
小樽商科大学 卒業論文 （平成19年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成19 15928 日本のシングルマザーの現状と今後
平成19 15929 30兆円ビジネスに見るパチンコ業界
平成19 15930 音楽と記録音楽の歴史
平成19 15931 三菱の軌跡
平成19 15932 北洋銀行の歴史
平成19 15933 インターネットの可能性
平成19 15934 食品表示に関わる法と食品表示の現在
平成19 15935 家計の資産ポートフォリオについて
平成19 15936 進学会の歴史と経営戦略
平成19 15937 日本版REITの成り立ちと課題
平成19 15938 投資信託の流行の背景
平成19 15939 年金
平成19 15940 モチベーションと運動能力の関係性について
平成19 15941 競馬の経済学
平成19 15942 地球温暖化問題を解決するために

平成19 15943
スポーツ産業における水泳について　- スポーツイベント業とスポーツス
クール業 -

平成19 15944 音楽業界の今後　-　音楽配信は日本で成功するか？　-
平成19 15945 YouTubeに見る世界の変化
平成19 15946 資本市場のグローバル化と日本の証券取引所
平成19 15947 ネット社会におけるコミュニケーションとその問題
平成19 15948 観光経済学とカンボジア

平成19 15949
地球温暖化対策　－京都メカニズムではなく新エネルギー導入による対策
－

平成19 15950 札幌市のかかえる保育問題
平成19 15951 少女マンガからみる女性像の変化
平成19 15952 クロスボーダーM&A社会における外資と日本企業との比較考察
平成19 15953 教育についての考察　-　公教育の役割と民間教育の役割の提案　-
平成19 15954 企業が求める義務教育制度

平成19 15955
制度の進化に対する本質的考察　-　制度に関する2つの概念への時間軸
の導入　-

平成19 15956 北海道の大学公式野球部にみる，チームワークとコミュニケーション
平成19 15957 日本のエネルギーの将来

平成19 15958
日本における家計の貯蓄と企業の設備投資について　-　貯蓄投資バラン
スを用いた考察　-

平成19 15959 サブプライム問題における現状と今後の展望
平成19 15960 地方自治の在り方
平成19 15961 地方自治体財政に関する考察　-　財政破綻を防ぐには　-
平成19 15962 生命保険会社への経営転換の提言　-　健全な競争を行うために　-

平成19 15963
クールビズによる環境対策　-　ヒートアイランド・地球温暖化の抑止に向け
て　-

平成19 15964 現行医療制度の医療経済学的分析
平成19 15965 教育の公共性と教育改革　-　日本の教育のあるべき姿とは　-
平成19 15966 少子高齢化による影響とその対応策
平成19 15967 日本における携帯電話業界　－社会全体にとって望ましい在り方とは－
平成19 15968 国民年金の今後を考える
平成19 15969 災害復興支援制度と民間保険
平成19 15970 女性雇用の現状と課題
平成19 15971 日本のエネルギー政策　-　今後のエネルギーバランスに対する提言　-
平成19 15972 日本のメインバンク制度が抱える諸問題に関する考察
平成19 15973 地球温暖化をとりまく現状と排出権取引の役割について
平成19 15974 地球温暖化問題に対する日本政府の採るべき政策

平成19 15975
石油資源への懸念とエネルギー安定供給政策　－直面するエネルギー問
題と石油枯渇問題－

平成19 15976 人はなぜ笑うのか
平成19 15977 EPA/FTAの重要性と日本への影響
平成19 15978 木材における地産地消の普及に向けて
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平成19 15979 少子化問題の現状と取り組むべき課題
平成19 15980 セブン・イレブンの経営戦略
平成19 15981 三位一体改革から見る地方財政の健全化と地方分権の推進
平成19 15982 国民年金制度改革案
平成19 15983 韓国の経済特区の方向
平成19 15984 貧困解消への経済的アプローチ
平成19 15985 貧困解消-新しい貿易体制へ

平成19 15986
経済の継続的発展と循環型社会の形成を両立するために　－鉄スクラップ
を通して－

平成19 15987 小学校英語必修化の問題点
平成19 15988 非正規雇用における労働所得格差の現状と解決に向けて
平成19 15989 買収防衛策導入の是非
平成19 15990 食料品に対する軽減税率の適用についての検証
平成19 15991 有料老人ホーム創設に求められる居住環境の提案

平成19 15992
三位一体改革が引き起こした格差の是正について　－国と地方の税収配
分のシミュレーション分析－

平成19 15993 PFI事業における 適なリスク移転の検証
平成19 15994 中部国際空港の現状から見る名古屋空港一本化の妥当性
平成19 15995 京都議定書と地球温暖化対策
平成19 15996 所得・地域・教育における格差社会の実態検証と是正方法

平成19 15997
小樽市の「第二の夕張」転落回避政策について　－小樽築港再開発の必
要性－

平成19 15998 新しいたばこ税の提案　-　たばこの販売禁止と適正価格　-
平成19 15999 RMTを前提としたMMORPGの検証
平成19 16000 介護保険制度における介護予防サービス廃止の提案
平成19 16001 アメリカ・モデル導入による公的年金制度改革
平成19 16002 低保障年金の導入に向けて　－低所得高齢者に対する救済策の提案－

平成19 16003 公的年金制度縮小による制度持続の可能性
平成19 16004 家計貯蓄率と日本経済
平成19 16005 宮城県のIT関連産業誘致による経済波及効果
平成19 16006 日本の経済成長と高齢化社会
平成19 16007 マクロ的視点から見た我が国の貨幣市場の実証分析
平成19 16008 日本の雇用形態の変遷と所得格差
平成19 16009 フリーターの経済分析　-　日本経済への影響　-
平成19 16010 『家計調査年報』による自動車に関する家計支出の実証分析
平成19 16011 北海経済の現状について
平成19 16012 日本における若者の失業克服について
平成19 16013 暴力団取締りの経済学的分析
平成19 16014 直接投資が日本経済に与える影響
平成19 16015 IT技術革新と雇用
平成19 16016 電力市場の規制改革における現状と課題　－電力自由化と公益的問題－

平成19 16017 M&A - 企業の現実 -
平成19 16018 年金制度の現状と課題
平成19 16019 家庭と両立して働ける環境を目指して
平成19 16020 団塊退職が及ぼす日本経済への影響
平成19 16021 日本における財政上の問題の考察を通して考える 適な規模の政府
平成19 16022 モータリゼーションと小売店の郊外化
平成19 16023 ビジネスにおける日本の強み
平成19 16024 現在における日本経済の体質とこれからの日本経済の考察
平成19 16025 格差が遺伝する　-　子どもの下流化を防ぐには　-
平成19 16026 銀行本来のあるべき姿へ
平成19 16027 デフレが変えた女性の選択
平成19 16028 人との出会いをよりよいものにするために
平成19 16029 戦後の国防について
平成19 16030 現在の保険流通
平成19 16031 スペイン内戦の国際化
平成19 16032 十字軍とテンプル騎士団
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平成19 16033 三方ヶ原の合戦に見る、戦争の動機と偶像化される戦国武将について
平成19 16034 16世紀の巨商フッガー家
平成19 16035 環境問題と環境税の導入
平成19 16036 リスク・マネジメント
平成19 16037 リースの仕組みと日本におけるリース産業の展望
平成19 16038 二酸化炭素規制と自動車社会の展望
平成19 16039 デリバティブ取引の展望
平成19 16040 経済格差について
平成19 16041 証券分析に対する考察
平成19 16042 中国経済の新たな発展の可能性
平成19 16043 航空輸送の進展と国際貿易
平成19 16044 インドの経済社会と対外貿易
平成19 16045 プロサッカークラブの経営に関する一考察
平成19 16046 日豪経済連携協定における日本経済への影響
平成19 16047 食料貿易の自由化と関税の部分均衡分析
平成19 16048 日本の証券市場の形成とオンライン証券の台頭
平成19 16049 日本と労働豊富国との貿易
平成19 16050 拓銀破綻
平成19 16051 競馬の歴史
平成19 16052 日本ラジオ史と北海道ラジオ
平成19 16053 ASEANの経済成長と発展
平成19 16054 日本の農業の問題点と展望
平成19 16055 国鉄民営化
平成19 16056 雪印の崩壊
平成19 16057 粉飾決算事例におけるCSR
平成19 16058 裁判員制度　-　国民の司法参加　-
平成19 16059 VaRの実践と計算方法の比較 著者２人
平成19 16060 日系食品企業の中国内販市場開拓　-　現地企業のM&A　-
平成19 16061 中国における日本企業の成功のために　－人材流出と人事管理問題－
平成19 16062 企業分析　-　スターバックスとドトールコーヒー　-
平成19 16063 地球温暖化対策と経済発展
平成19 16064 マンチェスターユナイテッドの経営戦略
平成19 16065 電子マネービジネスの展望
平成19 16066 総合金融サービス機関時代のリテール戦略
平成19 16067 年金制度の現状と展望
平成19 16068 格差社会と社会保障
平成19 16069 業界を牽引するセブン-イレブン・ジャパンの強さ　－徹底した出店戦略－

平成19 16070 労働市場の流動化政策
平成19 16071 日本における3PL事業の現状と展望
平成19 16072 なぜヤフーはポータルサイトNo.1なのか？
平成19 16073 旭川家具のブランド戦略を考える
平成19 16074 クレームの実態とマネジメントシステム
平成19 16075 日本のフリーペーパー事業から考えた中国での起業アイディア
平成19 16076 高齢者向け旅行市場

平成19 16077
日本の漫画＆アニメ産業　－日本の漫画とアニメは世界への影響と経済
効果－

平成19 16078 札幌における電子マネーKitacaの可能性

平成19 16079
バランス・スコアカードにおける達成率と浸透度の関係　－済生会小樽病
院のケース－

著者５人

平成19 16080 バブルと日本経済
平成19 16081 日本とアメリカのプロスポーツビジネスの比較
平成19 16082 「世界の工場」中国の経済成長
平成19 16083 労働金庫のこれから
平成19 16084 消費者金融業会　-　抱える問題と今後　-
平成19 16085 夕張と地方財政
平成19 16086 M&Aの現状
平成19 16087 インド経済の発展
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平成19 16088 日本のバブル経済
平成19 16089 地域通貨の及ぼす影響と現状
平成19 16090 近年のM&Aについて
平成19 16091 金融マーケティング
平成19 16092 決済サービスへの異業種参入の背景と問題点
平成19 16093 電子マネー決済の仕組み
平成19 16094 貨幣の発展と電子マネー
平成19 16095 金融機関のCSRとSRI
平成19 16096 不良債権問題
平成19 16097 消費者金融問題に関する考察
平成19 16098 北海道経済の展開と将来
平成19 16099 成長する中国の外食産業と外資系チェーン
平成19 16100 世界学力調査とフィンランド教育の分析から見る日本教育
平成19 16101 総合スーパーの差別化戦略
平成19 16102 中国の戸籍制度　-　苦しむ農民たち　-
平成19 16103 グリーン・ビジネス　-　地球を救う起業　-
平成19 16104 法と行動から見る環境
平成19 16105 わが国における家電マーケティングの発展と今後の展望
平成19 16106 北海道の自動車産業　-　クラスター形成の可能性　-
平成19 16107 過渡期における生保経営
平成19 16108 否定学による生産革新のすすめ
平成19 16109 経済性と社会性を両立させる戦略的CSR
平成19 16110 目標を正しく設定する
平成19 16111 パチンコ産業の問題と将来
平成19 16112 イスラーム金融は西欧資本主義と共存できるのか？
平成19 16113 高度情報化社会とレコード不況
平成19 16114 シネマ・コンプレックスの日本進出とミニシアターの存続に関する考察
平成19 16115 プロ野球人気回復のために
平成19 16116 ステークホルダーのための環境報告とは
平成19 16117 アニマル・アシステッド・セラピー　－高齢者への効果と今後－

平成19 16118
ホリスティック医学の一つであるアロマテラピーを広めるにはどうすればよ
いか

平成19 16119
今後、日本を震源地とした日本版サブプライム住宅ローン問題は起こりうる
のか

平成19 16120 36号報告書による説明責任向上の可能性

平成19 16121
コンビニエンス・ストア店舗運営の実態　－なぜ今物流改革が生かされな
いか－

平成19 16122 『痩身＝美』という等式に終わりはくるのか
平成19 16123 バイオエタノールと食糧問題

平成19 16124
韓国における金融危機が与えた影響　－IMF主導による金融構造改革とそ
の中の会計制度改革－

平成19 16125 ファイナンス・リースにおける会計処理

平成19 16126
企業会計原則注解3の継続性の原則に関して、「正当な理由によらない」会
計処理の原則又は手続きの変更が監査上の除外事項に該当するか

平成19 16127 減損会計の制度と理論
平成19 16128 費用収益対応の原則と実現基準
平成19 16129 株式持合関係がもたらす会計問題の研究
平成19 16130 無形固定資産の会計問題
平成19 16131 繰延ヘッジ会計・時価ヘッジ会計をめぐる一考察
平成19 16132 キャッシュ・フロー計算書の必要性と表示妥当性に関する研究
平成19 16133 -引当金繰入額認識の論拠-
平成19 16134 自動車産業の日米比較 － GMとトヨタ －
平成19 16135 サービス業における自己目的志向についての考察
平成19 16136 消費者参加型商品開発の実態
平成19 16137 CGMサイト事業の競争戦略

平成19 16138
ファッション関連商品購買行動における態度形成　-　セレクトショップにお
ける事例　-
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平成19 16139 iPodが成功した理由　－消費者行動から見る成功要因の仮説提案－

平成19 16140
飲食店経営におけるフィールドワーク　－経験とこだわりの関連性について
－

平成19 16141 消費者の書籍購買行動
平成19 16142 社会保障制度としての医療保険制度の展望
平成19 16143 日本の年金制度の問題点と改革の考察
平成19 16144 損害保険の歴史と損害保険事業
平成19 16145 企業が選択するリスクマネジメント
平成19 16146 日本の生命保険経営
平成19 16147 介護現場の問題と介護保険制度改革

平成19 16148
高齢社会における日本の社会保障制度　－年金・医療・介護の社会保険
制度改革－

平成19 16149 社会保険と医療保険
平成19 16150 生命保険事業が抱える問題と展望
平成19 16151 生活リスクと保険制度
平成19 16152 トイレタリー業界における日本型ブランドマーケティング考察

平成19 16153
アメリカ3大消費者の文化と消費者行動にみる多文化マーケティングの必
要性

平成19 16154 2G　MARKETINGのススメ　-　GREEN AND GLOBAL　-
平成19 16155 外食産業の世界進出戦略　-　理論とケース分析を中心に　-
平成19 16156 日本食がアメリカの食生活を変える
平成19 16157 チョコレート業界とロイズコンフェクトの世界進出
平成19 16158 日本市場におけるドイツ車についての考察

平成19 16159
東京ホテル戦争を通して見た異文化におけるホスピタリティマーケティング
－ザ・リッツ・カールトン東京の方策－

平成19 16160
日本のファッション産業に関する考察　-　海外展開におけるマーケティング
戦略を中心として　-

平成19 16161 進化する広告展開　-　IMC理論を中心とした文化との関連性　-

平成19 16162
SCM構築のターニングポイントはどこにあるのか　－タビオ株式会社を
SCMにおける成功事例として－

平成19 16163
コミュニティ型小売業とは　-　丸井今井小樽店とサンモール一番街の事例
をもとに　-

平成19 16164 地域の小規模家具小売店の問題　－小樽市の小規模家具小売店を例に－

平成19 16165 ラッキーピエロの成功に見るハンバーガーチェーンビジネス論理の変化
平成19 16166 セイコーマートの競争力　-　北海道地域における差別化　-

平成19 16167
ネットコミュニティの利用による新しいマーケティング　－試供品サイト　サ
ンプル百貨店を事例に－

平成19 16168 出版業界の取引慣行と零細書店の生き残りについて
平成19 16169 小売店と有機農産物の消費者浸透の関係について
平成19 16170 化粧品通販メーカーはなぜ店舗販売するのか

平成19 16171
家庭用ゲーム機市場におけるハード・メーカーのソフト政策についての考
察　－任天堂とSCEのケースを中心に－

平成19 16172 「ドン・キホーテ」モデルの考察
平成19 16173 JRタワーの成功要因について
平成19 16174 道の駅の成り立ちと今後　-　北海道の「道の駅」のあり方　-

平成19 16175
母性原理から見た成果主義導入の問題点 －日本における父性原理強化
の必要性 －

平成19 16176 トップセールスウーマンを目指す
平成19 16177 ワークライフバランスの施策と効果

平成19 16178
金融機関における世代間継承の項目とその手段としてのコミュニケーショ
ンの実態　-　札幌市の金融機関の事例をもとに　-

平成19 16179 中小企業の諸問題とその解決策の提言
平成19 16180
平成19
平成19
平成19 16181
平成19

時代と共に活きるプライベートブランド

地域ブランドの確立による地域経済の活性化
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成19 16182 学習塾の市場構造と経営
平成19 16183 ニトリの経営戦略
平成19 16184 スポーツ振興くじの今後
平成19 16185 コンティンジェンシー・アプローチから考える参加型リーダーの適合性
平成19 16186 Jリーグ、プロ野球から見る、バスケットボールビジネスの成功の鍵
平成19 16187 流通業界から銀行業への新規参入　-イオン銀行は成功するのか-
平成19 16188 被評価者からみた目標管理　-　目標管理の正しいとらえ方　-
平成19 16189 複式簿記の歴史
平成19 16190 電力業界の現状分析と、北海道電力と他9電力会社の財務比較
平成19 16191 コンビニエンスストア業界の経営分析と経営戦略
平成19 16192 財務諸表分析とその手法
平成19 16193 大学経営　-　小樽商科大学に望む　-
平成19 16194 資産の評価基準
平成19 16195 減損会計
平成19 16196 格付けの方法
平成19 16197 棚卸資産に関する会計基準
平成19 16198 キャッシュ・フロー計算書の有効性とその分析
平成19 16199 金融商品取引法における内部統制
平成19 16200 コマツとキャタピラー　-　中国市場を支配するのは誰。　-
平成19 16201 法人税のしくみとその問題点

平成19 16202
企業結合会計に関する考察　－M&A時代における日本の企業結合会計基
準－

平成19 16203 トヨタ自動車とは　-　トヨタ自動車を注目する理由　-
平成19 16204 損失補償と生活権補償　-　判例にみる現状と問題点　-
平成19 16205 行政調査について　-　問題点とその実態　-
平成19 16206 条例制定権の限界　-　上乗せ条例の許容基準　-
平成19 16207 学習指導要領の法的性質
平成19 16208 生活保護の現状と課題

平成19 16209
国家賠償法2条における「人工公物と自然公物に関する峻別」に関する考
察

平成19 16210 行政の不作為による国家賠償法上の違法
平成19 16211 自己名義の有効なクレジットカードの不正使用と詐欺罪
平成19 16212 放火罪の既逐時期
平成19 16213 未必の故意と認識ある過失の限界
平成19 16214 わいせつ物頒布等罪（刑法175条）の客体の意義
平成19 16215 因果関係と第三者行為の介入
平成19 16216 殺人罪と自殺関与罪の限界
平成19 16217 意味の認識
平成19 16218 「原因において自由な行為」の研究

平成19 16219
外国人研修生・技能実習生制度についての一考察　-　外国人労働者受入
れ政策の提言　-

平成19 16220
廃棄物処理における行政の法的課題と循環型社会実現を目指した新法へ
のアプローチ

平成19 16221 利子・株式等譲渡益の正確な補捉に向けて　－納税者番号制度の研究－

平成19 16222 刑事医療過誤訴訟現状とその課題
平成19 16223 北海道酪農の今後の展望
平成19 16224 育児休業の現状と課題
平成19 16225 日本における「死刑制度存廃の問題」
平成19 16226 消費者金融と貸金業法改正
平成19 16227 盲導犬使用の実態　－盲導犬拒否は､メガネをつけるなというのと同じ－

平成19 16228 ワーキングプア　非正規雇用から脱却するには
平成19 16229 地域間医療格差とその是正法
平成19 16230 生活保護制度の認知度と広報活動
平成19 16231 出生前診断の役割と是非
平成19 16232 民間医療保険を考える
平成19 16233 特別養護老人ホームにおけるユニットケアの現状
平成19 16234 里親制度
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成19 16235 第三者評価制度
平成19 16236 児童虐待　-　加害者の立場に立って　-
平成19 16237 在宅介護と制度の改善点
平成19 16238 サブリース契約と借家地借家法三二条の適用の可否
平成19 16239 受働債権の差し押さえと相殺の対抗力についての考察

平成19 16240
サブリース契約が賃借人の更新拒絶によって終了した場合に、賃貸人が
その終了を転借人に対抗することの可否

平成19 16241
不法行為に基づく損害賠償請求権における「時効」制度に「被害者の声」は
届いているのか　-　足立区女性教諭殺害事件を契機とする民法724条後
段に関する解釈論　-

平成19 16242 消費者契約法9条1号における「平均的な損害」の意義
平成19 16243 建築請負契約における建替え費用相当額の損害賠償の可否について

平成19 16244
親権者の代理権行使における利益相反性及び民法九三条但書の類推適
用

平成19 16245 預貯金の不正払戻し事件における法律構成の考察
平成19 16246 武力紛争における環境破壊の違法性
平成19 16247 「共通利益」概念による海賊行為規制の進展
平成19 16248 国際人権保障における個人通報制度の機能
平成19 16249 武力による対抗措置の合法性
平成19 16250 武力を用いた人道的介入の正当性と合法性
平成19 16251 テロに対する先制的自衛の可否
平成19 16252 脱北者の難民としての人権保護の限界

平成19 16253
外国法に見るフリーズアウト規制とジャパニーズフリーズアウトについての
考察　-　少数株主保護を中心に　-

平成19 16254 会計基準の変更・選択についての検討

平成19 16255
ブルドックソース対スティール・パートナーズ　-　買収防衛策に対する司法
判断のスタンス　-

平成19 16256 内部統制の監査について
平成19 16257 民法94項2項の類推適用の限界
平成19 16258 公法関係における私法規定の適用の可否について

平成19 16259
申込みと承諾　-　日本法とウィーン国際動産売買統一条約（CISG)との比
較　-

平成19 16260 保険委付によって移転する権利の範囲について
平成19 16261 売買契約における危険負担
平成19 16262 法定地上権の成立と第三者利益の保護
平成19 16263 民法416条の債務不履行による損害賠償の範囲
平成19 16264 パブリシティ権　-　モノへの妥当性　-
平成19 16265 年少者の逸失利益賠償の男女格差について
平成19 16266 登記の流用
平成19 16267 日本におけるコーポレート・ガバナンスの実効性確保についての一考察
平成19 16268 新会社法下における株主優待制度
平成19 16269 利益相反取引の考察
平成19 16270 組織再編の自由化がもたらす影響と今後の展望
平成19 16271 日米のM＆A法制の比較検討
平成19 16272 企業の社会的責任の担い手
平成19 16273 日本における敵対的買収防衛策について

平成19 16274
日本のプロスポーツ選手の保護　-　プロ野球選手を中心とした法的地位
の確立と制度改革案　-

平成19 16275
若者を育てる社会へ　-　正社員と非正規社員の格差を埋め、みなが幸せ
に暮らす社会を目指す　-

平成19 16276 社会のなかの技術労働者　－技術労働者が活躍できる社会のために－

平成19 16277
芸能実演家に労働者性はあるか　-　俳優、音楽家、芸能スタッフからみる
生活実態　-

平成19 16278 ワーキングマザーの仕事と子育て　－女性活用と両立支援の関係性－
平成19 16279 コンビニ・フランチャイズ契約の実態と問題点　－必要な法的保護の検討－

平成19 16280 勝ち組になるために　-　働く女性にとって本当に幸せな結婚とは　-
平成19 16281 憲法96条と日本国憲法の改正に関する法律の検証
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成19 16282 平和的生存権の裁判規範性
平成19 16283 表現の自由、及びそれに対するプライバシーの侵害について
平成19 16284 生活保護法との接触
平成19 16285 プライバシーの権利の保護と表現の自由
平成19 16286 憲法第9条のこれから
平成19 16287 政教分離と靖国問題
平成19 16288 外国人の人権問題　-　参政権を中心に　-
平成19 16289 憲法9条
平成19 16290 天皇と政治の関係
平成19 16291 自己決定権　－「ライフスタイルに関する自己決定権」は認められるのか－

平成19 16292 取材の自由に関する判例研究　-　取材源秘匿権を中心として　-
平成19 16293 日本における女性の権利
平成19 16294 児童虐待に見る子どもの権利侵害
平成19 16295 日本における外国人の人権
平成19 16296 政教分離
平成19 16297 入札と談合
平成19 16298 アジア諸国の競争法と市場経済化
平成19 16299 日米EUの独占禁止法比較　-　カルテルに対する規制　-
平成19 16300 入札談合の歴史と独占禁止法による規制
平成19 16301 談合に関する日本の経済犯罪とその影響
平成19 16302 医薬品業界と独占禁止法
平成19 16303 日米銀行の情報化比較 － 日米の歴史的差異と情報化の進展 －
平成19 16304 名監督と一般的な人のコメント比較
平成19 16305 異文化コミュニケーションとステレオタイプ

平成19 16306
社内SNS導入による企業組織への影響の考察　－社内SNS導入事例の分
析－

平成19 16307 絵文字が携帯電話コミュニケーションに与える効果について
平成19 16308 ソーシャルネットワーキングサービス　日米比較
平成19 16309 携帯電話の普及とモバイルコマースにおける消費者心理の特性
平成19 16310 スポーツのどのような側面が青少年のEQを形成するか

平成19 16311
方角要素と角地要素からみた住宅地形成過程に関する研究　-　札幌東部
地域開発を事例として　-

平成19 16312
総合型地域スポーツクラブを通じた地域コミュニティの活性化に関する研
究

平成19 16313 災害時における自治体間相互応援協定の実態調査
平成19 16314 札幌市中央区におけるマンションの名称に関する研究

平成19 16315
AEDの普及を考慮した札幌市における救急隊の 適配置に関する実証的
研究

平成19 16316
待ち時間と乗車時間の関係に注目した路線バスダイヤの編成方法に関す
る研究

平成19 16317 “ゲーム”に注目した趣味の社会的イメージに関する研究
平成19 16318 商戦戦略と統計学
平成19 16319 大学生のインターンシップと就職活動についての考察
平成19 16320 広告媒体としてのニンテンドーDS
平成19 16321 日本の農業政策
平成19 16322 若年層の自動車離れ及び新車販売減少の原因と解決策の検証
平成19 16323 不完全情報ゲーム「大富豪」における戦略の策定
平成19 16324 因子分析・主成分分析による性格分析
平成19 16325 AHPによる小樽商科大学トランポリン競技部における意思決定とAHP
平成19 16326 株式投資におけるAHPの適用と考察
平成19 16327 コンジョイント分析による野球用品の商品企画
平成19 16328 ソートの比較検証
平成19 16329 コンジョイント分析を用いた観光企画の設計

平成19 16330
ロジスティック回帰分析による生活習慣病とストレスの関係性についての
研究

平成19 16331
仮想空間内でのチャットによる調査を利用した効果的な宣伝についての考
察
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平成19 16332
投票用紙記載台に掲示される候補者名簿が投票行動に与える影響の考
察

平成19 16333 場を盛り上げるための演奏方法

平成19 16334
北海道のスポーツファンの傾向を考える　-　本当に”熱しやすく冷めやす
い”のか　-

平成19 16335 小樽の銭湯カルテ　-　撤退のタイミングとは　-
平成19 16336 議事録から検証する会議の生産性について
平成19 16337 マンガで表現力を向上させる
平成19 16338 小劇団の効果的な公演告知方法

平成19 16339
ネット・コミュニティの情報特性と顧客ロイヤルティから見たmixiのコミュニ
ティにおける信頼性

平成19 16340 「みんなでつくる小樽百科事典」の書き込みを増やすには
平成19 16341 小規模飲食店におけるメニューから見る顧客の誘導
平成19 16342 顧客が与える顧客ロイヤルティの影響
平成19 16343 学生のノートの貸し借りの傾向に見る著作権法違反の傾向の調査
平成19 16344 日本人の対人的コミュニケーション　-　「謙虚」の姿　-
平成19 16345 少人数グループにおけるモチベーション　-　カフェプロジェクト検証　-
平成19 16346 男女の会話に求める反応の違いについて
平成19 16347 なぜ、組織からドロップアウトするのか　－愛着不足の観点から探る－

平成19 16348
親の子供に対しての対応と、プロジェクトの行動　-　不安と劣等感と親の
押し付け　-

平成19 16349 日本語オノマトペにおける母音と意味の関連性
平成19 16350 発信源の違いによる口コミ信頼度の相違
平成19 16351 化粧行動・性格・動機の関係性
平成19 16352 終助詞「ね」「よ」「な」が変えるブログと読み手の距離感
平成19 16353 携帯電話メール産出過程における自己参照機能
平成19 16354 オノマトペにおける清音と濁音の印象の違い
平成19 16355 親の仕事、養育態度が学生の職業選択に及ぼす影響
平成19 16356 表情認知におけるポジティブギャップ効果とネガティブギャップ効果
平成19 16357 AHPによる預金、投資のための金融機関選定
平成19 16358 マルコフ連鎖による小樽商科大学硬式野球部 適打順の決定
平成19 16359 支配型AHPによる総合評価算定プログラムとその応用
平成19 16360 机不足待ち行列システムのシミュレーション
平成19 16361 DEAによるJリーグチームの経営効率分析
平成19 16362 DEAによる渡島管内市町の農業と水産業の効率性評価
平成19 16363 カラオケの始まりと今後
平成19 16364 年金制度の考察
平成19 16365 パチンコ業界の変遷
平成19 16366 三菱UFJ信託銀行を中心とした信託銀行業界の考察
平成19 16367 北海道経済の過去、現在、未来について
平成19 16368 ニート対策について
平成19 16369 保険の基礎知識
平成19 16370 生命保険を見極める
平成19 16371 全国農業協同組合について
平成19 16372 適反応とゲーム理論
平成19 16373 就職活動支援のための簡易テスト作成の可能性の検討
平成19 16374 パチスロ5号機における出玉性能向上のためのリプレイタイム活用法
平成19 16375 ゼミナール推薦システムモデルの提案
平成19 16376 札幌市における救急業務効率化の考察
平成19 16377 札幌版メンズファッションサイトの提案
平成19 16378 米韓との比較による日本での電子新聞への転換期の考察
平成19 16379 国内外の事例分析による日本のフリーニュースペーパーの展望
平成19 16380 スポット評価値を用いた旅行スケジュール作成支援システムの提案
平成19 16381 銀行ATM手数料無料化の実現の検討
平成19 16382 レシートによるビジネスモデルの提案
平成19 16383 Campus Squareの機能拡張による授業評価および履修支援に関する考察
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平成19 16384
高齢者向け携帯電話のメール機能に関する基本タスクに基づく評価及び
提案

平成19 16385 映像コミュニケーションを応用した販売支援に関する考察
平成19 16386 人間中心設計のリースサービスへの適応研究
平成19 16387 多量な写真データの検索に関する研究
平成19 16388 信用金庫法制の存続意義と信用金庫の改善策
平成19 16389 トラック運送業界の適正な競争下における持続的発展に向けた施策
平成19 16390 男性看護師増加の社会的意義
平成19 16391 我が国の『構造改革』におけるPPPの重要性について
平成19 16392 高速道路の歴史と公団民営化
平成19 16393 「スウェーデンモデル」の政治システムとメカニズム
平成19 16394 ドイツとニュージーランドに見る郵便改革

平成19 16395
中華人民共和国・中華民国、「統一」と「独立」の論争　-　2つの主権国家
の政策変化を追って　-

平成19 16396 家族とは何かを考える　-　マンガから読み取る家族像　-
平成19 16397 儒教と日本人
平成19 16398 草木染めの媒染金属とその色調の研究
平成19 16399 融雪剤中カルシウムの短期間多量流出量の測定とその環境影響
平成19 16400 大環状ポリアミンを用いた液膜型銅イオンセンサーの作製と電位応答
平成19 16401 商大石鹸の開発研究
平成19 16402 食用きのこに含まれるアルカリ及びアルカリ土類金属の定量
平成19 16403 数学で見る現代教育
平成19 16404 近年相場変動とその特徴
平成19 16405 サルトルの真理概念
平成19 16406 デューイの教育学への哲学的アプローチ　－著書『学校と社会』を通して－

平成19 16407 Success of the Beatles
平成19 16408 Venice and Belmont in The Merchant of Venice
平成19 16409 A Study of Romeo and Juliet
平成19 16410 CHARACTER OF LADY MACBETH
平成19 16411 The True Character of Lovers In Romeo and Juliet
平成19 16412 Hamlet and His Revenge

平成19 16413
Are there still Confucianism values in the family? － Comparing between
Japan and China －

平成19 16414
Relationship between Business and Alcohol　-　Is Alcohol Really Helpful in
the Business?　-

平成19 16415
Survey for Atomic Power Station　-　The Image Toward Atomic Power
Station in Each Countries and the Background　-

平成19 16416 The Roles of Humor　- Comparing between Japan and American  -
平成19 16417 Clinical Depression in Japan
平成19 16418 Foreign Tourists and Information Signs
平成19 16419 Fast Foods:Focusing on Hamburgers

平成19 16420
Between Japan and America about Ofukuro no Aji - the Taste of Home
Cooking -

平成19 16421 Migrant Workers in Japan -　the Korean and Chinese Workers　-
平成19 16422 LOHAS:Lifestyles of Health and Sustainability
平成19 16423 Psychological, Cultural, and Social Influences of Japanese EFL Learners.
平成19 16424 Japanese Sense of Beauty Which is Affected by Priority Culture
平成19 16425 フランス現代美術の歩み
平成19 16426 見直される路面電車　-　新交通システム”LRT"への転換　-
平成19 16427 フリーメイソン　-　フランスの歴史におけるその役割　-
平成19 16428 La Marseillaise　-　フランス国歌の軌跡　-
平成19 16429 赤ずきんとその歴史背景についての考察
平成19 16430 時代精神を映し出す鏡としての芸術　-　世紀末と象徴主義　-
平成19 16431 日英語のオノマトピア比較
平成19 16432 The mind of Japanese learners of English
平成19 16433 子どもの言語獲得について
平成19 16434 『時計じかけのオレンジ』に見る希望
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成19 16435 ニート・フリーター問題
平成19 16436 現代社会における自由
平成19 16437 教育先進国フィンランドから学ぶ教育理念
平成19 16438 「働く」を知る　-　過去が現代に残した歪み　-
平成19 16439 「教育」と「勉強」の姿
平成19 16440 少年犯罪
平成19 16441 子どもと学校　-　子どもをめぐる世界の変容　-

平成19 16442
Basic phonetic acquisition: to what extent can the acquisition of early
speech sounds in a Japanese infant accounted for by the nativist model
of first language acquisition?

平成19 16443 Historical variation and spread of wakamono-kotoba

平成19 16444
Japanese International Business Communication － English Language
Training Programs －

平成19 16445
The Difference Between Young People's And Older People's Usefulness
And Attitude Toward Abbreviations

平成19 16446 Language and solidarity in online chat rooms
平成19 16447 Japanese words in English
平成19 16448 Pronunciation issues of the learning of Korean
平成19 「16449-16459」は修士論文
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