
小樽商科大学 卒業論文 （平成６年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成6 10104 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｹﾞｰﾑによる仮想現実感
平成6 10105 高齢化社会と年金問題
平成6 10106 ｲﾝﾄﾞにおける経済自由化政策の展開
平成6 10107 欧州通貨統合　-その制度と問題点-
平成6 10108 解明;ﾛｰｻﾞ･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ｢経済学入門｣
平成6 10109 石油危機と日本経済
平成6 10110 低開発経済の理論　-ｱﾐﾝ･ﾃｰｾﾞ-
平成6 10111 日本企業の海外直接投資
平成6 10112 統一ﾄﾞｲﾂの抱える諸問題
平成6 10113 ﾄﾞｲﾂ統一と旧東ﾄﾞｲﾂ経済
平成6 10114 周辺国から中核国への転位戦略
平成6 10115 EC経済の停滞
平成6 10116 ﾏﾚｰｼｱの経済発展
平成6 10117 ｻｯﾁｬｰ政権と労使関係
平成6 10118 組織を考える
平成6 10119 所得政策の必要性とその問題点
平成6 10120 比較優位説の効果について
平成6 10121 「会計調査年報」にみるわが国の所得配分
平成6 10122 完全・不完全競争下の貿易
平成6 10123 家庭における野菜の消費動向
平成6 10124 高齢化社会へ向けての年金問題
平成6 10125 地帯別に見た北海道農業
平成6 10126 産業構造変換と経常収支の動き
平成6 10127 70年代以後のわが国の流通業
平成6 10128 日本とｱﾒﾘｶの公共投資分析と日本の公共投資の展望
平成6 10129 電気料金制度とｵｰﾙ電化住宅
平成6 10130 ｺﾓﾝｽﾞ（共有財産）の歴史的変化
平成6 10131 日本とﾛｼｱ極東における経済交流
平成6 10132 児童公園の供給に関する考察　-札幌市の児童公園の供給の検討-
平成6 10133 地球環境と経済
平成6 10134 ﾌｫｰﾘﾝ･ｱｸｾｽ･ｿﾞｰﾝ（FAZ）
平成6 10135 農業保護政策と国内農業の課題
平成6 10136 南北問題と日本の政府開発援助
平成6 10137 日本とｱﾒﾘｶ合衆国との間の経常収支不均衡
平成6 10138 ASEAN（東南ｱｼﾞｱ諸国連合）の経済発展
平成6 10139 「米の輸入自由化問題」についての考察
平成6 10140 GATTとｻｰﾋﾞｽ貿易
平成6 10141 日本の直接投資
平成6 10142 保険業界の産業構造
平成6 10143 ｱｼﾞｱ太平洋地域における経済協力
平成6 10144 ｼｭﾑﾍﾟｰﾀｰの利子理論　-静態無利子論の考察-
平成6 10145 公共料金における効率と公正

平成6 10146
逐次的価格情報探索の比較静学分析　-価格分布のばらつきの変化と探
索費用の変化-

平成6 10147 ﾌﾟﾗｲｽ･ｷｬｯﾌﾟ規制
平成6 10148 ｹﾞｰﾑ理論による「価格破壊」現象の分析
平成6 10149 現代の貿易政策
平成6 10150 明治・大正期における京都府の農業の実態
平成6 10151 京都府に於ける明治大正期の土地所有に関する考察
平成6 10152 京都府の土地所有に関しての考察
平成6 10153 ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｿﾞｰﾝ･ｼｽﾃﾑと国際通貨制度政策
平成6 10154 ｱﾒﾘｶ経済
平成6 10155 中国経済　-巨大市場の行方-
平成6 10156 ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞとﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ規制
平成6 10157 円高の背景・要因および企業行動に関する考察
平成6 10158 日米経常収支問題の論点と対策
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平成6 10159 日米間の経常収支不均衡問題のおける国際政策強調について
平成6 10160 地方自治の活性化
平成6 10161 ｺﾒの自由化に向けての財政政策
平成6 10162 公正な土地税制
平成6 10163 国際化と法人税
平成6 10164 日本の財政運営の長期的ﾋﾞｼﾞｮﾝ
平成6 10165 直接税改革
平成6 10166 21世紀に向けての日本の税制
平成6 10167 年金改革
平成6 10168 二費目需要関数の導出
平成6 10169 日本の金融・証券・為替市場とは
平成6 10170 株式投資における理論とその実証
平成6 10171 国民のための生命保険事業とその経営
平成6 10172 空き缶ﾘｻｲｸﾙにおける諸問題とその解決策
平成6 10173 ２１世紀のｱｼﾞｱ経済と中国
平成6 10174 日本を変えるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
平成6 10175 消費者重視への規制緩和
平成6 10176 花き業界における小売り業態の変革
平成6 10177 消費者から見た複合商業施設の魅力

平成6 10178
食品ﾒｰｶｰと大手小売業の戦略同盟　-特定小売業向け専用商品供給の
事例研究-

平成6 10179
北海道地域基盤産業の経営戦略活動　-JR北海道にみる多角化展開の研
究-

平成6 10180
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞにおけるﾌﾟﾗﾝﾄﾞ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ　-ｾｰﾋﾞﾝｸﾞに見る消費者評価の
実証研究-

平成6 10181 食市場変貌　-新しい食事形態への対応-

平成6 10182
生活協同組合共同購入事業の再活性化への方途　-生協商品特性からの
考察-

平成6 10183 小樽再開発について

平成6 10184
M.ｹﾆｰ&R.ﾌﾛﾘﾀﾞ　ﾎﾟｽﾄ･ﾌｫｰﾃﾞｨｽﾞﾑ論争　-技術革新媒介生産の移転可能
性をめぐって-

平成6 10185
日本型企業における日本的生産ｼｽﾃﾑ　-国際比較の視点における日本的
生産ｼｽﾃﾑの特質-

平成6 10186 中国対外開放地区の現状と展望
平成6 10187 中国経済ｼｽﾃﾑの転換
平成6 10188 規制緩和とﾋﾞｰﾙ業界
平成6 10189 日本自動車業界再編の方向
平成6 10190 日本自動車産業21世紀の展望　-尊敬される企業を目指して-
平成6 10191 ﾘｰﾝ生産ｼｽﾃﾑ
平成6 10192 現代日本の形成組織とその展望
平成6 10193 訪問販売の経営組織
平成6 10194 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝの経営ｼｽﾃﾑ
平成6 10195 旧ｿ連邦の経済とﾍﾟﾚｽﾄﾛｲｶ
平成6 10196 暖簾の研究　-企業合併における暖簾-
平成6 10197 変動相場制下における為替換算会計
平成6 10198 損益予算の編成
平成6 10199 ﾘｰｽ会計
平成6 10200 電力会社の経営分析
平成6 10201 建設業の財務分析
平成6 10202 経営分析　-日本の航空会社-
平成6 10203 産業空洞化論への警告
平成6 10204 地球環境問題における環境税の導入について
平成6 10205 物価変動会計
平成6 10206 日本企業における経営戦略の転換期　-ﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝｸﾞの研究と実践-
平成6 10207 我が国企業の資金調達
平成6 10208 企業年金制度会計
平成6 10209 外貨の測定尺度性と外貨換算基準
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平成6 10210 英国の会計制度
平成6 10211 株式投資における財務諸表分析
平成6 10212 新金融商品取引の会計問題
平成6 10213 英国における企業会計
平成6 10214 ｵﾗﾝﾀﾞの会計制度
平成6 10215 自己株式の会計処理
平成6 10216 効果的な統制のための予算管理
平成6 10217 事業部制会計　-業績評価方法と内部振替価格について-
平成6 10218 標準原価計算の歴史
平成6 10219 設備投資の経済性計算　-特に資本ｺｽﾄについて-
平成6 10220 多品種生産における損益分岐分析
平成6 10221 直接原価計算と外部報告目的論争
平成6 10222 直接原価計算　-利益計画と経営意思決定における有用性-
平成6 10223 職業適性における興味検査
平成6 10224 知能と人間
平成6 10225 日本人とワイン
平成6 10226 脳死と日本人
平成6 10227 女性ｱﾙｺｰﾙ症者の考察
平成6 「10228」は平成7年度提出
平成6 10229 ﾋﾞｰﾙと日本社会
平成6 10230 ﾌﾗﾝｽとｱﾙｺｰﾙ
平成6 10231 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞにおける飲酒類型
平成6 10232 神経症とその機能に関する考察
平成6 10233 変革期の生命保険
平成6 10234 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ・ｼｽﾃﾑ
平成6 10235 百貨店の再生
平成6 10236 価格革命時代におけるDSの発展
平成6 10237 通信販売からﾀﾞｲﾚｸﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞへ
平成6 10238 大店法と出店調整
平成6 10239 日本型ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｽﾄｱの経営
平成6 10240 商店街活性化への道　-いま，小樽に何が必要か-
平成6 10241 食管制度の変遷と改編
平成6 10242 都市計画と商業
平成6 10243 顧客満足とﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
平成6 10244 日本のｾﾞﾈﾗﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞｽﾄｱ
平成6 10245 流通業界における情報戦略
平成6 10246 日本経済と証券市場の発展
平成6 10247 連結会計の処理と手続
平成6 10248 ｢価格破壊｣の現状分析と今後の課題
平成6 10249 学習塾産業の現状分析と将来の展望
平成6 10250 ｴﾘｱ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞについての諸研究に関する考察
平成6 10251 流通機構の変化とﾒｰｶｰの価格政策　－健値制とｵｰﾌﾟﾝ価格制－

平成6 10252
価格設定ﾌﾟﾛｾｽと価格崩壊の進展　－低価格商品の増大とｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ制
導入の影響－

平成6 10253 PBの価格戦略
平成6 10254 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝの急成長の要因
平成6 10255 旅行業界の発展と展望-総合ｻｰﾋﾞｽ・情報産業をめざして-
平成6 10256 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略における情報戦略の必要性についての一考察
平成6 10257 流通経路ｼｽﾃﾑの構築にあたって
平成6 10258 ﾀﾞｲﾚｸﾄ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
平成6 10259 ﾌﾟﾗｲｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの衝撃
平成6 10260 ｽｰﾊﾟｰ業界における情報化　-ｲﾄｰﾖｰｶ堂の事務改革-
平成6 10261 顧客満足活動の必要性に関する考察
平成6 10262 化粧品業界のﾁｬﾝﾈﾙ戦略の動向－ﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰ資生堂のｹｰｽ－
平成6 10263 生産と販売の統合とﾒｰｶｰの物流戦略
平成6 10264 公的年金制度における現状と今後の課題
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平成6 10265 金融ｼｽﾃﾑと銀行業の変貌
平成6 10266 転換期を迎えた生命保険会社
平成6 10267 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞの経営と戦略
平成6 10268 生理用品市場の発祥と発展
平成6 10269 戦後の消費財ﾒｰｶｰのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
平成6 10270 ﾏﾂﾀﾞの5ﾁｬﾝﾈﾙ化に見る自動車業界生き残り
平成6 10271 中堅・準中堅大学の生き残り戦略と新設大学の参入戦略
平成6 10272 ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊後の道内住宅市場
平成6 10273 ベネトンの挑戦
平成6 10274 M&Aに関する一考察
平成6 10275 わが国の自社株取得について
平成6 10276 連結財務諸表の連結範囲
平成6 10277 ｿﾌﾄｳｪｱ会計
平成6 10278 財務諸表分析-ﾀﾞｲｴｰとｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰの財務諸表比較-
平成6 10279 財務諸表による情報公開と監査
平成6 10280 ｽﾜｯﾌﾟ取引における現状と問題点
平成6 10281 資産評価と会計問題
平成6 10282 ﾘｰｽ会計の現状とｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ化への道
平成6 10283 信教の自由について
平成6 10284 別件逮捕を考える
平成6 10285 犯罪報道と人権
平成6 10286 通信の秘密と盗聴の正当性
平成6 10287 外国人の人権
平成6 10288 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの権利とその限界について
平成6 10289 高齢化社会と年金保険
平成6 10290 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱと人権
平成6 10291 国鉄事故と国の賠償責任
平成6 10292 環境行政訴訟における訴えの利益　-伊達火力発電所を中心として-
平成6 10293 所持品検査
平成6 10294 公務員に対する国の安全配慮義務
平成6 10295 自衛隊機事故と国家賠償責任
平成6 10296 体罰と国家賠償
平成6 10297 国公立大学における学生の在学関係と司法審査
平成6 10298 申請に関連する行政指導とその救済
平成6 10299 自動車検問の違法性について
平成6 10300 大学における学校事故と損害賠償責任
平成6 10301 公衆浴場の営業許可の性質
平成6 10302 水泳事故と国家賠償責任
平成6 10303 在外財産喪失と国家に対する補償請求
平成6 10304 借地権の対抗力
平成6 10305 不法行為責任の成立要件としての過失および違法性について
平成6 10306 非摘出子の相続分差別
平成6 10307 建設請負契約における完成建物の所有権帰属について
平成6 10308 危機負担における債権者主義の問題点
平成6 10309 製造物責任法
平成6 10310 抵当権とその物上代位性
平成6 10311 集合動産譲渡担保の有効性と動産売買先取特権との優劣
平成6 10312 処分場の建設及び操業の差止に関する民事判例の分析
平成6 10313 扶養と公的秩序
平成6 10314 不法行為における損害賠償の範囲
平成6 10315 「訴害的」短期賃借権を395条の保護から排除するための解釈論
平成6 10316 地震約款の有効性とその問題点

平成6 10317
建物建築請負契約における，注文者・元請負人・下請負人間の建物所有
権をめぐる諸問題－特に請負人の債権確保についてー

平成6 10318 消費者金融の現状及び金利に関する諸問題
平成6 10319 集合債権担保
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平成6 10320 製造物責任法と消費者問題
平成6 10321 現代国際社会における中立の意義
平成6 10322 南北問題と国際法秩序の変容
平成6 10323 名義書換の失念と新株引受権の帰属
平成6 10324 従業員持株制度における諸問題
平成6 10325 我が国の金融業における規制緩和と競争政策
平成6 10326 EC諸国と日本における男女均等待遇の比較考察
平成6 10327 ﾘﾎﾞﾝ等着用行動
平成6 10328 育児と就労の両立における我が国の育児休業法の意義と課題
平成6 10329 整理解雇制限法理とその問題点
平成6 10330 日本の看護婦制度　-看護婦と准看護婦-
平成6 10331 就業規則の法的性質と不利益変更
平成6 10332 ｺｰｽ別人事制度と女子労働

平成6 10333
「入社時の合意」と配転に関する諸問題　-労働者の真の意思表示をめざ
して-

平成6 10334 音楽産業と著作権法
平成6 10335 業務上の発明にかかる権利問題
平成6 10336 比較広告の国際的趨勢－わが国と欧米諸国との対比－
平成6 10337 著作隣接権とその発展
平成6 10338 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと著作権
平成6 10339 ｷｬﾗｸﾀｰの商品化に関する法的保護
平成6 10340 ｻｰﾋﾞｽ　ﾏｰｸ
平成6 10341 労働市場の流動化と営業秘密
平成6 10342 商標権・特許権に関する並行輸入問題
平成6 10343 ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞと著作権法
平成6 10344 著作権と意匠権が重複する応用美術の保護について
平成6 10345 ｱﾝﾁ･ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ関税制度
平成6 10346 国際取引における契約の準拠法とそれを取り巻く諸問題
平成6 10347 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ自由貿易協定(OER貿易協定）
平成6 10348 ECの対外通商法と日本
平成6 10349 外貨貨物海上保険
平成6 10350 南北問題・人類への警鐘
平成6 10351 ｶﾞｯﾄ及び農業問題の考察
平成6 10352 経済的自由の合憲性審査基準
平成6 10353 薬害訴訟における国家賠償法上の論点
平成6 10354 宗教紛争と司法権
平成6 10355 薬物事犯における故意について

平成6 10356
猥褻文書等頒布罪（刑法175条）における「猥褻」概念と本罪をめぐる新た
な問題について

平成6 10357 名誉毀損と事実の証明
平成6 10358 自己決定権としての安楽死･尊厳死
平成6 10359 監督過失
平成6 10360 ｲﾝｻｲﾀﾞｰ取引規制に関する問題点
平成6 10361 帳簿・書類閲覧権について
平成6 10362 内縁保護をめぐる現代的課題

平成6 10363
訪問販売法におけるｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ制度　-制度趣旨と効果から見た適用範囲
の考察-

平成6 10364
内縁の法的保護に関する考察－婚姻制度における届出主義と内縁準婚
理論の妥当性－

平成6 10365 医療過誤訴訟における過失の認定基準
平成6 10366 一般定期借地権の法律問題
平成6 10367 瑕疵担保責任－瑕疵補修請求権の法的根拠の考察－

平成6 10368
抵当権の効力に及ぶ範囲に関する一考察　-民法における抵当権制度と
特別法による解決の方向性-

平成6 10369 PL法の役割と問題点
平成6 10370 日本企業の製造物責任対策
平成6 10371 三当事者契約関係に関する一考察　－割賦購入あっせんを中心として－
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平成6 10372 借家契約解除の成立に関する一考察

平成6 10373
借地契約における地主と借地人の利害調整　－存続期間の保障を中心に
－

平成6 10374
約款の拘束力および解釈に関する一考察－不公正な約款からの顧客保
護に向けて－

平成6 10375 夫婦別氏制導入の必要性に関する考察
平成6 10376 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ処理ｼｽﾃﾑの実現

平成6 10377
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ利用実態調査　－小樽市内の企業（流通業，製造業，運輸・倉庫
業）

平成6 10378 受注選択問題に関する一考察
平成6 10379 CVM技法による公園の潜在的便益の計測・評価の基礎的研究
平成6 10380 都市公園の潜在的価値の計測・評価に関する基礎的研究
平成6 10381 時間制約を考慮したﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ財の便益
平成6 10382 小樽運河の潜在的便益の計測・評価へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
平成6 10383 北海道観光の地域類型化と需要予想に関する研究
平成6 10384 北海道の観光類型化と観光客の将来需要推計に関する基礎学的研究

平成6 10385
小樽運河の景観価値にかかる潜在的便益の計測・評価の基礎的研究　-
CVM観光客ｱﾝｹｰﾄ調査に基づくWTPについて-

平成6 10386 小樽運河にかかる潜在的便益の計測・評価に関する基礎的研究
平成6 10387 北海道212市町村における生活の質に関わる基礎的研究
平成6 10388 静隠財の環境評価に関する基礎的研究
平成6 10389 遺伝的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによる巡回ｾｰﾙｽﾏﾝ問題の解法
平成6 10390 LaTeXと図形ﾏｸﾛ囲碁への応用
平成6 10391 DEAによる医療品卸業の効率性分析
平成6 10392 待ち行列の基礎理論によるﾃﾞｰﾀの分析
平成6 10393 ﾎﾞﾛﾉｲ図の実証的研究
平成6 10394 適施設配置問題の事例研究-ﾊﾞｽ停配置問題-
平成6 10395 銀行の経営効率性と消費者の銀行選択
平成6 10396 DEAによる情報処理産業における経営効率の研究
平成6 10397 統計的在庫管理の手法
平成6 10398 包絡分析法DEAの理論的分析
平成6 10399 DEAによる塾・移動絵画販売の効率性分析
平成6 10400 人工生命と遺伝的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ

平成6 10401
ちょっと考えて！それは本当に捨てていいの？－ごみだって生まれ変われ
ば大変な資源－

平成6 10402 ｱｼﾞｱの発展と日本の役割－市場経済化を進める中国
平成6 10403 高齢化社会と福祉政策
平成6 10404 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・ｳｵｰｽﾞ
平成6 10405 近代日本外交史と戦争
平成6 10406 日本の農業とｺﾒ問題
平成6 10407 金融の自由化による銀行の在り方
平成6 10408 地球環境問題
平成6 10409 生物生産ｼｽﾃﾑ
平成6 10410 部品需要変動を考慮した定期引き取りかんばん方式 適運用法
平成6 10411 次世代生産ｼｽﾃﾑ　－ﾄﾖﾀ生産ｼｽﾃﾑとﾎﾞﾙﾎﾞ生産ｼｽﾃﾑの比較検討－
平成6 10412 MRPⅡの 適ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾐｯｸｽによるｷｬｯｼｭﾌﾛｰの 大化
平成6 10413 多目的 適化問題とその応用
平成6 10414 多目的ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ問題の解析
平成6 10415 ﾌｧｼﾞｲ多目的線形計画法
平成6 10416 3階層生産ｼｽﾃﾑの数理的解析
平成6 10417 遺伝的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑﾆﾖﾙ｣ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ問題の 適化

平成6 10418
ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾀｲﾑ･ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ　－2過程ﾌﾛｰ・ｼｮｯﾌﾟにおけるﾊﾞｯｸﾜｰﾄﾞ･ｽｹｼﾞｭｰ
ﾘﾝｸﾞ

平成6 10419 多段階交渉についてのｹﾞｰﾑ
平成6 10420 適競争計画について
平成6 10421 競争と入札について
平成6 10422 戦略の行動における合理性と慎重性
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平成6 10423 経済学における不確実性と情報について
平成6 10424 銀行取り付けとｹﾞｰﾑの理論
平成6 10425 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ･ﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽにおける逐次的均衡

平成6 10426
完全情報ｹﾞｰﾑにおける混合戦略均衡の不完全情報ｹﾞｰﾑによる解釈につ
いて

平成6 10427 仲介者が完全な情報しかもたない場合の仲裁問題
平成6 10428 賃金と雇用に関する会社と組合間の取り決めﾓﾃﾞﾙについて
平成6 10429 大蔵省の昇進ｼｽﾃﾑの分析
平成6 10430 地方公営ﾊﾞｽ事業の効率分析
平成6 10431 Life, Death and Code : A Study of Ernest Hemingway
平成6 10432 Hemingway's Nick Adams Stories
平成6 10433 New York City in Irwin Shaw's Short Stories.
平成6 10434 The Subject of Innocence and Its Guarded Tone in Billy Budd, Sailor
平成6 10435 Sons and Lovers and Symbolism
平成6 10436 Children and Language
平成6 10437 A Vocabulary Analysis and Word Index to F.Fitzgerald's The Great Gatsby
平成6 10438 A Study of "The Man Who Would be King"
平成6 10439 A Study of Steinbeck's The Red Pony
平成6 10440 The Characters and Word Play in Love's Labour's Lost

平成6 10441
A Vovabulary Analysis and Word Index To Emily Bronte's Wuthering 
Heights

平成6 10442
A Vocabulary Analysis and Word Index to sir Arthur Conan Doyle's A 
Study in Scarlet and Other Stories

平成6 10443
A Vovabulary Analysis and Word Index to Jhon Steinbeck's of Mice and 
Men and cannary Eowe

平成6 10444
A Vovabulary Analysis and Word Index to William shakespeare's Macbeth 
and Hamlet

平成6 10445 Female Characters in Shakespeare's Plays

平成6 10446
A Vovabulary Analysis and Word Index to Thomas Hardy's Under the 
Greenwood Tree

平成6 10447
Cuchulainn and Fionn Mac Cumhail, Heroes in Irish Mythology and Folklore 
of Knockmany

平成6 10448 A Study of English Articles and Plural Forms
平成6 10449 The Communicative Approach
平成6 10450 A Study of Proverbs
平成6 10451 Cognitive Semantics : Structures of Polisemic Words
平成6 10452 Comparision of Definitions of Models and auxiliaries

平成6 10453
Japanese Language Teaching at the Present Stage with the 
Communicative Approach

平成6 10454 English Teaching at High Schools in Japan
平成6 10455 The Distribution of Ainu Place
平成6 「10456-10465」は修士論文
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