
小樽商科大学 卒業論文 （昭和50年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和50 4274 J.Robinsonの経済成長理論
昭和50 4275 労働組合の経済学
昭和50 4276 ケインズ経済学の危機　-貯蓄・投資および乗数に関する考察-
昭和50 4277 日本経済の歩みと将来
昭和50 4278 E.S.Millsの都市経済学を考える
昭和50 4279 道路の経済学
昭和50 4280 Duesenberry の消費理論についての分析と拡張
昭和50 4281 Spill over offect and Income offect in the theory of General Equilibrium 現物なし
昭和50 4282 管理価格について
昭和50 4283 公害の経済学的考察
昭和50 4284 ターン・パイク経路の成算 現物なし
昭和50 4285 ケインジアンの経済学と現代
昭和50 4286 公益企業の料金について
昭和50 4287 昭和51年度4757と共著
昭和50 4288 昭和51年度4757と共著
昭和50 4289 昭和51年度4757と共著
昭和50 4290 昭和51年度4758と共著
昭和50 4291 昭和51年度4759と共著
昭和50 4292 昭和51年度4763と共著
昭和50 4293 昭和51年度4759と共著
昭和50 4294 昭和51年度4759と共著
昭和50 4295 昭和51年度4757と共著
昭和50 4296 昭和51年度4758と共著
昭和50 4297 昭和51年度4760と共著
昭和50 4298 昭和51年度4765と共著
昭和50 4299 昭和51年度4758と共著
昭和50 4300 昭和51年度4758と共著
昭和50 4301 昭和51年度4759と共著
昭和50 4302 昭和51年度4759と共著
昭和50 4303 昭和51年度4762と共著
昭和50 4304 昭和51年度4757と共著
昭和50 4305 昭和51年度4764と共著
昭和50 4306 昭和51年度4761と共著
昭和50 4307 「コンテナB/Lと信用状取引」
昭和50 4308 国際通貨不安　IMF発足から現在まで
昭和50 4309 信用状研究
昭和50 4310 貿易と海上保険
昭和50 4311 IMFのメカニズム
昭和50 4312 信用状の機能とその法律的性質
昭和50 4313 Marine Insurance
昭和50 4314 信用状の基本的知識
昭和50 4315 外国送金為替について
昭和50 4316 信用状の経済的意義
昭和50 4317 貿易国日本における信用状の意義
昭和50 4318 貿易取引における信用状の役割とその概要
昭和50 4319 信用状の行務
昭和50 4320 海上保険
昭和50 4321 アジア・ダラー市場
昭和50 4322 銀行経営論
昭和50 4323 貿易における信用状の経済的意義
昭和50 4324 輸出入決済と信用状
昭和50 4325 信用状について
昭和50 4326 ユーロ・ポンド
昭和50 4327 荷為替信用状による取引と仕組み
昭和50 4328 ユーロ・ダラー市場
昭和50 4329 貿易取引における信用状の役割とその意義
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昭和50 4330 貿易取引における代金決済
昭和50 4331 貿易取引に於ける信用状
昭和50 4332 オイルダラーと還流策
昭和50 4333 貿易と海上保険
昭和50 4334 コンテナB/Lと信用状取引
昭和50 4335 戦後日本経済における物価物価変動パターンの変化
昭和50 4336 日本経済の長期的成長パターン
昭和50 4337 我国の石炭産業　-その変遷過程と将来の展望-
昭和50 4338 畜産物の統計分析
昭和50 4339 日本中小企業の構造変化
昭和50 4340 賃金と物価
昭和50 4341 貯蓄動向と貯蓄の実態
昭和50 4342 広告の経済的効果
昭和50 4343 食糧問題と今後の課題
昭和50 4344 日本経済の将来
昭和50 4345 人口移動の分析　-札幌市の場合
昭和50 4346 北海道農業の統計分析
昭和50 4347 勤労者世帯の貯蓄動向とその分析
昭和50 4348 Mclure=Harberger Modelにおける法人税帰着論
昭和50 4349 所得税減税の分析
昭和50 4350 日本の財政政策と予算制度改革
昭和50 4351 税務会計と企業会計の諸関連
昭和50 4352 社会保障論
昭和50 4353 シャウプ勧告と税制改革
昭和50 4354 財政機構の経済安定化機能　-昭和30年代および昭和40年代について-
昭和50 4355 教育と経済
昭和50 4356 イタリア税制
昭和50 4357 予測について
昭和50 4358 利子論の変遷とその現状
昭和50 4359 日本の物価と通貨
昭和50 4360 金融政策と動学的貨幣分析
昭和50 4361 The New Economics の分析、検討および私見
昭和50 4362 貨幣制度と投資乗数の相対的安定性について
昭和50 4363 わが国金融政策の有効性
昭和50 4364 マネタリストによるIS.LM分析にかわる貨幣分析の新しい展開
昭和50 4365 Net Wealth に関して
昭和50 4366 安定政策とタイム・ラグ
昭和50 4367 恒常所得に関する考察　フリードマンとトーゼン
昭和50 4368 貨幣需要に関する一考察
昭和50 4369 貨幣分析「資産効果の研究」
昭和50 4370 流動性選好と資産選択の考察
昭和50 4371 経済変動と予想
昭和50 4372 日本資源問題の現状と展望
昭和50 4373 人口増加と経済発展　-開発途上国の人口増加-
昭和50 4374 札幌市の経済状況の展望と将来　-道内主要都市と比較して-
昭和50 4375 公的年金拡充の諸問題

昭和50 4376
我が国の賃金構造に関する労働経済学的接近　-産業間賃金格差はなぜ
存在するのか-

昭和50 4377 石油危機の本質と国際石油資本
昭和50 4378 エジプト後進資本主義の分析
昭和50 4379 救貧法体制の解体と産業予備軍の形成
昭和50 4380 19世紀イギリス農業の構造と展開
昭和50 4381 レーニンの革命思想序説
昭和50 4382 両大戦間におけるイギリス経済
昭和50 4383 ドイツ金融資本の工業企業支配体制の確立とその特質
昭和50 4384 18世紀初頭イギリスにおける南海泡沫事件について
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昭和50 4385 樺太史
昭和50 4386 産業資本の生成と官業払下げ
昭和50 4387 北海道工業化の過程
昭和50 4388 産業資本の確立と制糸労働者
昭和50 4389 近代労働者階級の形成・成長と労働運動
昭和50 4390 天保期における農民闘争
昭和50 4391 北海道開拓と漁業移民
昭和50 4392 ある四半世紀
昭和50 4393 消費者と流通機構に関する一考察
昭和50 4394 多国籍企業と労務管理
昭和50 4395 リーダーシップ論の体系と課題
昭和50 4396 経営組織と人間行動
昭和50 4397 ドラッカ経営学におけるマネジメント之責任と課題
昭和50 4398 マーケティングの環境変化と政策決定
昭和50 4399 マーケティングと意志決定
昭和50 4400 企業形態と資本集中
昭和50 4401 日本的経営と労務管理
昭和50 4402 官僚制組織と人間
昭和50 4403 総合商社と流通近代化
昭和50 4404 現代企業と利益管理
昭和50 4405 組織と人間
昭和50 4406 多国籍企業と経営戦略
昭和50 4407 労務管理と労務計画
昭和50 4408 ラインとスタッフの調整
昭和50 4409 経営分析と資金計画
昭和50 4410 多国籍企業とマーケティング
昭和50 4411 経営戦略と意志決定
昭和50 4412 マーケティングと広告
昭和50 4413 Industrial　Relations　in　Japan
昭和50 4414 経営学における人間研究と現代的課題
昭和50 4415 人間発見のリーダーシップ論
昭和50 4416 人間行動の経営理念
昭和50 4417 不法行為とその成立用件と効果について
昭和50 4418 不明 現物なし
昭和50 4419 狂乱インフレ下における投資対象と財産保全方法
昭和50 4420 不明 現物なし
昭和50 4421 日本武道史　-合気武道の源流をさぐる-
昭和50 4422 日本経済の行方
昭和50 4423 アメリカ・ドルの歴史的考察
昭和50 4424 信用論研究
昭和50 4425 現代日本の金融構造
昭和50 4426 不明 現物なし
昭和50 4427 リースの歴史的発展と特徴　-アメリカと日本-
昭和50 4428 現代資本主義の一視角
昭和50 4429 不明 現物なし
昭和50 4430 不明 現物なし
昭和50 4431 現代資本主義の諸問題
昭和50 4432 バーナード組織論の一考察　-シャーマン、ワルップ、ブラウン等の対比より
昭和50 4433 バーナード組織論の一考察　-対コープランド批判をめぐって-
昭和50 4434 疎外の克服は可能か　-キカイと人間の間柄をみながら-
昭和50 4435 企業目的論
昭和50 4436 多国籍企業　-その動機と組織-
昭和50 4437 在庫管理におけるABC分析の研究
昭和50 4438 サイバネティックスの立場からの経営体制比較
昭和50 4439 新製品の開発
昭和50 4440 広告と消費者
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昭和50 4441 生活研究　-生活と社会のバランス-
昭和50 4442 日本の公害　-公害総論
昭和50 4443 プロダクト・ライフサイクルとマーケティング戦略
昭和50 4444 物価と流通そして消費者
昭和50 4445 小売形態別にみる商品の動き
昭和50 4446 広告に関する六つの章　-広告のあり方について-
昭和50 4447 シャンプーの実態と商品学的研究
昭和50 4448 企業と消費者の共存
昭和50 4449 消費者志向と広告
昭和50 4450 製品品質と企業
昭和50 4451 公害とソシオエコロジカルマーケティング
昭和50 4452 大衆消費経済社会における消費者像
昭和50 4453 商品の流通面における本質

昭和50 4454
Allan W. Johnston 著　『United States Direct Investment in France』の要
約

昭和50 4455 短期利子率とインフレーション
昭和50 4456 一般的な金融制御の手段　by Warner L. Smith
昭和50 4457 日米金融構造の比較
昭和50 4458 経済成長のための金融財政政策
昭和50 4459 親と子　-自我の確立を求めて
昭和50 4460 創造に至るまでの前段階
昭和50 4461 不明 現物なし
昭和50 4462 埴谷　雄高　-その資質と環境
昭和50 4463 30-50代の既婚女性のアルコールに対する意識と実態調査
昭和50 4464 シャーマンのエクタシーと感覚奪取
昭和50 4465 MMPIテストについて
昭和50 4466 アルコール依存と日本的飲酒形態における甘えの関係について
昭和50 4467 心理テストによる性格と職業興味との関係
昭和50 4468 小樽商大生におけるY-G性格検査法と職業興味テストとの関係
昭和50 4469 飲酒の社会的文化的機能
昭和50 4470 現代社会と疎外
昭和50 4471 虫食い算とその解き方
昭和50 4472 ランチェスター販売戦略
昭和50 4473 システムとシミュレーションについて
昭和50 4474 一般システム理論へのアプローチ
昭和50 4475 人間のシステム分析
昭和50 4476 経済システム論
昭和50 4477 教育システム
昭和50 4478 電子計算機におけるデータ表現と言語処理について
昭和50 4479 MISの展開についての一考察　-AISを事例として-
昭和50 4480 マーケティング情報管理システムの研究
昭和50 4481 EDP会計のOut-Putとその図形処理への応用
昭和50 4482 定款に記載のない財産引受けの効力
昭和50 4483 自己株式取得禁止規定について
昭和50 4484 役員の退職慰労金
昭和50 4485 現物出資の過当評価の研究
昭和50 4486 株式総会決議取消の訴と裁量棄却
昭和50 4487 企業自体の思想と特別利害関係人について
昭和50 4488 営業譲渡に関する一考察
昭和50 4489 法人格否認論の再検討
昭和50 4490 表見代表取締役
昭和50 4491 商法265条にいう取引の範囲について
昭和50 4492 会社不成立における発起人の責任
昭和50 4493 新監査役の職務権限責任並びに独立性に関する吟味検討
昭和50 4494 委任状制度の法的規制の研究
昭和50 4495 役員報酬をめぐる諸問題と英米法からの示唆

4/5



小樽商科大学 卒業論文 （昭和50年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和50 4496 株式払込の仮装
昭和50 4497 手形法17条の法適用と法解釈
昭和50 4498 会社の政治献金と権利能力
昭和50 4499 知識産業の 適成長理論
昭和50 4500 所得と雇用の不均衡理論
昭和50 4501 社会的選択の理論　-ゲーム理論との融合-
昭和50 4502 特定物売買と所有権移転時期
昭和50 4503 要素の錯誤における一考察
昭和50 4504 代物弁済予約と法定地上権
昭和50 4505 譲渡禁止特約の効力について　-対外効一般について-
昭和50 4506 二重譲渡における背信的悪意社の具体的基準の検討
昭和50 4507 有責配偶者の離婚請求
昭和50 4508 企業における配置転換、転勤に関する判例についての、若干の考察
昭和50 4509 公害と共同不法行為論
昭和50 4510 解雇の自由の法理についての若干の考察
昭和50 4511 債権者代位権の考察
昭和50 4512 不法行為による損害賠償はいかに行われるべきか
昭和50 4513 再権の差押と相殺
昭和50 4514 商業信用状の機能と多様性
昭和50 4515 Neumannの成長理論　-収益性の規則をめぐって-
昭和50 4516 不明 現物なし
昭和50 4517 商号権の保護に関する一考察
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