
　

タイトル 表紙・目次・奥付

著者

引用 北海学園大学学園論集(148)

発行日 2011-06-25



北海学園大学学術研究会

2011(平成23)年６月
第 148号

北海学園大学
ISSN 0385－7271

論 文

コンクリートの物理性状に及ぼす型枠剥離剤の影響に関する基礎的検討

( ．コンクリートの強度性状に及ぼす影響) 杉山 雅 1…………………………………………

Creating Listening Activities for Moodle with Audacity  Ian MUNBY 11…………………………

東南アジアの人間像と日本経営史の原像（一) 大場四千男 23……………………………………………

「大衆」の居場所

オルテガ『大衆の反逆』を読む 犬飼 裕一 (1)…………………………………………………………

資 料

ロシア語の基礎語彙について ⑵

― 日本とロシアのロシア語検定試験に出題される語彙の比較を通して― 寺田 吉孝 113………

翻 訳

M.M.ドブロトゥヴォールスキーのアイヌ語・ロシア語辞典 ⑼ 寺田 吉孝訳，安田 節彦訳 127…



学園論集 第146号

できるかぎりよき本 後編
― 石井立の仕事と戦後の文学―

石井 耕，石井 牧，平賀 美穂，石井 樹……………………………
地盤剛性測定装置の研究 上浦 正樹…………………………………………………
Outlining Onboard Training for Cross-Cultural Understanding:
Possibility of The Ship for World Youth Program  Haruko ISHII…………
広告と物語 下村 直樹…………………………………………………………………
Hollywood Considers White Nationalism:Two Films  Patrick O’BRIEN……
Online EFL Discussion Forums in Communication Strategies and

 
Writing Strategies Courses  Mark MATSUNE…………………………………
ワマン・ポマ著 女澤史恵訳『インカ王族の子孫の記録者による挿絵』㈠
インカ帝国民族資料監修 大場四千男………………………………………………
高倉新一郎編「蝦夷地各場所請負人運上金調」（ ）
北海道アイヌ民族場所請負制資料監修 大場四千男………………………………
因果関係と客観的帰属（下) 吉田 敏雄……………………………………………
北海道の森林植物に関する生物多様性保全について 佐藤 謙…………………

学園論集 第147号

相川雅之教授退職記念号によせて 工学部長 山ノ井髙洋………………………
相川雅之教授の停年退職挨拶並びに略歴・業績等
ワマン・ポマ著 女澤史恵訳『インカ王族の子孫の記録者による挿絵』㈡
インカ帝国民族資料監修 大場四千男………………………………………………

社会はどこで生まれるのか――西原和久『間主観性の社会学理論』
(新泉社2010年）をめぐって 犬飼 裕一…………………………………………

遺伝子治療を巡る刑法上の諸問題 神元 隆賢………………………………………
モーツァルト『魔笛』と18世紀フリーメイソンの古代密儀イメージ 北原 博…
Studies of White Nationalism in the United States:Part Two

 
Patrick O’BRIEN………………………………………………………

ハイチ史における植民地責任
――「アメリカによる軍事占領」をとおして―― 浜 忠雄…………………
北海道の森林植物に関する生物多様性保全について ⑵
――国有林における諸問題―― 佐藤 謙……………………………………
M.M.ドブロトゥヴォールスキーのアイヌ語・ロシア語辞典 ⑻

寺田 吉孝訳，安田 節彦訳………………………………………………………
2010年度 北海学園大学市民公開講座 文化再発見～人間回復の地域づくり
講座⑴ 文化再発見～役所ができることは何か 佐藤 克廣………………………
講座⑵ グローバリゼーションとアメリカの地域コミュニティー，

そして国家 上杉 忍………………………………………………………
講座⑶ 札幌の学童保育と育ちの文化 山田 誠治…………………………………
講座⑷ まちつむぎ―手から手，人から人― 岡本 浩一…………………………
講座⑸ 地域への調和～博物館の再生に向けて 手塚 薫………………………



執 筆 者 一 覧

犬 飼 裕 一 経済学部教授 社会学

I a n  M u n b y 人文学部講師 英語

大 場 四 千 男 経営学部教授 経営史

杉 山 雅 工学部教授 建築材料学

寺 田 吉 孝 人文学部教授 ロシア語
(共訳者）
安 田 節 彦 ロシア語通訳・翻訳者

学 園 論 集 第 148号

2011年６月18日印刷

2011年６月25日発行

編集・発行 北海学園大学学術研究会

発行代表者 木 村 和 範(北海学園大学長）

研 究 紀 要
委 員

小池直子(経済学部教授)，マツネ･マーク(経営学部教授)
亀井伸照(法学部教授)，大谷通順(人文学部教授)
山本隆範(工学部教授)

学術研究会
事 務 局

〠062-8605 札幌市豊平区旭町４丁目1－40
北海学園大学教務センター内
☎(011)841－1161

印刷 株式会社アイワード



ISSN 0385－7271

THE JOURNAL OF HOKKAI-GAKUEN UNIVERSITY

 

No.148 June 2011

The Scientific Research Association,Hokkai-Gakuen University
 

4-Chome,Asahi-machi,Toyohira-ku,Sapporo,Hokkaido,Japan

 

ng Listening Activities for Moodle with Audacity  Ian MUNBY 11…………………………

Architec

Articles

 

The Basic research on the effect of the remover agent on the concrete strength properties

(I.The inference on the strength behavior of concrete.) Masashi SUGIYAMA 1………………

Creati

113……………………………

Translation

 

ture of Japanese Business History and Humanism in East-South Asia(一)

Yoshio OBA 23………………………………………………………………………………

Who are the Masses?:The sociological self-reference problems
 

on Jose Ortega y Gasset’s The Revolt of  the Masses,1930  Yuichi INUKAI (1)…………………

Material

127……i


