
小樽商科大学 卒業論文 （平成13年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成13 13028 韓国経済の発展過程と構造調整
平成13 13029 銀行業界の現状と今後の課題
平成13 13030 生命保険の概要と金融ビッグバンによる影響
平成13 13031 寺院と神社の経済学
平成13 13032 損害保険と損保業界
平成13 13033 日本の電気事業規制改革　－　小売部分自由化の動向と効果　－
平成13 13034 ゼロから始める株式投資
平成13 13035 企業年金制度
平成13 13036 社会資本整備の現状と課題
平成13 13037 大失業時代を迎えて
平成13 13038 中食マーケット
平成13 13039 道路公団民営化
平成13 13040 なぜユダヤ人は迫害されるのか
平成13 13041 ブロードバンドは儲かるのか？
平成13 13042 外資企業による日本流通業界の変化と展望
平成13 13043 近江商人
平成13 13044 戦略的企業評価とＮＫＫ財務分析
平成13 13045 地名の起源とその重要性
平成13 13046 プロ野球の経済学的分析
平成13 13047 新規開業における国民生活金融公庫の役割と課題
平成13 13048 世界一周　－　為替レートと購買力平価　－
平成13 13049 地方交付税制度
平成13 13050 医療保険制度と診療報酬制度　－　２１世紀の医療制度改革　－
平成13 13051 環境と農業　－　農業の外部経済効果と多面的機能　－
平成13 13052 国民年金制度における老齢年金に関する分析
平成13 13053 国立大学独立行政法人化の経済学的分析
平成13 13054 財政再建へ向けての税制の在り方
平成13 13055 女性と第３号被保険者制度　－　職業選択への影響　－

平成13 13056
女性のライフスタイルに対応した公的年金制度改革　－　公平性と中立性
の観点から　－

平成13 13057 地方分権と市町村合併　－　市町村の将来　－
平成13 13058 電力自由化　－　理論と現行制度の分析　－
平成13 13059 日本国有鉄道民営化　－　国有鉄道民営化における経営体質問題　－
平成13 13060 郵政三事業民営化に関する経済分析と展望

平成13 13061
コンビニ大手３社の戦略分析と将来展望　－　セブンイレブン，ローソン，
ファミリーマート　－

平成13 13062 セイコーマートとセブンイレブンの戦略比較
平成13 13063 ドラッグストア業界分析　－大手ドラッグストアの経営戦略と抱える問題点－

平成13 13064 昇進・昇級における『官と民』　－天下り問題はなぜ後を絶たないのか－
平成13 13065 政府系金融機関が抱える問題点とこれからのあるべき姿
平成13 13066 生命保険業の現状と再編　－　規制緩和による変化　－
平成13 13067 製パン業界における市場分析
平成13 13068 北海道アルバイト情報社と現在の雇用
平成13 13069 CAPMにおけるベータの検証と市場の模索
平成13 13070 これからの日本人の資産運用
平成13 13071 日本の金融システムの変遷

平成13 13072
規制緩和により再編成された損害保険業界が目指す未来　－生き残りを
かけた競争－

平成13 13073 日本農業を再建せよ
平成13 13074 IT効果による経済成長の分析
平成13 13075 バブルとその崩壊の経済分析
平成13 13076 国債の問題点から見た現在の財政危機の課題
平成13 13077 財政赤字と少子・高齢化問題
平成13 13078 財政赤字の現状
平成13 13079 財政赤字の構造と将来世代負担
平成13 13080 財政赤字の背景としての財政支出について
平成13 13081 情報化関連技術と日本経済　－　ＩＴ技術は日本に何をもたらすか　－
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平成13 13082 日本の財政赤字の維持可能性
平成13 13083 平成不況の原因　－　バブル景気とその崩壊後の日本経済　－
平成13 13084 EUとドイツ
平成13 13085 アイヌと日本の民族問題
平成13 13086 イギリス産業革命と人口

平成13 13087
ドイツ関税同盟の成立によるドイツ国内市場の形成と拡大，また鉄道建設
による更なる市場の拡大の要因について考察する

平成13 13088 国民国家のなかのアイヌ
平成13 13089 薩長両藩の幕末史
平成13 13090 戦後から統一までのドイツの社会経済と統一後の課題
平成13 13091 靖国神社の歴史と現在
平成13 13092 1990年代における日米の経済状況および経済政策の比較
平成13 13093 近年の中国経済に対する経済改革と対外開放政策の効果
平成13 13094 政府開発援助の現実とこれからのあり方
平成13 13095 エネルギーの消費動向と安定供給の実現
平成13 13096 日本の海外直接投資に関する一考察
平成13 13097 日本の政府開発援助
平成13 13098 環境政策比較　－　持続可能な経済開発に向けて　－
平成13 13099 金融規制改革　－　今後の金融機関に求められるもの　－
平成13 13100 阪神・淡路大震災における企業の現状と将来展望
平成13 13101 少子化時代の日本
平成13 13102 食糧問題解決に向けて　－　我々がすべきこと　－
平成13 13103 世界の貧困と産業構造の考察
平成13 13104 日米経済摩擦について
平成13 13105 発展途上国の経済成長
平成13 13106 鶏卵先物を用いた投機取引戦略
平成13 13106 鶏卵先物を用いた投機取引戦略
平成13 13107 天候デリバティブ
平成13 13108 ホテル産業の現状と顧客満足
平成13 13109 卸売業の生き残り策
平成13 13110 現代の小売企業の現状とPB製品の新製品開発についての一考察
平成13 13111 循環型社会構築に向けた企業の取り組み　－環境マーケティング－
平成13 13112 サハリン油田開発プロジェクトと日本における天然ガスの将来
平成13 13113 リーダーシップの未来像
平成13 13114 ロシアにおける私有化
平成13 13115 近未来型日本的経営組織
平成13 13116 新しい経営手法「ナレッジ・マネジメント」
平成13 13117 組織における権威について
平成13 13118 動物社会とバーナード人間組織理論
平成13 13119 日本的経営の行方
平成13 13120 あるべき協働の形　－　NPOに対する行政の取り組みを通じて　－
平成13 13121 ユーザーニーズを活用した車作りの重要性　－日産自動車に見る過ち－
平成13 13122 卸売業におけるABCの役割

平成13 13123
就職活動過程がリアリティ・ショックに影響を及ぼす要因の検証　－入社前
のイメージと入社後の現実とのギャップについて－

平成13 13124
就職活動満足度に影響を及ぼす要因の検証　－商大OBのアンケート調査
－

平成13 13125 小樽商科大学における就職活動と職務満足の実態
平成13 13126 成功する成果主義と北海道企業における成果主義への取組み状況
平成13 13127 組織の意志決定プロセスと非共有情報の可能性
平成13 13128 部活組織におけるインフォーマル・グループの研究
平成13 13129 和製EMSの成功要因
平成13 13130 「スパゲティGanba亭」活性化戦略

平成13 13131
サブカルチャーとしてのケータイ文化　－　５つのクラスターとライフスタイ
ル分析　－

平成13 13132 パソコン購入時の機種選定要因
平成13 13133 家庭用ゲーム機産業の歴史と今後の展望
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平成13 13134 学部教育における授業改革のあり方　－授業評価調査に基づいて－
平成13 13135 環境技術を起因とする自動車業界再編
平成13 13136 食品スーパーマーケット評価の規定因
平成13 13137 日本におけるロックフェスティバルの成功要因
平成13 13138 日本国内航空輸送業界における新規航空会社の参入可能性
平成13 13139 日本酒市場拡大の条件
平成13 13140 富士重工業・スバルの現状とそれを支えるスバリスト
平成13 13141 地域金融機関の健全性について
平成13 13142 発展途上国における民活インフラ整備拡大の可能性
平成13 13143 アウトソーシングに関する一考察　－株式会社ミスミの事例を通して－

平成13 13144
グリーン・コンシューマーの行動分析　－環境配慮型社会システムの実現
へ向けて－

平成13 13145 サービス消費のお客様相談室
平成13 13146 ジャパンネット銀行の提携戦略　－　取引費用の視点から　－
平成13 13147 ロングセラー論の傾向と問題点
平成13 13148 ワイン・マーケティング　－ニュージーランド・ワインの活性化を目指して－
平成13 13149 価格戦略と消費者行動　－携帯電話市場における理論的考察－

平成13 13150
観戦型スポーツビジネスにおける製品戦略　－　コンサドーレ札幌の事例
分析　－

平成13 13151 社内ベンチャーの機能　－富士通の社内ベンチャー制度を事例として－
平成13 13152 組織次元の先発優位形成　－　自己変革と組織間関係　－
平成13 13153 宅配便システムの効率性　－　ヤマト運輸の事例分析　－
平成13 13154 『北海道経済の現状と市町村合併』について
平成13 13155 コンピュータ活用法
平成13 13156 ブランド価値評価に関する一考察
平成13 13157 会計ビッグバンが経営に与える影響
平成13 13158 会計関係諸法令の一考察
平成13 13159 回胴式遊戯機とパチンコ業界
平成13 13160 現代女性のまちがった知識と意識の改革
平成13 13161 個人経営と法人経営　－　法人成りは節税に繋がるのか　－

平成13 13162
所得税法　－　所得税の仕組みと，ライフサイクルでみる税額およびその
節税方法を考える　－

平成13 13163 生命保険会社と健康向上計画
平成13 13164 製薬業界の現状と展望
平成13 13165 特殊法人改革　－　特殊法人必要性の見直し－
平成13 13166 日本の監査制度とコーポレート・ガバナンス
平成13 13167 ABC/ABM　－　理論と導入　－
平成13 13168 ジャスト・イン・タイム環境における生産・在庫管理と会計システム

平成13 13169
ジャスト・イン・タイム生産システムとそのための会計手法　－バックフラッ
シュ原価計算－

平成13 13170 公的年金の現状と改革
平成13 13171 公的年金制度の改革
平成13 13172 財務データによる企業の経営分析シナリオ
平成13 13173 日本の年金制度
平成13 13174 世界一の小売業ウォルマートの戦略
平成13 13175 ＧＥキャピタルの日本市場進出とオリックス
平成13 13176 Knowledge Management Using Groupware
平成13 13177 シティバンクの日本市場での躍進と邦銀の課題
平成13 13178 ホーマックとウォルマートの比較
平成13 13179 英語教師の知識研究
平成13 13180 会計事務所における業務の拡大と公認会計士・税理士の役割の変化
平成13 13181 喫茶店経営のKFS
平成13 13182 居酒屋業界におけるKFSの検証
平成13 13183 銀行与信の現状と今後の課題
平成13 13184 酒類販売業界における企画提案型営業の実証研究
平成13 13185 小売業界におけるISMの重要性と実践
平成13 13186 地方自治体の行政評価
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平成13 13187 電力会社における「品質管理」活動
平成13 13188 EVA経営
平成13 13189 キャッシュフロー計算書を使った財務諸表分析
平成13 13190 デリバティブ会計
平成13 13191 会計監査
平成13 13192 金融商品会計　－　有価証券　－
平成13 13193 資産会計
平成13 13194 時価会計
平成13 13195 税効果会計に関する一考察
平成13 13196 退職給付会計について
平成13 13197 中国の企業会計制度の変遷
平成13 13198 帳合法変遷小史　－　和式帳合から洋式簿記へ　－
平成13 13199 連結会計制度　－　会計基準変更による「連結の範囲」の違い　－
平成13 13200 グローバル時代における情報革命の課題
平成13 13201 ゲーム業界の歴史と変貌
平成13 13202 コーポレート・ガバナンスと日本企業の業績
平成13 13203 ごみ問題に対する取り組み方
平成13 13204 コンビニエンスストアの戦略　－　セブンイレブンとローソン　－
平成13 13205 コンビニエンスストアの店舗補完性について
平成13 13206 スターバックスの経営戦略とその展開

平成13 13207
スポーツチームをモティベートするリーダーシップ　－小樽商科大学硬式野
球部元主将として－

平成13 13208 減損会計導入による日本企業の対応策
平成13 13209 消費者金融会社と銀行の業務提携
平成13 13210 東京ディズニーランドの成功の秘密
平成13 13211 日産自動車＝ルノーの戦略提携における経営資源の補完関係と有効性
平成13 13212 日本のビジネス・インキュベーションにおける現状と課題
平成13 13213 無印良品とユニクロの比較
平成13 13214 キャッシュ・フロー会計　－　企業価値創造経営への転換　－
平成13 13215 キャッシュ・フロー計算書についての考察
平成13 13216 外部報告目的の環境会計の課題
平成13 13217 割引現在価値についての考察
平成13 13218 公会計制度改革の二視点
平成13 13219 地方自治体の会計制度改革
平成13 13220 不良債権のもたらす問題と解決策の考察
平成13 13221 粉飾決算についての考察
平成13 13222 有価証券の評価
平成13 13223 連結会計における連結の適用範囲
平成13 13224 連結財務諸表の作成と分析
平成13 13225 仮装の株式払込について
平成13 13226 経営判断原則について
平成13 13227 見せ金による株式払い込みと刑事責任
平成13 13228 自己株式取得と商法改正
平成13 13229 取締役会の特別利害関係人をめぐる問題
平成13 13230 商法265条違反取引の効力についての検討
平成13 13231 新株の著しい不公正発行の効力
平成13 13232 新株発行における不公正発行の判断基準について
平成13 13233 新株発行事項の公示の欠缺
平成13 13234 政治献金について
平成13 13235 大和銀行株主代表訴訟事件の検討
平成13 13236 クラブ活動顧問教諭の注意義務について
平成13 13237 パトカー追跡事故による第三者の損害と国家賠償責任
平成13 13238 ハンセン病訴訟における立法不作為の違法性について
平成13 13239 伊達火力発電所埋立免許取消請求事件　－　第三者の原告適格　－
平成13 13240 教育活動における信教の自由の考慮
平成13 13241 公務員の労働基本権並びに政治活動の自由に関する考察
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平成13 13242
行政事件訴訟第９条括弧書きから生まれる問題　－狭義の訴えの利益の
適用について－

平成13 13243 国家賠償法1条における「公権力」の意義

平成13 13244
国家賠償法2条における瑕疵の要件　－穴ぼこ，陥没，段差による道路事
故について－

平成13 13245 司法行為の違法性
平成13 13246 水難事故と国の賠償責任について　－河川・海岸での遊泳中の事故－
平成13 13247 道路の設置・管理の瑕疵と国の賠償責任　－特に側溝・路肩の瑕疵－
平成13 13248 特殊法人改革　－何故，今改革が必要なのか－
平成13 13249 豊浜トンネル国家賠償請求訴訟
平成13 13250 薬品公害の国の賠償責任　－特にクロロキン薬害訴訟について－
平成13 13251 要網行政における建築確認の留保と開発負担金について
平成13 13252 国家賠償法第1条の研究　－重要判例考察と学校事故をテーマに－
平成13 13253 契約締結上の過失理論に関する一考察
平成13 13254 手形法における善意者保護制度の変遷と国際手形条約の成立
平成13 13255 仲裁制度の沿革と仲裁制度の現状における問題
平成13 13256 著作権法の歴史　－その起源と発展における一考察－

平成13 13257
日本における婚姻形態の変遷と婚姻法の成立　－特に「妻」の権利につい
て－

平成13 13258 日本家族法制史　－「家」制度を中心として－
平成13 13259 法定地上権についての一考察
平成13 13260 クレジットカードの不正使用と消費者契約法
平成13 13261 減らない不良債権　－担保物件からの回収における諸問題を通して－
平成13 13262 債権譲渡の研究
平成13 13263 手付制度について
平成13 13264 消費者契約法と公序良俗　－消費者取引被害救済における一考察－

平成13 13265
抵当権者による明渡請求を認めた 大判平成11年11月24日民集53巻8号
1899頁の分析と今後の展望

平成13 13266 有責配偶者からの離婚請求についての考察
平成13 13267 インサイダー取引について
平成13 13268 金融機関の説明義務
平成13 13269 経営判断原則の意義と日本への導入の可否
平成13 13270 現代会社法とコーポレートガバナンス
平成13 13271 取締役の第三者に対する責任

平成13 13272
商法266条1項5号にいう法令の意義　－野村証券損失補填株主代表訴訟
事件を素材として－

平成13 13273 登記簿上の取締役の第三者に対する責任
平成13 13274 日中における株式及び株主総会の比較

平成13 13275
日本におけるコーポレーガバナンスの確立に向けて　－取締役会機構改
革と執行役員制度－

平成13 13276 日本における経営判断の法則
平成13 13277 日本型コーポレート・ガバナンスの現状とその概要について

平成13 13278
約款の拘束力の根拠　－いわゆる地震免責約款に関する判例を素材とし
て－

平成13 13279 フランチャイズ契約に関する一考察
平成13 13280 会社経営の電子化と法律上の諸問題
平成13 13281 議決権行使の代理人資格の制限
平成13 13282 金庫株解禁に伴う商法改正に関する考察
平成13 13283 取締役の責任と株主代表訴訟制度の改正
平成13 13284 純粋持株会社の問題点
平成13 13285 パートタイム労働者の賃金格差是正のために
平成13 13286 過労自殺　－　予防法学的考察　－
平成13 13287 採用内定法理の再検討
平成13 13288 時間外労働　－　その新たな法的規制のあり方　－
平成13 13289 整理解雇法理の展開
平成13 13290 中国における労働契約法の諸問題について
平成13 13291 賃金債権の発生要件
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平成13 13292 労働基準法とは　－　その制定過程から考える　－
平成13 13293 労働者性の判断基準
平成13 13294 セクシュアル・ハラスメントの経緯と対策
平成13 13295 わが国における外国人の人権と出入国管理
平成13 13296 我が国におけるプライバシー保護と個人情報保護制度に関する一考察
平成13 13297 環境権と環境法に関する考察
平成13 13298 国家とは何か
平成13 13299 国際貢献と憲法９条
平成13 13300 死刑の合憲性とその必要性
平成13 13301 青少年と表現の自由
平成13 13302 通信傍受法について
平成13 13303 犯罪報道と人権

平成13 13304
法の下の平等と自己決定権からの非嫡出子差別についての考察　－家族
の多様化が進むなかで－

平成13 13305 デザインの法的保護
平成13 13306 行政指導と独占禁止法
平成13 13307 政府規制制度と独占禁止法
平成13 13308 談合と独占禁止法
平成13 13309 著作権法における『引用』の法的保護範囲はどこまでか？
平成13 13310 著作権法における私的領域内の限界への考察
平成13 13311 電気通信事業と競争政策　－　NTTを中心として　－
平成13 13312 独占禁止法による結合・集中規制について
平成13 13313 日本の競馬法の変遷
平成13 13314 編集物の実効的保護への課題
平成13 13315 コラボレーションの適正規模　－　チームが創造的であるために　－

平成13 13316
宿泊者の満足度に関する要因分析　－北海道の主要温泉地における宿泊
満足度調査を用いた分析－

平成13 13317 商品購買における消費者と経営者の意識格差に関する分析
平成13 13318 統計的方法及び社会調査に関する実証分析

平成13 13319
セブンイレブンとセイコーマートの戦略比較からみる小売業の現状と今後
の展望

平成13 13320 ピアノの商品価値
平成13 13321 映画によるデータ分析　－日本におけるアメリカ映画の公開と未公開－
平成13 13322 確定拠出型年金『日本版401（k）』についての考察

平成13 13323
雇用不安と労働市場再生　－増え続けるリストラとワークシェアリングの可
能性－

平成13 13324 新学習指導要領と学力低下
平成13 13325 統計から見る少年犯罪
平成13 13326 統計学・統計解析概論
平成13 13327 労働形態と現状　－特殊雇用形態者の法的問題－
平成13 13328 ２１世紀の製造業における経営戦略
平成13 13329 クレジットカードによる電子決済に関する一考察
平成13 13330 ゼロ・エミッションの現状と課題に関する考察
平成13 13331 軽種馬生産におけるコスト変動の分析
平成13 13332 現代のレモン市場問題とゲーム理論
平成13 13333 生産理論に関する一考察
平成13 13334 多品目多期間多工程におけるロットサイズスケジューリングの研究
平成13 13335 中小製造業のＩＴ活用に関する研究
平成13 13336 日本における環境税の制度設計
平成13 13337 非協力ゲームによる原子力発電所設立問題の分析
平成13 13338 容器包装リサイクル法と課題
平成13 13339 旅行業界における電子商取引への取り組み　－　事例研究　－
平成13 13340 テレビゲームにおける面白さの要因について
平成13 13341 会議における進行役の役割とその考え方
平成13 13342 学生のプロジェクト活動におけるチームのまとめ方

平成13 13343
業績と組織在籍期間の関係性　－組織在籍期間のマネジメントが「カオス
の縁」経営を実現する－
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平成13 13344 効果的なコミュニケーションの実践に向けて
平成13 13345 集団スポーツの部活において意識統一をはかるリーダーシップ論
平成13 13346 小樽商科大学ゼミナール協議会の改善策について考察する
平成13 13347 人間の生きる目的

平成13 13348
戦略的キャリア・デザインにおける不動点の重要　－不連続の中での創造
的破壊が揺ぎ無い自己を確立する－

平成13 13349 組織業務への情報システムの推進効果に見る，知識共有

平成13 13350
大学生の恋愛関係における長続きの一要因を探る　－恋愛類型からの考
察－

平成13 13351 中小・中堅スーパーマーケットの戦略
平成13 13352 問題解決プロセスとその限界
平成13 13353 企業ロゴマークの潜在記憶　－　無意識下の情報処理　　－

平成13 13354
記憶の強さが認知技能のパフォーマンスに与える影響　－神経衰弱を使っ
た実験－

平成13 13355
語彙の意味・文法情報は音韻情報の中にどのように有標化されるか　－複
合語のアクセント移動および連濁を手がかりにして－

平成13 13356 広告コピー文におけるパロディのレトリック分析
平成13 13357 高齢者への化粧による心理的援助の可能性
平成13 13358 試合で”あがり”を防ぐ方法　－　テニスの場合　－
平成13 13359 潜在記憶を利用したブランドイメージの研究
平成13 13360 大学生の将来への転機
平成13 13361 GPSS/Hによる駐車場シミュレーション
平成13 13362 シミュレーション言語SLAMに関する研究
平成13 13363 マルコフ連鎖の状態分類アルゴリズムに関する研究
平成13 13364 遺伝的アルゴリズムによる巡回セールスマン問題の解法に関する研究
平成13 13365 一般化確率ペトリネットに関する研究
平成13 13366 途中放棄のある同時サービス並列待ち行列システムに関する研究
平成13 13367 ゲーム理論と交渉　－　説得のテクニック　－
平成13 13368 ナッシュ均衡で見るカルテルの有用性
平成13 13369 意思決定手段としてゲーム理論を用いる　－SONY 対 松下のVTR戦争－

平成13 13370 施設配置問題における平等主義と功利主義

平成13 13371
社会における協調行動　－Egalitarianism と　Utilitarianism による現実社
会へのアプローチ－

平成13 13372 クイックソートアルゴリズムの改良および検証
平成13 13373 ソフトウェアライフサイクルに基づく弓道シミュレーションゲームの開発
平成13 13374 遺伝的アルゴリズムにおけるパラメータ値の設定方法の検討
平成13 13375 視覚障碍者におけるパソコン利用の現状と実態

平成13 13376
ERPパッケージ利用システム開発のための共通フレームのカスタマイズに
関する考察　－　真に役立つ共通フレームを目指して　－

平成13 13377 ウェブユーザビリティ改善テクニック
平成13 13378 ソフトウェア・パッケージのカスタマイズの効率化

平成13 13379
ソフトウェアパッケージ活用による開発効率化に関する考察　－ソフトウェ
アパッケージ導入の落とし穴－

平成13 13380
橋の建設工程と情報システムの構築工程の比較評価　－情報システム構
築の効率化に向けて－

平成13 13381
情報システム開発の契約段階における共通フレーム利用の有効性に関す
る考察

平成13 13382 情報システム関連企業の危機管理に関する考察

平成13 13383
情報システム規模の相違による開発方法・管理の比較・分析による開発効
率化のための考察　－「早くて安い」大規模システムの開発は可能か？－

平成13 13384 情報システム構築における共通フレーム適用の有効性に関する考察

平成13 13385
情報システム信頼性向上のためのソフトウェア上流工程におけるユーザー
の役割に関する考察　－いま，ユーザーに必要とされること－

平成13 13386 多機能化する携帯電話の信頼性に関する考察
平成13 13387 画像記憶における色の効果
平成13 13388 画像再認記憶における色の効果
平成13 13389 記憶の手がかりとしての色の役割
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平成13 13390 空間位置記憶における色の効果
平成13 13391 色がもたらす画像再認記憶への効果
平成13 13392 日常生活の中における錯視
平成13 13393 ペットボトルのリサイクル
平成13 13394 車社会からの脱却にむけて
平成13 13395 食品廃棄物のリサイクル率向上に関する研究
平成13 13396 繊維製品リサイクル
平成13 13397 北海道における産業構造と環境負荷に関する研究
平成13 13398 北海道における廃棄物勘定表の推計
平成13 13399 北海道のエネルギー需給構造に関する研究

平成13 13400
CRM（顧客関係管理）に関する分析　－デル・コンピューター社の事例分析
－

平成13 13401
PKI（公開鍵基盤）のもたらす信頼について　－ネートワーク社会における
セキュリティ対策－

平成13 13402 SCMにおける日本企業の強み
平成13 13403 ネットワークの暗号・認証技術　－　鍵暗号方式とSSL　－
平成13 13404 電子商取引とその規制
平成13 13405 R.イングルハートの理論検証　－　文化の移行と価値観変化　－
平成13 13406 W.キムリッカの「多民族社会理論」　－先住民族の事例による検証－
平成13 13407 戦後日本人の政党支持態度　－松本正生『政治意識図説』の検証－
平成13 13408 日本の非営利組織の法的環境
平成13 13409 言語と思考について　－　動物と人間の比較を通じて見えるもの－
平成13 13410 持続と空間
平成13 13411 脳死と臓器移植を考える
平成13 13412 小樽の環状列石についての考察
平成13 13413 World Cup後のJリーグと移籍との関わり

平成13 13414
イタリアサッカーくじ『Totocalcio』との比較にみる日本スポーツ振興くじ
『toto』の発展性とスポーツ振興政策の考察

平成13 13415 アサリの潜砂行動と捕食生物からの逃避行動についての考察
平成13 13416 キタムラサキウニの発生研究法改良についての考察
平成13 13417 忍路湾における磯焼けの状況把握と磯焼け度の選定
平成13 13418 The comparison between Japanese and English web advertisements
平成13 13419 イチロー報道の特異性とその裏に隠されたもの

平成13 13420
英会話教材への期待　－教材で扱われることばによらないコミュニケーショ
ンの重要性について－

平成13 13421 新聞紙面における性別冠詞の変遷と現状
平成13 13422 日・米・英の英字新聞における”読みやすさ”の比較と教授法への示唆
平成13 13423 北方領土問題おける日本とロシアの新聞報道のちがい
平成13 13424 A Study of Changes in Romeo and Juliet
平成13 13425 A Study of Othello
平成13 13426 Images in Romeo and Juliet
平成13 13427 The Effect of Hamlet's Religion and Character in Hamlet
平成13 13428 What Shakespeare Tells Us through the Witches in Macbeth
平成13 13429 Love Expressions in Movies
平成13 13430 Ways of Using Auxiliary Verbs　－　助動詞を使った表現　－
平成13 13431 ボランティア宣教師の外国語習得
平成13 13432 映画脚本　－　FULL MOON GUEST HOUSE　－
平成13 13433 映画脚本　－　Talkus and Bradford　－
平成13 13434 英・米・加、三英語圏の母語話者による道案内で観察された言語的特徴
平成13 13435 洋画における字幕と吹き替えの翻訳の違い
平成13 13436 「誇り高き辺境」の素顔
平成13 13437 EUと通貨統合
平成13 13438 ドガと印象派　－　印象派におけるドガの特異性と共通点について　－
平成13 13439 フランスにおける女権確立の歴史　－　なぜ，「おくれ」は生じたのか　－
平成13 13440 フランス憲法と国家体制・社会状況の変遷
平成13 13441 国際語としてのフランス語と英語
平成13 13442 日本人とフランス人　－　「道」から探る両者の考え方の違い　－
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平成13 13443 "The Other Side of Silence" における原型反復と支配関係
平成13 13444 Death of a Salesman: Willyの苦悩と自殺
平成13 13445 アイデンティティの確立と拡散　－Edgar Allan Poe,"William Wilson"考－
平成13 13446 記憶の分有への願い　－Kazuo Ishiguro,"A Pale View of Hills"考－
平成13 13447 黒猫の役割　－　Edgar Allan Poe,"The Black Cat"考　－

平成13 13448
失われた世代と「価値の交換」　－Ernest Hemingway,"The Sun Also 
Rises"考－

平成13 13449 HOW TO TEACH KENDO TO FOREIGNERS IN  ENGLISH
平成13 13450 THE HISTORY OF ENGLISH
平成13 13451 THE SOCIETIES OF CANADA AND JAPAN
平成13 13452 THE TRANSITION AND DISORDER OF JAPANESE
平成13 13453 『こころ』の読みに見る多様性の構造
平成13 13454 Toward A New Media Literacy: A Female Hero in G.I.Jane
平成13 13455 ダンスのスヽメ
平成13 13456 戦争責任とは何か？　－　意味の多様性をもとめて　－
平成13 13457 『３年Ｂ組金八先生』が好かれる理由　－　僕が金八を好きな訳　－
平成13 13458 歌詞と時代的背景から見る現在の若者の求めるもの
平成13 13459 学校制服からみる現代と学校教育
平成13 13460 現在の少年犯罪　－　少年犯罪の虚像　－
平成13 13461 幸福解体新書
平成13 13462 消費社会の若者の価値観　－　勤労意識から見る　－
平成13 13463 効率的な資源配分とその失敗の可能性の存在
平成13 13464 地方財政　－　真の地方分権へ　－
平成13 13465 日本の社会保障システムにおける効率化の考察
平成13 13466 日本の食品
平成13 13467 日本経済の抱える問題と民間企業の重要性
平成13 13468 株式投資における指標の変遷およびEVAの有用性
平成13 13469 機械製造業界における倒産可能性分析
平成13 13470 生命保険相互会社の株式会社化による効果と株価試算
平成13 13471 上場リース会社における資金調達構造の変化
平成13 13472 道内行の貸出業務は儲かるのか
平成13 13473 日本における個人の金融資産選択　－リスク資産の保有は増えるのか－

平成13 13474
北海道における信用金庫の店舗展開　－本当に札幌は資金運用先として
有効か－

平成13 13475 アメリカの預金保護制度

平成13 13476
会社更生法と民事再生法の比較　－マイカルの倒産をケーススタディとし
て－

平成13 13477 日米司法制度比較　－　訴訟制度と訴訟数の観点から　－
平成13 13478 下請法の課題と展望
平成13 13479 金融システム改革と生命保険業
平成13 13480 景品表示法の課題　－　学習塾の広告を中心に　－
平成13 13481 商品先物取引と政府規制
平成13 13482 新保険業法について
平成13 13483 独占禁止法の域外適用
平成13 13484 日本における規制事業　－　規制緩和の観点から　－
平成13 13485 優越的地位の濫用について

平成13 13486
人工イオノフォアを包埋した脂質二分子膜を用いるアニオンセンサーの開
発研究

平成13 13487 パーソナリティの違いによる理想の上司，および，パートナーの選択

平成13 13488
ゴミ問題　－政府・自治体にできること，事業者にできること，消費者にでき
ること－

平成13 13489 なぜグリーンマーケティングが必要か
平成13 13490 環境教育　－　”環境先進国日本”を目指して　－
平成13 13491 環境問題に取り組む自動車業界の姿勢
平成13 13492 循環型社会における企業の在り方
平成13 13493 勝納川における底生動物と水質の分布
平成13 「13494-13517」は修士論文

9/9


