
博士学位授与者一覧 2021年3月31日現在

通番 研究科 授与番号 授与年月日 学位の種類 氏　　　　　名 論　　文　　名

1 商 甲第１号 S.56 11/26 商学博士 加藤勇夫 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄの新展開

2 商 乙第１号 S.60 3/22 商学博士 杉江雅彦 投機と先物取引の理論

3 文（歴） 甲第１号 H.3 3/1 文学博士 橋本初子 中世東寺と弘法大師信仰

4 文（歴） 乙第１号 H.4 12/4 博士（文学） 所　京子 斎王和歌文学の史的研究

5 文（宗） 乙第２号 H.5 3/12 博士（文学） 西村恵信 己事究明の思想と方法に関する研究

6 文（宗） 乙第３号 H.6 12/2 博士（文学） 田邉和子 ﾊﾟｰﾘ聖典に見られる物語文学の世界

7 法 甲第１号 H.7 3/10 博士（法学） 美濃羽正康 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ会社法における取締役の義務と責任の法理

8 文（心） 甲第２号 H.8 2/9 博士（文学） 榊原雅人 呼吸の随意的制御に関する心理生理学的研究

9 文（歴） 乙第４号 H.8 12/6 博士（文学） 荊木美行 律令官制成立史の研究

10 文（宗） 乙第５号 H.9 3/3 博士（文学） 頼　秀蘭（台湾） 中国近代仏教思想史研究

11 商 甲第２号 H.9 3/31 博士（商学） M･A･ﾁｮｳﾄﾞﾘ(ﾊﾞﾝｸﾞﾗ） Salient problems of industrial finance in ・・・・・

12 文（心） 乙第６号 H.9 7/17 博士（文学） 鈴木一弥 認知的限界容量に関する心理生理学的研究

13 文（日） 乙第７号 H.10 7/17 博士（文学） 上野　誠 古代日本の文芸空間

14 文（日） 乙第８号 H.10 10/2 博士（文学） 李　均洋（中国） 雷神と龍神の日・中比較研究

15 文（宗） 乙第９号 H.10 12/4 博士（文学） 橘堂正弘 現代ｽﾘﾗﾝｶの上座仏教教団

16 法 甲第２号 H.11 9/16 博士（法学） 伊藤弘子 国際私法における人際法の研究

17 商 乙第２号 H.11 10/8 博士（商学） 辻　節雄 関西系総合商社

18 商 乙第３号 H.11 10/8 博士（商学） 森川浩一郎 日本企業の海外直接投資・海外生産・貿易活動・・・

19 法 甲第３号 H12 2/9 博士（法学） 田中淳子 相続と登記[物権法研究Ⅰ]

20 法 乙第１号 H12 3/3 博士（法学） 浪川正己 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ会社法の研究

21 文（日） 甲第３号 H12 3/31 博士（文学） 魏　世萍（台湾） 比較文化の理論と実証研究

22 文（宗） 甲第４号 H12 3/31 博士（文学） Ｄ・ｸﾏﾙ(ﾊﾞﾝｸﾞﾗ） The Cultural heritage of Buddhism in Bangladesh 

23 商 甲第３号 H12 5/12 博士（商学） 王　大鵬（中国） 多国籍企業の直接投資と技術移転

24 文（宗） 甲第５号 H12 7/21 博士（文学） Ｇ・Ｒ・ｽﾛｰﾓﾝ（ﾊﾞﾝｸﾞﾗ） 上座仏教の瞑想修行実践法

25 文（宗） 甲第６号 H12 7/21 博士（文学） ﾎｱﾝ･ﾄﾛﾝ･ｿｰ（ﾍﾞﾄﾅﾑ） Contemporary Buddhism in Vietnam

愛知学院大学大学院（文学研究科・心身科学研究科・商学研究科･経営学研究科・法学研究科・総合政策研究科）

1/6



博士学位授与者一覧 2021年3月31日現在

通番 研究科 授与番号 授与年月日 学位の種類 氏　　　　　名 論　　文　　名

愛知学院大学大学院（文学研究科・心身科学研究科・商学研究科･経営学研究科・法学研究科・総合政策研究科）

26 経営 甲第１号 H12 9/19 博士（経営学） 金　淳培（中国） 中国の金融制度改革

27 商 乙第４号 H12 11/2 博士（商学） 尾碕　　眞 現代日本の流通近代化と中小企業の情報化事業に関する研究

28 経営 甲第２号 H13 3/31 博士（経営学） 梅澤伸嘉 新市場創造型商品の研究ーその実態・要因・方法ー

29 文（宗） 乙第１０号 H12 12/1 博士（文学） 藤村隆淳 『ﾏﾊｰｳﾞｧｽﾂ』の菩薩思想

30 経営 甲第3号 H13 3/2 博士（経営学） 房　昌琳（中国）
中国石油化工総公司・同集団公司の企業集団組織の形成に関する経営組織論的研
究

31 経営 乙第1号 H13 5/11 博士（経営学） 中井節雄 人的資源開発における組織的統合と合意形成

32 文（宗） 甲第７号 H13 7/19 博士（文学） 嘉木揚　凱朝（中国） モンゴル仏教の成立過程とその文化

33 法 甲第４号 H13 12/7 博士（法学） 山下秋子 近世家並帳の研究

34 経営 乙第２号 H14 7/17 博士（経営学） 上間隆則 沖縄企業活性化論ー経営理念と人的資源管理を中心としてー

35 法 甲第５号 H14 12/6 博士（法学） 武林悦子 フランス民法におけるSERVITUDES（役権）の研究

36 商 乙第５号 H14 12/6 博士（商学） 今光廣一 わが国流通制度の特質に関する研究

37 文（日） 甲第８号 H15  3/31 博士（文学） 潘　兆祥 食文化の理論と実証研究　ー日本人の肉食観と魚食観を中心にー

38 商 乙第６号 H15  2/7 博士（商学） 岡田義昭 外国為替相場制度と国際金融ｼｽﾃﾑの安定性に関する研究

39 文（心） 乙第１１号 H15   7/17 博士（文学） 伊藤君男 説得的コミュニケーションの社会心理学的研究ー情報処理の二重過程に関してー

40 文（日） 乙第１２号 H15   9/18 博士（文学） 楊　春華 中国における「一人っ子」の家庭教育の特質ー親の教育意識構造をめぐってー

41 文（宗） 乙第１３号 H１６   ２/６ 博士（文学） 佐藤悦成 中世後期曹洞宗展開史の研究

42 文（歴） 乙第１４号 H１６   ２/６ 博士（文学） 服部隆行 朝鮮戦争と中国ー建国初期中国の軍事戦略と安全保障問題の研究ー

43 文（日） 甲第９号 H１６　  ３/３１ 博士（文学） 尤　銘煌 日本と台湾における通過儀礼の比較研究ー葬送儀礼を中心に：社会学的分析ー

44 文（日） 甲第１０号 H１６　  ３/３１ 博士（文学） 呉　岳樺 近現代における日中両言語の外来語交流の研究

45 法 甲第６号 H１７　  ２/１８ 博士（法学） 稲垣知子 江戸幕府の婚姻政策ー大名の場合ー

46 経営 乙第３号 H１７ ５/１１ 博士（経営学） 丹下博文
企業の社会性の研究ー企業理念、社会貢献、」地球環境、高齢化の問題を中心とし
て

47 文（英） 甲第１１号 H１７ ９/１５ 博士（文学） 野呂忠司
The Role of Lower-level Processing Skills in EFL Reading Comprehension : Evidence
from Japanese University Students

48 経営 甲第４号 H１７ ９/１５ 博士（経営学） 徐　少丹
日本企業の中国におけるコーポレート・コミュニケーションに関する研究ー企業の広
告・広報戦略を中心にー

49 文（英） 甲第１２号 H１７　 １１/２ 博士（文学） 柳澤　幾美 『写真花嫁』たちの一生ーアメリカに渡った日本人移民女性の歴史ー

50 経営 甲第５号 H１７　 １１/２ 博士（経営学） 豊澄　智己 戦略的環境経営に関する実証分析ー戦略的環境経営と競争優位の獲得ー
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博士学位授与者一覧 2021年3月31日現在

通番 研究科 授与番号 授与年月日 学位の種類 氏　　　　　名 論　　文　　名

愛知学院大学大学院（文学研究科・心身科学研究科・商学研究科･経営学研究科・法学研究科・総合政策研究科）

51 文（心） 甲第１３号 H１７　１２/７ 博士（文学） 石田　光男
心理的、生理的ストレス反応に及ぼす認知的対処過程ー事象関連電位による注意機
能の評価からの接近ー

52 文（宗） 甲第１４号 H１８　３／３１ 博士（文学） 鄭　夙雯 宋代禅宗史の研究

53 文（日） 甲第１５号 H１８　３／３１ 博士（文学） 金　　華 中国東北三省朝鮮族の日本語教育における敬語指導の諸問題

54 文（歴） 乙第１５号 H１８　２／８ 博士（文学） 小林隆夫 イギリスの東アジア政策と中国・朝鮮の宗属問題

55 経営 甲第６号 H１８　３／３１ 博士（経営学） 武田公男 企業と中高年齢者雇用

56 商 乙第７号 Ｈ１８　１２／６ 博士（商学） 石川　里奈 アメリカ通商政策の研究ー狭義の「公正貿易論」に基づく通商政策の限界ー

57 文（英） 乙第１６号 H１９　２／８ 博士（文学） 田中　泰賢 Buddhism in Some American Poets -Dickinson,Williams,Stevens and Snyder-

58 商 甲第４号 Ｈ１９　３／７ 博士（商学） 深見　環 多国籍企業の海外事業展開とサプライチェーンの構築

59 商 甲第５号 Ｈ１９　５／２ 博士（商学） 金　能斗 貨幣需要関数の安定性と貨幣の効果についての時系列分析

60 商 甲第６号 Ｈ１９　１１／７ 博士（商学） スシリ　バンドゥラ　ヴィラシンハ スリランカにおける植民地政策と単純労働者の海外出稼

61 文（日） 乙第１７号 Ｈ２０　２／６ 博士（文学） 林　孟蓉 日本の近代化と教育

62 文（心） 甲第１6号 Ｈ２０　２／１５ 博士（文学） 赤嶺　亜紀 不快な情動刺激に対する認知過程－弁別反応時間と事象関連脳電位からの接近－

63 文（歴） 甲第17号 Ｈ２０　９／１２ 博士（文学） 青山　治世
清末中国における在外領事館設置問題の研究　－「南洋」領事の増設問題を中心
にー

64 文（英） 甲第18号 Ｈ２０　９／１２ 博士（文学） マニック マン バジュラチャールヤ Saptavidhanuttarapuja in Newar Buddhism

65 文（日） 乙第１８号 Ｈ２１　２／１３ 博士（文学） ザイド　モハマド　ズイン 『分類語彙表』による語彙の比較研究－日本・マレー両言語の語彙を対象に－

66 文（心） 甲第19号 Ｈ２１　３／５ 博士（文学） 近藤　千加子 児童虐待の心理療法－不適切な養育の影響からの回復接近モデルの提起－

67 文（心） 甲第20号 Ｈ２１　３／５ 博士（文学） 佐部利　真吾 最尤非対称多次元尺度構成法の研究

68 総合政策 甲第１号 Ｈ２１　３／５ 博士（総合政策） 高橋　彩 進路選択時の親子間コミュニケーションとアイデンティティとの関連

69 総合政策 甲第２号 Ｈ２１　３／３１ 博士（総合政策） 金　玉花 日本と中国の小中学生のストレスについての比較研究

70 文（宗） 甲第21号 Ｈ２１　５／１３ 博士（文学） 武藤　明範 中国禅宗成立以前の禅観実修の動向－天台智顗の禅観・止観思想を中心にして－

71 商 乙第8号 Ｈ２１　５／１３ 博士（商学） 大塚　賢龍 統合型マーケティング・コミュニケーションについての理論・実証的

72 商 乙第9号 Ｈ２１　７／１７ 博士（商学） 李　大義 韓国の工業化と中小企業の発展

73 文（宗） 甲第22号 Ｈ２１　９／１０ 博士（文学） 水野　荘平 『仁王般若経』成立史の研究

74 文（英） 甲第23号 Ｈ２１　９／１０ 博士（文学） 前田　知郷 女神崇拝と供犠－カトマンドゥ盆地のクマリー

75 文（日） 甲第24号 Ｈ２２　３／３１ 博士（文学） 林　彦伶 接続節「～て」中の用言と中国語加訳の研究
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博士学位授与者一覧 2021年3月31日現在

通番 研究科 授与番号 授与年月日 学位の種類 氏　　　　　名 論　　文　　名

愛知学院大学大学院（文学研究科・心身科学研究科・商学研究科･経営学研究科・法学研究科・総合政策研究科）

76 文（日） 甲第25号 Ｈ２２　３／３１ 博士（文学） 廖　秋紅 複合動詞の研究－日中複合動詞を中心に－

77 経営 甲第７号 Ｈ２２　２／１２ 博士（経営学） ロビーナ・ヤスミン
パキスタンという経営環境下でのＨＲＭシステムと企業業績についての実証的分析－
統合的アプローチ－

78 総合政策 甲第３号 Ｈ２２　３／５ 博士（総合政策） 滝内　隆子
占領期における看護職の継続教育に関する研究－リフレッシャーコースに焦点をあて
て－

79 総合政策 甲第４号 Ｈ２２　５／１２ 博士（総合政策） 董　怡汝 現代日本における高齢者教育政策－愛知県日進市の事例を通して－

80 経営 甲第８号 Ｈ２２　７／１６ 博士（経営学） 鄧　兆武 中国国有企業におけるトップ・マネジメントのリーダーシップ研究

81 法 甲第７号 Ｈ２２　７／１６ 博士（法学） 李　智基 会社債権者保護と取締役の義務・責任―中国における法整備への提言―

82 総合政策 乙第１号 Ｈ２２　９／１０ 博士（総合政策） ミン・サン
Housing and Economic Development
～Special Focus on Yangon City, Myanmar～

83 文（宗） 甲第26号 Ｈ２３　１／１２ 博士（文学） 林　徳立 中国禅宗叢林規範史の研究

84 文（英） 甲第27号 Ｈ２３　１／１２ 博士（文学） 周　夏 華厳仏教思想の形成

85 経営 甲第９号 Ｈ２３　２／１０ 博士（経営学） 野口　倫央
研究開発会計の研究
A Study on Accounting for Research and Development

86 商 甲第7号 Ｈ２４　３／３１ 博士（商学） ニハル　パドゥマシリ
THE ROLES OF HUMAN CAPITAL AND SOCIAL IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF
INDUSTRIAL CLUSTERS:EVIDENCE FROM SRI LANKA
（産業集積の発展過程における人的資本と社会資本の役割：スリランカによる実証）

87 経営 甲第10号 Ｈ２４　２／１０ 博士（経営学） 丁　偉儒

日中間のITグローバル分業経営に関する研究
－「差異認知によるプロセス共有」概念を踏まえて－
A Study on the Management of IT Global Division of Work between Japan and China
- With the Concept of"Common Possession on the Process of Recognizing Differences"-

88 商 乙第10号 Ｈ２４　１０／３ 博士（商学） 梶浦　雅己
技術標準の普及と収益化に関する研究
－オープンイノベーション視角によるＩＣＴのビジネスモデルの検討－

89
心身科
学
（健）

甲第1号 Ｈ２５　３／３１ 博士（健康科学） 横地　正裕

メタボリックシンドローム、２型糖尿病を伴う高齢下肢変形性関節症患者に対するチーム医療に
おける運動療法の有効性
Effects of physical exercise prescribed by a medical support team on elderly lower extremity
osteoarthritis combined with metabolic syndrome and/or type 2 diabetes

90 総合政策 甲第5号 Ｈ２４　１２／５ 博士（総合政策） コダ　エムデ　モンジュレ Role of Education in the Socio-economic Development of Bangladesh: Issues and Challenges

91 文（歴） 乙第19号 Ｈ２５　１／９ 博士（文学） 久保　正明 華族と明治国家形成

92 文（心） 甲第28号 Ｈ２５　３／６ 博士（文学） 石牧　良浩
ＴＡＴからみた広汎性発達障害者に関する臨床心理学的研究－精神科デイケアでの
かかわりを通して－

93 文（日） 甲第29号 Ｈ２５　３／３１ 博士（文学） 何　世雄 語彙の比較研究－日台の小学校社会科教科書を用いて－

94
心身
科学
（健）

甲第2号 H２５　１２/４ 博士（健康科学） 下村　淳子
Study on the risk factors of injuries resulting in hospitalization in primary school
students
小学校における入院を要する負傷の発生要因に関する研究

95
心身
科学
（健）

甲第3号 H２６　３/３１ 博士（健康科学） 小林　亮平

Effect of bofutsushosan on insulin resistance in Otsuka Long-Evans Tokushima
Fatty(OLETF)rats
Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty(OLETF)ラットのインスリン抵抗性に対する防風
通聖散の効果

96 文（英） 甲第30号 H２６　２/１３ 博士（文学） 林　淑蕙
A Study of Christina Rossetti: As a Victorian Poetess
クリスティナ・ロセッティ研究－ヴィクトリア朝女性詩人として－

97 文（宗） 乙第20号 H２６　２/１３ 博士（文学） 角田　泰隆 道元禅師の思想的研究

98 文（歴） 甲第31号 H２６　３/３１ 博士（文学） 中野　晴久 中世常滑窯の研究

99 文（歴） 甲第32号 H２６　３/３１ 博士（文学） 曽我　昇平 クリストファー・クラヴィウス研究－イエズス会の『学事規定』と教科書の史的分析－

100
心身科
学
（健）

甲第4号 H２６　３/３１ 博士（健康科学） 田中　誠也
Distinct acoustic features in spinal and bulbar muscular atrophy patients with
laryngospasm
球脊髄性筋萎縮症におけるlaryngospasmの音響学的特徴
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101 総合政策 甲第6号 Ｈ２６　７／１４ 博士（総合政策） 林　和枝
母親を対象とした「いのちの教育」に関する研究
-家庭における教育実践の可能性-

102
心身科
学
（健）

甲第5号 H２７　３/３１ 博士（健康科学） 荒川　聡美
The factors that affect exercise therapy for patients with type 2 diabetes in Japan: a nationwide
survey
わが国における２型糖尿病患者の運動療法実施に及ぼす要因 ： 全国調査による検討

103 文（英） 甲第33号 H２７　３/３１ 博士（文学） 吉村　侑久代 イギリス生まれの日本文学研究者Ｒ．Ｈ．ブライス研究-足跡と業績-

104 文（日） 甲第34号 H２８　２/１２ 博士（文学） Miftachul
ミフタクル

 Amri
アムリ

インドネシア語・日本語ビジネス電子メールについて-「敬称」「前文」「主文」「末文」の研究-

105 文（歴） 甲第35号 H２８　３/３１ 博士（文学） 呉
ウー

　米淑
ミーシュウ

台湾における観光旅行事業史1920～70年代-日本統治時代・国民党時代の政策と関連させて-

106 文（英） 甲第36号 H２８　３/３１ 博士（文学） 高橋　公雄 ウィリアム・ゴールディング研究-悪の視点から-

107 文（歴） 甲第37号 H２８　9/15 博士（文学） 岡　佑哉 大日本生産党の研究-近代日本の「右翼」運動と政治-

108 文（宗） 甲第38号 H２８　10/26 博士（文学） 伊藤　秀真 寂円禅師研究

109 文（宗） 甲第39号 H２９　2/14 博士（文学） TRAN QUOC PHUONG 天台智顗における三諦三観思想の研究

110 文（英） 甲第40号 H２９　2/14 博士（文学） 安藤　洋平 Ｅ・Ｍ・フォースターのフィクション研究-関係性の中の「個人」たち-

111
心身科
学
（健）

甲第6号 H２９　3/31 博士（健康科学） 髙津　淳

舌癌周術期における構音障害の経時的変化に対する
音響学的検討
Phonologic and acoustic analysis of speech following glossectomy and the effect of rehabilitation
on speech outcomes

112
心身科
学
（健）

甲第7号 H２９　3/7 博士（健康科学） 松原　紀子 小学生が付けたい体力と保護者が子どもに付けさせたい体力

113 文（宗） 乙第21号 H２９　10/18 博士（文学） 多田　實道 伊勢神宮神仏習合史の研究

114
心身科
学
（健）

甲第8号 H30　1/17 博士（健康科学） 近藤　充代
ピア・サポート・プログラムの長期的実践が男子高校生の対人関係能力,自尊感情,精神的健康
度へ及ぼす影響

115 文（日） 甲第41号 H30　2/16 博士（文学） 長谷部　亜子 日本語空間名詞の研究

116 経営 甲第11号 H30　10/17 博士（経営学） 顧　抱一
心理的資本が従業員の離脱行動に及ぼす影響についての研究－中国企業の従業員離脱行動
の事例を通して-

117 文（宗） 甲第42号 H31　2/15 博士（文学） DAO TRINH CHINH NHAN
明末天台教学の研究
－特に藕益智旭を中心として－

118 商 甲第8号 H31　2/15 博士（商学） 中村　裕哲
外国市場参入時における国際戦略提携に関する研究
－戦略提携の変遷の導出

119 文（宗） 甲第43号 2019/9/12 博士（文学）
呂　其俊(ろ　きしゅん)
（LU QIJUN  リュ　チージュ
ン）

トゥカン三世の生涯と思想

120
心身科
学
（健）

甲第9号 2019/9/12 博士（健康科学） 古川絵理華(ふるかわえりか）
大学歯科健診後の口腔の健康に対する関心と自覚症状
-歯科健診を実施しているA大学での調査－

121 文（歴） 甲第44号 2020/9/17 博士（文学） 山本智子（やまもとともこ） 中世東濃窯の研究

122
心身科
学
（健）

甲第10号 2020/12/9 博士（健康科学） 鈴木孝(すずきこう）
HPV ワクチン接種経験と子宮頸がんに関する認識および検診行動との関連
－A 看護専門学校における調査－
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123 文（英） 甲第45号 2021/1/13 博士（文学） Adity Barua（ｱﾃﾞｨﾃｨ ﾊﾞﾙｱ） Poverty-Free Life with Endless Debt: A Study of Grameen Bank and Women Empowerment

124 法 甲第8号 2021/3/31 博士（法学） 榎木貴之（えのき　たかゆき） 交通事故補償の法理と紛争解決手続－イギリス法を比較対象として

6/6


