 芭蕉・其角論 今泉　準一

昭和60年1月16日 乙経第1号 近代日本経済思想史研究 塚谷　博通

昭和60年1月30日 乙文第73号 神道集説話の成立 福田　晃
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昭和60年2月27日 乙文第74号 室町藝能史論攷 德江　元正

昭和60年3月20日 乙文第75号 和歌文学における美意識の発生と展開 大岩　徳二

昭和60年3月20日 乙文第76号 昔話伝承の研究 野村　純一

昭和60年6月26日 乙文第77号 中国古代中世文学発想論 吹野　安

昭和60年11月6日 乙文第78号 近世対外関係史の研究 中田　易直

昭和61年3月5日 乙文第79号 神道津和野教学の研究 加藤　隆久

昭和61年3月5日 乙文第80号 柳文研究序説 新海　一

昭和61年6月4日 乙文第81号 ものがたり研究序説　伝承史的方法論 廣川　勝美

昭和61年11月5日 乙文第82号 中世武家儀礼の研究 二木　謙一

昭和62年7月15日 乙文第83号 古代対外関係史の研究 鈴木　靖民

昭和62年10月7日 乙文第84号 心意伝承の研究（芸能篇） 上原　輝男

昭和62年11月18日 乙文第85号 萬葉假名の研究 大野　透

昭和63年1月27日 乙文第86号 出雲国造火継ぎ神事の研究 平井　直房

昭和63年7月13日 乙法第1号 日本律の基礎的研究 高塩　博

昭和63年10月12日 乙文第87号 中日古代歌謡の比較文学的研究 翁蘇　倩卿 "倩"の円は「月」

平成元年3月8日 乙文第88号 古代蝦夷の研究 北構　保男

平成元年7月5日 乙文第89号
朝鮮民族文化の研究
－朝鮮の基層文化とその源流をめぐって－

依田　千百子

平成元年10月4日 乙文第90号
平安時代敬語法の研究－「かしこまり語法」
とその周辺－

杉崎　一雄

平成元年12月6日 乙文第91号 日本近代歌謡の実証的研究 西沢　爽

平成元年12月6日 乙文第92号
日中関係と外政機構の研究－大正・昭和期
－

馬場　明

平成2年3月5日 乙法第2号
フランス刑事訴訟における予審の機能
－予審制度の成立と展開－

高内　寿夫

平成2年10月24日 乙文第93号 神道の生死観－神道思想と「死」の問題－ 安蘇谷　正彦

平成3年3月7日 乙経第2号 日本 低賃金制史研究 小越　洋之助

平成3年3月13日 乙文第94号 藤原佐理研究 中島　壤治

平成3年3月13日 乙文第95号 森鷗外論考 長谷川　泉

平成3年6月19日 乙文第96号 和泉式部日記論攷第二 森田　兼吉

平成3年6月19日 乙文第97号 上代漢詩文と中国文学 波戸岡　旭

平成3年7月3日 乙文第98号 奄美民謡とその周辺 内田　留里子

新制度

平成4年1月29日 文乙第99号 民俗学 道祖神信仰論 倉石　忠彦

平成4年4月22日 文乙第100号 歴史学 律令地方財政史の研究 山里　純一

平成4年5月6日 法乙第3号 法学
ドイツ連邦共和国検事の刑事訴訟法におけ
る非当事者性と公益代表者性

田和　俊輔

平成4年5月27日 文乙第101号 宗教学 教派神道の形成 井上　順孝

平成4年10月28日 文乙第102号 民俗学 医療民俗学論 根岸　謙之助

平成4年11月25日 文乙第103号 歴史学 徳川将軍政治権力の研究 深井　雅海

平成5年1月27日 文乙第104号 神道学 国内神名帳の研究 三橋　健

平成5年2月24日 文乙第105号 文学 荷田春満書入古事記とその研究 中村　啓信

平成5年3月2日 文乙第106号 歴史学 薩琉関係史の研究 喜捨場　一隆
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平成5年10月20日 文乙第107号 民俗学 年中行事の研究 田中　宣一

平成5年11月17日 文乙第108号 文学 源氏物語の精神史研究 林田　孝和

平成6年2月22日 経乙第3号 経済学 プルードンと現代 藤田　勝次郎

平成6年3月2日 文乙第109号 歴史学 縄文土器の研究 小林　達雄

平成6年6月22日 文乙第110号 文学 日本呉音の研究 小倉　肇

平成6年7月6日 法乙第4号 法学
日本近代「家」制度の研究
－乃木伯爵家問題を通じて－

井戸田　博史

平成6年10月26日 文乙第111号 文学 日本民俗歌謡の研究 須藤　豊彦 "藤"の草冠は「++」のように真ん中で離れたもの

平成6年11月30日 文乙第112号 神道学 神道指令の研究 大原　康男

平成6年11月30日 文乙第113号 歴史学 古墳時代寿陵の研究 茂木　雅博

平成6年11月30日 文乙第114号 歴史学
東アジア兵器交流史の研究
－15～17世紀における兵器の受容と伝播－

宇田川　武久

平成6年12月7日 文乙第115号 歴史学 近世前期の幕領支配と村落 佐藤　孝之

平成6年12月7日 文乙第116号 文学 源氏物語論－聖空間の構造－ 小山　利彦

平成7年1月25日 文乙第117号 文学 源氏物語の敬語法 大久保　一男

平成7年2月22日 経乙第4号 経済学 ミル『論理学体系』の形成 矢島　杜夫

平成7年2月22日 経乙第5号 経済学 新版流通費用とサービスの理論 大吹　勝男

平成7年3月2日 文乙第118号 文学 国語助詞論攷 岡崎　正継

平成7年3月18日 文甲第2号 文学 延年の芸能史的研究 松尾　恒一

平成7年3月18日 文甲第3号 歴史学 日本古代計画道路の研究 中村　太一

平成7年5月24日 文乙第119号 神道学 国家神道形成過程の研究 阪本　是丸

平成7年6月21日 文乙第120号 歴史学 平安時代の国家と祭祀 岡田　莊司

平成7年7月5日 文乙第121号 歴史学 天神信仰史の研究 眞壁　俊信

平成7年10月14日 文乙第122号 歴史学 日本古代社会生活史の研究 関　和彦

平成7年11月8日 文乙第123号 歴史学 古代王権と県・県主制の研究 小林　敏男

平成7年11月8日 文乙第124号 民俗学 摘田稲作の民俗学的研究 小川　直之

平成7年11月8日 文乙第125号 歴史学 博物館学及び博物館の歴史的研究 加藤　有次

平成7年12月20日 文乙第126号 歴史学 江戸幕府治水政策史の研究 大谷　貞夫

平成8年1月17日 文乙第127号 文学 古事記研究－歌と神話の文学的表現－ 青木　周平

平成8年1月17日 文乙第128号 文学 仏教歌謡研究 鈴木　佐内

平成8年1月17日 文乙第129号 歴史学 近世社会の支配と構造 大舘　右喜

平成8年1月17日 法乙第5号 法学 井上毅研究 木野　主計

平成8年3月5日 文乙第130号 文学 物語史研究 豊島　秀範

平成8年3月5日 文乙第131号 民俗学 祭礼文化史の研究 福島　敏男

平成8年3月5日 文乙第132号 文学 王朝物語史の研究 室伏　信助

平成8年3月19日 文甲第4号 文学 島崎藤村研究 林　盛奎

平成8年3月19日 文甲第5号 文学 神楽の芸能民俗的研究 久保田　裕道

平成8年3月19日 文甲第6号 歴史学 先史東南中国の地域文化研究 後藤　雅彦

平成8年3月19日 文甲第7号 歴史学 横穴の研究－横穴の構造とその背景－ 米川　仁一

平成8年3月19日 文甲第8号 歴史学 渡来人と日本古代国家 田中　史生
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平成8年4月24日 文乙第133号 文学 『山海経』の基礎的研究 松田　稔

平成8年6月19日 文乙第134号 宗教学 神社復祀の研究 櫻井　治男

平成8年7月17日 文乙第135号 文学 補助用言に関する研究 中村　幸弘

平成8年7月17日 文乙第136号 神道学 神宮式年遷宮の歴史と祭儀 中西　正幸

平成8年10月23日 文乙第137号 民俗学 人形道祖神－境界神の原像－ 神野　善治

平成8年12月4日 文乙第138号 歴史学 近代日本と幕末外交文書編纂の研究 田中　正弘

平成9年1月29日 法乙第6号 法学 韓國刑事法改正の動向と問題点 李　漢教

平成9年3月6日 経乙第6号 経済学
ドル体制とNAFTA〔中枢＝周辺関係の現代
的構図〕

髙懸　雄治

平成9年3月19日 文甲第9号 神道学 カトリックと神道における罪理解の比較研究 ファレロ　フォルゴソ　アルフォンソ

平成9年3月19日 文甲第10号 文学 谷崎潤一郎の研究 呉　秉禹

平成9年3月19日 文甲第11号 文学 柿本人麻呂研究－文芸と文化の間－ 姜　容慈

平成9年3月19日 文甲第12号 歴史学 縄文時代の地域生活史 山本　典幸

平成9年3月19日 文甲第13号 歴史学 縄文土器文様の研究 胡　江

平成9年6月25日 文乙第139号 歴史学 日本近世の法と民衆 黒瀧　十二郎

平成9年6月25日 文乙第140号 歴史学 古代の倭国と朝鮮諸国 鈴木　英夫

平成9年7月9日 文乙第141号 歴史学
昭和戦前期における国家と社会
－帝国主義戦争下の中堅農民の対応－

南　相虎

平成9年10月22日 文乙第142号 民俗学
奄美歌掛けのディアローグ
～あそび・ウワサ・死

酒井　正子

平成9年11月19日 法乙第7号 法学
社会契約説と人類学　－ジョン・ロックから
ジョン・ミラーへ－

永山　了平

平成9年11月26日 文乙第143号 神道学 維新期天皇祭祀の研究 武田　秀章

平成10年1月28日 文乙第144号 歴史学 古代寺院造営の研究 森　郁夫

平成10年3月4日 文乙第145号 歴史学 日本近世国家の権威と儀礼に関する研究 大友　一雄

平成10年3月19日 文甲第14号 文学
源氏物語の表現構造の研究
－音楽関連描写における主題の展開－

森野　正弘

平成10年3月19日 文甲第15号 文学 『日本書紀』神代巻の基礎的研究 松田　信彦

平成10年3月19日 文甲第16号 文学 真字熱田本平家物語の語学的研究 周　敏西

平成10年5月13日 文乙第146号 神道学 近代政教関係の基礎的研究 新田　均

平成11年1月27日 法乙第8号 法学 国際法上の自決権 中野　進

平成11年1月27日 文乙第147号 宗教学 戦後の社会変動と神社神道 石井　研二

平成11年3月4日 文乙第148号 歴史学 渤海と古代の日本 酒寄　雅志

平成11年3月6日 経乙第7号 経済学
為替相場制度研究－対外政府支出との関
係から－

吉田　真広

平成11年3月19日 文甲17号 文学 古代日本語における副助詞の研究 小桺　智一

平成11年3月19日 文甲18号 歴史学 加耶と東アジア諸国 李　鎔賢

平成11年3月19日 文甲19号 歴史学 戦国大名の政治と宗教 横田　光雄

平成11年3月19日 文甲20号 歴史学 琉球縄文文化の基礎的研究 伊藤　慎二

平成11年3月19日 文甲21号 歴史学
縄文時代前期古奥東京湾沿岸域における
集落と生業そして社会

小川　岳人

平成11年3月19日 文甲22号 歴史学 中国古代北方系青銅器文化の研究 三宅　俊彦

平成11年3月19日 法甲第2号 法学 小野梓と西洋政治思想 胡　慧娟

平成11年6月23日 文乙第149号 民俗学 対馬の信仰と説話の研究 岡田　啓助

平成11年7月7日 文乙第150号 文学 音喩論　古代和歌の表現と技法 近藤　信義
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平成11年12月15日 文乙第151号 文学 新編　琉球方言助詞の研究 野原　三義

平成11年12月15日 文乙第152号 歴史学 慶安御触書成立試論 山本　英二

平成12年2月18日 文乙第153号 宗教学 日本の深層文化と宗教 津城　寛文

平成12年2月18日 文乙第154号 歴史学 博物館展示に関する歴史的研究 青木　豊

平成12年3月4日 文乙第155号 歴史学 近代武家社会の形成と構造 根岸　茂夫

平成12年3月4日 文乙第156号 歴史学
石槍の研究
－旧石器時代から縄文時代初頭期にかけて
－

白石　浩之

平成12年3月7日 法乙第9号 法学
近代フランス刑事法における自由と安全の
史的展開

平野　泰樹

平成12年3月18日 文甲第23号 文学 山上憶良の研究 裵　正雄

平成12年3月18日 文甲第24号 歴史学 渤海と古代東アジア 馬　一虹

平成12年3月18日 文甲第25号 歴史学 北方社会の交流と古代国家 簑島　栄紀

平成12年3月18日 文甲第26号 歴史学 微小動物遺存体の研究 加納　哲哉

平成12年3月18日 文甲第27号 歴史学 古代中国銅鏡の研究 時雨　彰

平成12年3月18日 文甲第28号 歴史学 古代墨書土器の考古学的研究 荒木　志伸

平成12年3月18日 文甲第29号 歴史学 古代中国都城と日本早期都城の比較研究 朱　岩石

平成12年3月18日 経甲第3号 経済学
欧州単一通貨ユーロの貨幣・信用論的考察
－ECUからユーロへ－

草野　由美子

平成12年3月18日 経甲第4号 経済学

A Consideration of Postal Savings System
in Cambodia
-Study the Experiences of Postal Savings
Serｖices in Japan-
カンボジアへの郵便貯金制度の導入
－日本の郵便貯金制度を参考として－

リー・ソックヘン

平成12年4月26日 文乙第157号 歴史学 幕藩制市場と藩財政 見瀬　和雄

平成12年11月29日 文乙第158号 民俗学 南島歌謡の研究 狩俣　恵一

平成13年1月24日 文乙第159号 歴史学 大津京跡の研究 林　博通

平成13年2月15日 法乙第10号 法学 明治時代の未遂論について 中野　正剛

平成13年2月15日 法乙第11号 法学 日本中世法書の研究 長又　高夫

平成13年3月7日 文乙第160号 歴史学 中世後期の社寺と経済 鍛代　敏雄

平成13年3月19日 文甲第30号 宗教学
カトリック教会と神道に於ける現存在世界観
の比較研究

李　徳根

平成13年3月19日 文甲第31号 文学 音訓混ぜ読み語の研究 朴　善玉

平成13年3月19日 文甲第32号 文学 中世語法の史的研究 吉田　永弘

平成13年3月19日 文甲第33号 歴史学
遼代契丹の考古学研究
－墓葬及び出土遺物を中心に

今野　春樹

平成13年3月19日 文甲第34号 歴史学 縄文時代の貯蔵穴 坂口　隆

平成13年3月19日 文甲第35号 歴史学 日本の古代社会と思想の諸相 エリシェフ・アナトリィ

平成13年3月19日 経甲第5号 経済学
アメリカのEITC（勤労所得税額控除）と所得
再配分

根岸　毅宏

平成13年4月25日 文乙第161号 文学 台湾における道教儀礼の研究 浅野　春二

平成13年5月9日 文乙第162号 文学 中世古典学の書誌学的研究 武井　和人

平成13年7月11日 文乙第163号 文学 能の主題と役造型 西村　聡

平成13年7月11日 文乙第164号 歴史学 日本の近現代博物館史論 金山　喜昭

平成13年11月28日 文乙第165号 文学 平安女流文学の表現 針本　正行

平成13年11月28日 文乙第166号 歴史学 古墳時代の祭祀の研究 杉山　林繼

- 9 -



本学学位取得者

授与年月日 番　号 学位の種類 論文題目 氏　名 備考

平成13年11月28日 文乙第167号 歴史学 中国北部の旧石器文化 加藤　真二

平成14年3月6日 文乙第168号 歴史学
東北アジアの古代社会－極東の鉄器時代
－

臼杵　勳

平成14年3月6日 文乙第169号 文学 国学者多田義俊南嶺の研究 古相　正美

平成14年3月6日 文乙第170号 文学 定家仮名遣の研究 遠藤　和夫

平成14年3月6日 文乙第171号 文学 平安語法論考 碁石　雅利

平成14年3月6日 文乙第172号 宗教学 平安時代の宮廷祭祀と神祇官人 藤森　馨

平成14年3月6日 文乙第173号 文学 古代文学の主題と構想 山田　直已

平成14年3月18日 文甲第36号 文学 中世叡山説話研究序説 松田　宣史

平成14年3月18日 文甲第37号 文学 近代日本語資料の書誌と国語研究 淺川　哲也

平成14年3月18日 文甲第38号 歴史学
中国新石器時代における食品加工具の考
古学的研究

加藤　里美

平成14年3月18日 文甲第39号 歴史学 東アジアの中期旧石器時代 折茂　克哉

平成14年3月18日 文甲第40号 歴史学 石器とヒトの動態誌 仲田　大人

平成14年3月18日 文甲第41号 歴史学
戦後初期における日本と朝鮮半島の関係
－吉田茂内閣時代の日韓関係を中心に－

安　成日

平成14年3月18日 文甲第42号 歴史学
終氷期末の細石刃石器群とその適応戦

略
堤　隆

平成14年3月18日 法甲第3号 法学 明法道の総論的研究 瀬賀　正博

平成14年3月18日 経甲第6号 経済学
香港のカレンシーボード制に関する一考察
－「過渡期」における通貨政策の対米ドル依
存とその限界－

承　怡清

平成14年4月17日 文乙第174号 歴史学 日本渤海関係史の研究 石井　正敏

平成14年6月26日 文乙第175号 文学 伊勢物語の文藝史的研究 原　國人

平成14年11月27日 経乙第8号 経済学 円高・円安とバブル経済の研究 松本　朗

平成15年1月22日 文乙第176号 歴史学 日中関係と日本海軍 樋口　秀実

平成15年1月22日 文乙第177号 文学 中唐詩壇の研究 赤井　益久

平成15年1月22日 文乙第178号 文学 大伴家持と奈良朝和歌 吉村　誠

平成15年1月22日 文乙第179号 文学 平家物語の形成と琵琶法師 砂川　博

平成15年1月22日 文乙第180号 文学 浦島伝説の研究 林　晃平

平成15年2月22日 文乙第181号 文学 「意味」の国語学 岩下　裕一

平成15年2月22日 文乙第182号 文学 中古接尾語論考 南　芳公

平成15年3月5日 文乙第183号 歴史学 九州弥生文化の研究 栁田　康雄

平成15年3月5日 文乙第184号 歴史学 古代東国の考古学的研究 髙橋　一夫

平成15年3月22日 文甲第43号 文学 近・現代敬語に関する研究 李　炳萬

平成15年3月22日 文甲第44号 文学 近世俳諧説話の研究 伊藤　龍平

平成15年3月22日 文甲第45号 文学
『日本書紀』の作品論的研究
－人物造形のあり方を中心に－

大館　真晴

平成15年3月22日 文甲第46号 文学 古代日本語における接続表現の研究 竹部　歩美

平成15年3月22日 文甲第47号 歴史学 古墳築造の研究 青木　敬

平成15年6月25日 文乙第185号 歴史学 集落遺構からみた南関東の弥生社会 久世　辰男

平成15年7月16日 文乙第186号 民俗学
沖縄の祭祀伝承の研究－儀礼・神歌・語り
－

畠山　篤

平成15年10月8日 文乙第187号 神道学 大国隆生の研究 松浦　光修

平成15年10月8日 文乙第188号 民俗学 遠野昔話の民俗誌的研究 吉川　祐子
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平成15年12月17日 文乙第189号 歴史学 近世公家社会の研究 橋本　政宣

平成15年12月17日 文乙第190号 文学 古代の歌と叙事文芸史 居駒　永幸

平成16年1月21日 文乙第191号 歴史学 中世久我家と久我家領荘園 岡野　友彦

平成16年1月21日 文乙第192号 文学 民間説話の民俗学的研究 花部　英雄

平成16年3月8日 文乙第193号 宗教学 災害と怪異現象の思想史 米井　輝圭

平成16年3月8日 文乙第194号 文学 明治時代語論考 村山　昌俊

平成16年3月8日 文乙第195号 文学 日中説話の比較研究 繁原　央

平成16年3月8日 法乙第12号 法学
戦後日本外交における対米・対中関係の交
錯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池
田～田中内閣期

池田　直隆

平成16年3月20日 文甲第48号 宗教学 朝鮮・台湾総督府下神社祭神の研究 菅　浩二

平成16年3月20日 文甲第49号 文学 言文一致文体の研究と二葉亭四迷の語法 朴　善述

平成16年3月20日 文甲第50号 文学 狂言資料による補助用言の研究 淺川　凡子

平成16年3月20日 文甲第51号 文学 天孫降臨神話の研究－日神信仰の軌跡－ 崔　元載

平成16年3月20日 文甲第52号 文学 人獣交渉史の研究 菱川　晶子

平成16年3月20日 文甲第53号 文学 民謡の「場」をめぐる民俗学的研究 長野　隆之

平成16年3月20日 文甲第54号 文学 静御前の伝承と文芸 内藤　浩誉

平成16年3月20日 文甲第55号 文学 中古・中世慣用連語に関する研究 高橋　良久

平成16年3月20日 文甲第56号 文学 近代語尊敬表現の諸相 小林　玲子

平成16年3月20日 文甲第57号 文学 松下大三郎の構文論の研究 鈴木　一

平成16年3月20日 文甲第58号 歴史学 織豊期武家社会における茶会とその構造 竹本　千鶴

平成16年3月20日 文甲第59号 歴史学 近世初頭における日西交流史の研究 的場　節子

平成16年3月20日 文甲第60号 歴史学 豊臣政権の支配秩序と朝廷 矢部　健太郎

平成16年3月20日 文甲第61号 歴史学 縄文時代中期末葉～後期前葉の文化変化 阿部　昭典

平成16年3月20日 文甲第62号 歴史学 古代日本の儀礼と都城空間 王　海燕

平成16年7月21日 文乙第196号 歴史学 地方の豪族と古代の官人 田中　広明

平成16年11月24日 文乙第197号 神道学 近世出雲大社の基礎的研究 西岡　和彦

平成16年11月24日 文乙第198号 歴史学 奥羽列藩同盟の基礎的研究 工藤　威

平成16年11月24日 文乙第199号 文学 源氏物語の新考察－人物と表現の虚実－ 吉海　直人

平成16年11月24日 文乙第200号 文学 河原町の歴史と都市民俗学 森栗　茂一

平成16年11月24日 文乙第201号 民俗学
しぐさの民俗学的研究－呪術的世界と心性
－

常光　徹

平成16年11月24日 文乙第202号 文学 沖縄の祭祀と民俗芸能の研究 大城　学

平成16年11月24日 文乙第203号 民俗学 奄美大島の口承文芸研究 田畑　千明

平成16年11月24日 文乙第204号 文学 古事記生成の研究 志水　義夫

平成16年11月24日 文乙第205号 文学 万葉集の編纂と享受の研究 城﨑　陽子

平成17年3月9日 文乙第206号 文学 源氏物語の准拠と系譜 浅尾　広良

平成17年3月9日 文乙第207号 文学 近世武家言葉の研究 諸星　美智雄

平成17年3月9日 文乙第208号 民俗学 現代供養論考－ヒト・モノ・動植物の慰霊－ 松嵜　憲三

平成17年3月19日 文甲第63号 宗教学 井上毅と明治日本の世俗主義 齊藤　智朗

平成17年3月19日 文甲第64号 宗教学 古代神衹政策史の研究 小林　宣彦

- 11 -



本学学位取得者

授与年月日 番　号 学位の種類 論文題目 氏　名 備考

平成17年3月19日 文甲第65号 文学 羽衣説話研究 韓　明心

平成17年3月19日 文甲第66号 文学 古事記大后物語の研究 山﨑　かおり

平成17年3月19日 文甲第67号 文学 川端康成の研究 金　順熙

平成17年3月19日 文甲第68号 文学 近代における表記意識と文法意識 神作　晋一

平成17年3月19日 文甲第69号 文学 近代日本語史における日本語教科書 伊藤　孝行

平成17年3月19日 文甲第70号 文学 日中民間説話の比較研究 立石　展大

平成17年3月19日 文甲第71号 歴史学
中世東大寺の寺領経営
－周防国における寺領の展開を中心として
－

畠山　聡

平成17年3月19日 文甲第72号 歴史学
近世江戸府内における水産資源利用復元
のための考古学的方法

阿部　常樹

平成17年3月19日 文甲第73号 歴史学 竈をもつ竪穴建物跡の研究 桐生　直彦

平成17年3月19日 文甲第74号 歴史学 近世都市江戸と周辺地域の墓制 田口　哲也

平成17年3月19日 文甲第75号 歴史学
鉄道の博物館の史的変遷と資料の展示・保
存についての研究

江原　岳志

平成17年3月19日 法甲第4号 法学 律令注釈書の研究 宮部　香織

平成17年7月20日 文乙第209号 文学 水都大阪をめぐる都市民俗学 田野　登

平成17年7月20日 文乙第210号 文学 源氏物語　ことばの連環 塚原　明弘

平成17年7月20日 文乙第211号 歴史学 環状集落と縄文社会構造 谷口　康浩

平成17年11月30日 文乙第212号 歴史学 中世公家の家と女性 後藤　みち子

平成17年11月30日 文乙第213号 文学 「神代記」の構想 緒方　惟章

平成17年11月30日 文乙第214号 民俗学
近世山岳信仰の地域的展開
－武州御嶽山・伊予石鎚山を中心にして－

西海　賢二

平成18年1月18日 文乙第215号 歴史学 六波羅探題の研究 森　幸夫

平成18年3月8日 文乙第216号 神道学 荷田春満の国学と神道史 松本　久史

平成18年3月8日 文乙第217号 宗教学 平田国学の宗教社会史的研究 遠藤　潤

平成18年3月8日 文乙第218号 文学 日本方言基礎語彙の研究 久野　マリ子

平成18年3月8日 文乙第219号 民俗学 荒神信仰に見る民俗の地域性に関する研究 高見　寛孝

平成18年3月8日 文乙第220号 歴史学
縄文時代集落の研究
－特に関東・中部地域における縄文集落の
変遷とその構造について－

鈴木　保彦

平成18年3月18日 文甲第76号 神道学
中近世における神社と神祇信仰の基礎的研
究

菊田　龍太郎 "祇"は「ネ」に「氏」

平成18年3月18日 文甲第77号 文学
源氏物語における周縁的世界の研究
－光源氏と周辺人物の交渉－

津島　昭宏

平成18年3月18日 文甲第78号 文学 『古事記』諸本における受容と展開の研究 小林　真美

平成18年3月18日 文甲第79号 文学 齋藤茂吉短歌の研究 市川　庸輔

平成18年3月18日 文甲第80号 文学 志賀直哉文学の研究 魚　繎京

平成18年3月18日 文甲第81号 文学 古代日本語モダリティの研究 青野　順也

平成18年3月18日 文甲第82号 歴史学 中世高野山の社会と信仰 松永　勝巳

平成18年3月18日 文甲第83号 歴史学 中世後期の寺社と勧進聖 太田　直之

平成18年3月18日 文甲第84号 歴史学
海面の領有と資源利用に関する歴史地理学
的研究

橋村　修

平成18年3月18日 文甲第85号 歴史学 室町幕府の東国政策 杉山　一弥

平成18年3月18日 文甲第86号 歴史学 豊臣政権の権力構造と支配秩序 堀越　祐一

平成18年3月18日 文甲第87号 歴史学 近世後期関東地域社会の研究 坂本　達彦
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平成18年3月18日 文甲第88号 歴史学 8～10世紀、東アジア世界の交易研究 李　侑珍

平成18年3月18日 文甲第89号 歴史学
後期旧石器時代における石器経済活動の
空間配置

伊藤　健

平成18年3月18日 文甲第90号 歴史学
銭貨の祭祀・呪術性
中世から近世の土壙と出土銭貨
－越後・信濃地域を中心として－

石崎　悠文

平成18年3月18日 法甲第5号 法学 刑法学における犯罪の研究 菅原　由香

平成18年7月19日 文乙第221号 宗教学 東国古代・中世の村落と信仰 笹生　衛

平成18年7月19日 文乙第222号 歴史学 漆－漆器考古学の研究 四柳　嘉章

平成18年7月19日 経乙第9号 経済学 企業集団の形成と解体－社長会の研究 菊地　浩之

平成18年11月29日 文乙第223号 文学 動態としての枕草子 津島　知明

平成18年11月29日 文乙第224号 文学 古代語構文の研究 小田　勝

平成18年11月29日 文乙第225号 歴史学 古代東国の窯業生産の研究 渡邉　一

平成19年3月7日 文乙第226号 歴史学 徳川権力の形成と発展 平野　明夫

平成19年3月17日 文甲第91号 神道学 伊勢神道思想の形成 小野　善一郎

平成19年3月17日 文甲第92号 神道学
明治聖徳論の形成と展開
－明治神宮創建の神学的研究－

佐藤　一伯

平成19年3月17日 文甲第93号 神道学 近代国学の研究 藤田　大誠 "藤"の草冠は「++」のように真ん中で離れたもの

平成19年3月17日 文甲第94号 文学 枕草子研究 高　有貞

平成19年3月17日 文甲第95号 文学 平安文学の発想と生成 沼尻　利通

平成19年3月17日 文甲第96号 文学 複合語の語構成に関する研究 呉　海蓮

平成19年3月17日 文甲第97号 文学
グリムを中心とした日欧民間説話の比較研
究

久保　華誉

平成19年3月17日 文甲第98号 文学 萬葉集巻十六の表現と特質 橋本　亜佳子

平成19年3月17日 文甲第99号 文学 源氏物語表現機構論 太田　敦子

平成19年3月17日 文甲第100号 歴史学
古代エジプト・新王国時代の地域社会と墓
地構造

和田　浩一郎

平成19年3月17日 文甲第101号 歴史学 近世江戸出土焼塩壺の考古学的研究 小川　望

平成19年3月17日 文甲第102号 歴史学 早期王朝期海岱地区考古学的研究 黄川田　修

平成19年3月17日 文甲第103号 歴史学
近世江戸の「地下室」に関する考古学的研
究

鳥越　多工摩

平成19年3月17日 文甲第104号 歴史学
韓・日の古代祭祀に関する比較研究
－三国時代と古墳時代を中心に－

高　慶秀

平成19年3月17日 法甲第6号 法学 外国人受刑者の処遇に関する研究 中條　晋一郎

平成19年3月17日 経甲第7号 経済学

循環型社会の形成における地域政策の展
開の可能性－「環境」「経済」「社会」の視点
から地域事例の分析と政策の変遷を検証す
る－

西俣　先子

平成19年7月25日 文乙第227号 歴史学 摂関時代文化史研究 関口　力

平成19年11月28日 文乙第228号 歴史学 徳川御三家付家老の研究 小山　譽城

平成20年1月23日 文乙第229号 文学 古代歌謡の終焉と変容 飯島　一彦

平成20年1月23日 文乙第230号 歴史学 縄文石器研究序論 大工原　豊

平成20年3月6日 文乙第231号 歴史学 金沢北条氏の研究 永井　晋

平成20年3月6日 文乙第232号 神道学 祭祀考古学の研究 大平　茂

平成20年3月6日 文乙第233号 文学 源氏物語の准拠と諸相 秋澤　亙

平成20年3月6日 文乙第234号 文学
源氏物語発生史論－明石一族物語の地平
－

竹内　正彦

平成20年3月6日 文乙第235号 宗教学
修験と神道のあいだ－木曽御嶽信仰の近
世・近代

中山　郁

平成20年3月17日 文甲第105号 歴史学 近代の都市生活と百貨店 近藤　智子
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本学学位取得者

授与年月日 番　号 学位の種類 論文題目 氏　名 備考

平成20年3月17日 文甲第106号 文学 女歌の研究 佐野　あつ子

平成20年3月17日 文甲第107号 文学
東アジア古典漢詩の比較文学的研究
－「花鳥風月」の美意識とイメージの形成－

余　淳宗

平成20年3月17日 文甲第108号 文学 源氏物語の環境表現と主題 岩原　真代

平成20年3月17日 文甲第109号 文学 口承文学のハナシ研究 飯倉　義之

平成20年3月17日 文甲第110号 文学 『真澄遊覧記』の研究 佐伯　和香子

平成20年3月17日 文甲第111号 歴史学
縄文終末から弥生前半における信仰的側面
の複合的理解

阿部　友寿

平成20年3月17日 文甲第112号 歴史学
東アジアにおける弓矢の考古学的研究
－日本と中国の資料を中心として－

内田　宏美

平成20年3月17日 文甲第113号 歴史学
縄文土器の文様構造
－縄文人の神話的思考の解明に向けて－

石井　匠

平成20年3月17日 文甲第114号 歴史学 新疆先史時代における墓地の研究 エクベル・ニヤズ

平成20年7月16日 文乙第236号 神道学 日本上代の生死観 熊谷　保孝

平成20年7月16日 文乙第237号 歴史学 日本古代王権の構造と展開 佐藤　長門

平成20年11月26日 文乙第238号 文学 洞門抄物による近世語の研究 樋渡　登

平成20年11月26日 文乙第239号 歴史学 近世琉球・中国海域交流史の研究 深澤　秋人

平成20年11月26日 文乙第240号 歴史学 日本古代の国家形成と都市 浅野　充

平成21年3月11日 文乙第241号 歴史学 松平定信政権と寛政改革 高澤　憲治

平成21年3月21日 文甲第115号 神道学 大国主神の研究 小濱　歩

平成21年3月21日 文甲第116号 神道学
神道の社会事業と教化活動の近現代
－その関係史的研究－

藤本　頼生

平成21年3月21日 文甲第117号 文学 芥川龍之介文学研究 文　盛業

平成21年3月21日 文甲第118号 文学 源氏物語の表現と人物の連関 春日　美穂

平成21年3月21日 文甲第119号 文学 中世における書写の研究 家入　博德

平成21年3月21日 文甲第120号 民俗学 子ども集団の民俗誌的研究 服部　比呂美

平成21年3月21日 文甲第121号 歴史学
称名寺式土器様式の土器文様研究
－土器文様への記号論的アプローチの可能
性－

中島　庄一

平成21年3月21日 経甲第8号 経済学
中国型経済発展　－工業化の社会的能力を
中心に－

康　成文

平成21年7月15日 文乙第242号 神道学 神道文学の発生的研究 雲丹亀　五郎

平成21年7月15日 文乙第243号 神道学 神仏習合の歴史と儀礼空間 嵯峨井　建

平成21年7月15日 文乙第244号 文学 古事記の表現と文脈 谷口　雅博

平成21年11月25日 文乙第245号 神道学 徳川時代後期出雲歌壇と國學 中澤　伸弘

平成21年11月25日 文乙第246号 文学 能楽演出の歴史的研究 岩崎　雅彦

平成21年11月25日 文乙第247号 民俗学 女性民俗誌論 倉石　あつ子

平成22年1月20日 文乙第248号 文学 近世書籍文化考－著述・出版から蒐書へ－ 高倉　一紀

平成22年1月20日 文乙第249号 文学 芸能伝承の民俗学的研究 大石　泰夫

平成22年3月11日 文乙第250号 歴史学 服制と儀式の有職故実 佐多　芳彦

平成22年3月11日 文乙第251号 歴史学 徳川政権下の大奥と奥女中 畑　尚子

平成22年3月20日 文甲第122号 神道学 前田利長と越中高岡の神祇信仰 高尾　哲史 "祇"は「ネ」に「氏」

平成22年3月20日 文甲第123号 神道学
寺院儀礼における中臣祓
－東大寺修二会の神道史学的研究－

大東　敬明

平成22年3月20日 文甲第124号 神道学 神道系御歌所歌人の基礎的研究 宮本　誉士

平成22年3月20日 文甲第125号 宗教学
元禄七年御蔭祭・賀茂祭再興
～鴨社祭祀組織の動向を中心にして～

新木　直安

平成22年3月20日 文甲第126号 文学
蜻蛉日記の表現－道綱母の心情変容と兼
家乖離－

内野　信子
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授与年月日 番　号 学位の種類 論文題目 氏　名 備考

平成22年3月20日 文甲第127号 文学 古事記における婚姻伝承の研究 冨土原　伸弘

平成22年3月20日 文甲第128号 文学 歌垣と歌謡の日中比較研究 曹　咏梅

平成22年3月20日 文甲第129号 文学 柿本人麻呂研究 倉住　薫

平成22年3月20日 文甲第130号 文学
戦前台湾における公学校教育の研究
－「国語」教育という名の「日本語教育」の体
系－

泉　史生

平成22年3月20日 文甲第131号 歴史学 日本古代の交通と地域社会 中　大輔

平成22年3月20日 文甲第132号 歴史学
第二次幣原外交とワシントン体制の相克
－協調外交からアジア主義外交への道－

種稲　秀司

平成22年3月20日 文甲第133号 歴史学 縄文土器の文様生成構造の研究 今福　利恵

平成22年3月20日 文甲第134号 歴史学 縄文原体の研究 土屋　健作

平成22年3月20日 文甲第135号 歴史学 野外博物館成立史の研究 今野　農

平成22年7月14日 文乙第252号 神道学
国学者の神信仰
－神道神学に基づく考察－

中野　裕三

平成22年7月14日 文乙第253号 宗教学
19世紀近代日本における仏教者等による世
俗倫理への接近の諸相

三宅　守常

平成22年7月14日 文乙第254号 文学
文学言語の探究
－記述行為論序説－

石川　則夫

平成22年7月14日 文乙第255号 歴史学 古代蝦夷社会成立史研究 八木　光則

平成22年11月24日 文乙第256号 歴史学 近世の畿内と奈良奉行 大宮　守友

平成22年11月24日 文乙第257号 文学 源氏物語写本の書誌学的研究 岡嶌　偉久子

平成23年3月11日 文乙第258号 文学
英人日本学者　チェンバレンの研究
－「欧文日本学」より観た再評価－

山口　榮鐡

平成23年3月19日 文甲第136号 神道学 近代東アジアの思想家における神道観 小林　寛

平成23年3月19日 文甲第137号 宗教学 大祓詞の研究 鈴木　一彦

平成23年3月19日 文甲第138号 神道学 元旦四方拝の研究 渡邊　瑞穂子

平成23年3月19日 文甲第139号 宗教学 教部省の政策と神道事務局・皇典講究所 戸浪　裕之

平成23年3月19日 文甲第140号 神道学 神道教育の研究 中道　豪一

平成23年3月19日 文甲第141号 文学 神代巻の研究 橋本　利光

平成23年3月19日 文甲第142号 文学 国学における上代文学研究の方法 渡邉　卓

平成23年3月19日 文甲第143号 文学
正岡子規の写生文学とその周辺
－東洋的審美性を視座にして－

李　蕊

平成23年3月19日 文甲第144号 文学
ラオスにおける日本語教育のための基礎的
研究

サヤコン　マライカム

平成23年3月19日 文甲第145号 歴史学 中世在地社会における寺社の社会的機能 窪田　涼子

平成23年3月19日 文甲第146号 歴史学 領知宛行制の確立と徳川将軍の儀礼 種村　威史

平成23年3月19日 文甲第147号 歴史学 明治・大正期における日本の満蒙政策 北野　剛

平成23年3月19日 文甲第148号 歴史学
二〇世紀の日本農村における「共同関係」
の特質

坂口　正彦

平成23年3月19日 文甲第149号 歴史学
近代日本における災害医療の創始と日本赤
十字社

川原　由佳里

平成23年3月19日 文甲第150号 歴史学 向ヶ岡弥生町の研究 原　祐一

平成23年3月19日 文甲第151号 歴史学
縄文時代における骨角器の利用と社会的意
義

宮川　博司

平成23年3月19日 文甲第152号 歴史学 縄文土器の象徴性とカテゴリ認識 中村　耕作

平成23年3月19日 文甲第153号 歴史学 石材分析に基づく沖縄先史研究 大堀　晧平

平成23年3月19日 文甲第154号 歴史学
縄文時代の集落構造と世界観
－竪穴住居型式研究を中心に－

櫛原　功一

平成23年3月19日 文甲第155号 歴史学 中部日本弥生文化論 永井　宏幸

平成24年3月9日 文乙第259号 文学 源氏物語注釈史の資料と研究 堤　康夫

平成24年3月9日 文乙第260号 歴史学 縄文中期集落の景観 安孫子　昭二
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平成24年3月17日 文甲第156号 宗教学 古代日本の神仏交流 有働　智裝

平成24年3月17日 文甲第157号 神道学
吉川神道思想の研究
－吉川惟足の神代巻解釈をめぐって－

徳橋　達典

平成24年3月17日 文甲第158号 文学
古代日本詩歌における美の理念
－季節と風物を通した詩歌の成立－

賴　國文

平成24年3月17日 文甲第159号 文学 『源氏物語』の淵源 大津　直子

平成24年3月17日 文甲第160号 文学 高山樗牛研究 花澤　哲文

平成24年3月17日 文甲第161号 歴史学 古墳時代石棺秩序の復元的研究 石橋　宏

平成24年3月17日 経甲第9号 経済学
途上国通貨統合とドル体制
－GCC通貨統合を中心として－

木村　秀史

平成24年7月18日 文乙第261号 神道学 山田顕義の神社行政と教育構想 佐々木　聖使

平成24年7月18日 文乙第262号 文学
『夜の寝覚』の構造と方法　―平安後期から
中世への展開―

大槻　福子

平成24年11月28日 文乙第263号 文学 中国民間祭祀芸能の研究 廣田　律子

平成24年11月28日 文乙第264号 歴史学 日本古代の外交制度史 中野　高行

平成24年11月28日 文乙第265号 歴史学 中世地域社会と将軍権力 菱沼　一憲

平成25年1月16日 文乙第266号 歴史学 古代律令制と地域社会 川原　秀夫

平成25年3月12日 文乙第267号 文学 平家物語屋代本とその周辺 千明　守

平成25年3月22日 文甲第162号 神道学 江戸天下祭の歴史的展開に関する研究 岸川　雅範

平成25年3月22日 文甲第163号 宗教学 中世的祭祀国家と脇能の成立 島村　眞智子

平成25年3月22日 文甲第164号 宗教学
平安時代における天台教団の神祇信仰と寺
院政策の理念

池田　陽平 "祇"は「ネ」に「氏」

平成25年3月22日 文甲第165号 神道学
日本の聖母信仰と東シナ海周辺地域の媽
祖信仰の比較研究

本間　浩

平成25年3月22日 文甲第166号 神道学 伊豆三嶋神社に関する歴史的研究 吉永　博彰

平成25年3月22日 文甲第167号 文学 大友家持の研究 鈴木　道代

平成25年3月22日 文甲第168号 文学 首都圏方言アクセントの基礎的研究 三樹　陽介

平成25年3月22日 文甲第169号 民俗学 都市における集団の民俗学的研究 加藤　紫識

平成25年3月22日 文甲第170号 歴史学 日本占領と宗教制度改革 清水　節

平成25年3月22日 文甲第171号 歴史学 中・近世起請文の資料論的研究 大河内　千恵

平成25年3月22日 経甲第10号 経済学

中山間地域における地域資源を活用した6
次産業化による地域振興の可能性　地域の
特徴を活かしたものづくりによる価値創出に
向けた取り組み

重村　光輝

平成25年7月17日 文乙第268号 文学 言語伝承文化論 伊藤　高雄

平成26年2月20日 経乙第10号 経済学
ベンチャーファイナンスの歴史と構造
―アメリカにおける起業家と投資家の２００
年

小野　正人

平成26年3月11日 文乙第269号 文学
文学表象論・序説
小林秀雄・横光利一－文学言説の境界

井上　明芳

平成26年3月11日 文乙第270号 文学 近世語推量表現の研究 鶴橋　俊宏

平成26年3月22日 文甲第172号 神道学　 琉球列島の祭祀にみる神馬の研究 坂本　直乙子

平成26年3月22日 文甲第173号 宗教学　
現代における人生儀礼の実態と意義
－女性と子どもに関する儀礼を通じて－

田口　祐子

平成26年3月22日 文甲第174号 神道学　 神饌の研究 吉野　亨

平成26年3月22日 文甲第175号 神道学　
身を隠したまひき神々
-『古事記』上巻の比較神話学的研究-

バロッソベル　マリアイザベル

平成26年3月22日 文甲第176号 文学　 万葉集防人歌群の研究 東城　敏毅

平成26年3月22日 文甲第177号 文学　
西行和歌の研究
-その仏教的和歌観を中心に-

荒木　優也

平成26年3月22日 文甲第178号 文学　
近代における墨字国語・日本語教科書と点
字国語教科書のかなづかいの研究

中野　真樹

平成26年3月22日 文甲第179号 文学　
日本語受身表現の研究
-日本語教育を中心に-

岡田　誠
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平成26年3月22日 文甲第180号 歴史学 地域社会における「衛生」の普及と受容 中澤　惠子

平成26年3月22日 文甲第181号 歴史学 中世東国の地域と環境 簗瀬　大輔

平成26年3月22日 文甲第182号 歴史学 日本古代の社会統合と国家 溝口　優樹

平成26年3月22日 文甲第183号 歴史学 唐代勲官制度の研究 速水　大

平成26年3月22日 文甲第184号 歴史学
東国における古墳の動向からみた律令国家
成立過程の研究

小森　哲也

平成26年3月22日 法甲第7号 法学 宇垣一成と戦間期の政治外交 髙杉　洋平

平成26年7月16日 文乙第271号 民俗学 北海道民間説話<生成>の研究 阿部　敏夫

平成26年7月16日 経乙第11号 経済学 米国軍政下の奄美・沖縄経済 三上　絢子

平成27年3月20日 文甲第185号 神道学
近代日本における神道と道徳
―廣池千九郎を事例として―

橋本　富太郎

平成27年3月20日 文甲第186号 神道学 平田国学における霊魂観の史的考察 小林　威朗

平成27年3月20日 文甲第187号 神道学 近代における神宮教化の研究 武田　幸也

平成27年3月20日 文甲第188号 神道学
国民道徳論における神道的解釈に関する研
究

高野　裕基

平成27年3月20日 文甲第189号 文学
反復と変形の文学
―近代小説における準拠の方法―

安西　晋二

平成27年3月20日 文甲第190号 文学 平安文学の服飾表現研究 畠山　大二郎

平成27年3月20日 文甲第191号 文学 万葉集の恋と語りの文芸史 大谷　歩

平成27年3月20日 文甲第192号 歴史学
軍隊の対内的機能と国内の治安維持
―明治・大正期の災害対応を中心に―

吉田　律人

平成27年3月20日 文甲第193号 歴史学 近代日本都市社会集団の研究 伊藤　久志

平成27年3月20日 文甲第194号 歴史学 中世鷹狩の研究 山名　隆弘

平成27年3月20日 文甲第195号 歴史学 孫呉政権の研究 菊地　大

平成28年3月18日 文甲第196号 宗教学
マス・メディアによる《イタコ》像の形成と
民俗文化の変容

大道　晴香

平成28年3月18日 文甲第197号 文学 源氏物語の漢詩文表現研究 笹川　勲

平成28年3月18日 文甲第198号 文学 日本霊異記の罪業と救済の形象 大塚　千紗子

平成28年3月18日 文甲第199号 文学 古代語文末助詞の研究 富岡　宏太

平成28年3月18日 文甲第200号 文学 ウチナーヤマトゥグチの研究 座安　浩史

平成28年3月18日 文甲第201号 民俗学 芸能伝承における演者と系譜 髙久　舞

平成28年3月18日 文甲第202号 歴史学
近世中期江戸における職人集団の構造と
展開

川村　由紀子

平成28年3月18日 文甲第203号 歴史学
近現代日本の政党と社会
－利益団体・後援会との関わりを中心に－

手塚　雄太
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