
小樽商科大学 卒業論文 （平成21年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成21 16961 たばこの存在意義・経済に与える影響及び今後の可能性
平成21 16962 人材育成の国際比較分析　-サッカー選手養成システムへの焦点化-
平成21 16963 北海道日本ハムファイターズの地域密着とその効果
平成21 16964 ベースボールと野球　-歴史、文化、経営-
平成21 16965 AIDをめぐる法的父子関係についての考察
平成21 16966 従物に抵当権の効力が及ぶのか
平成21 16967 日本とドイツの経済と地域環境問題　-二つの経済大国の違い-
平成21 16968 大学生のメディア利用と地域格差
平成21 16969 ワークライフバランスについて　-労働時間削減の視点から考える-
平成21 16970 注目される不景気対策-ワークシェアリングとベーシックインカム-
平成21 16971 格差社会の現状と課題
平成21 16972 世界同時恐慌と銀行業界
平成21 16973 パチンコの世界
平成21 16974 地域振興に見る道の駅
平成21 16975 医薬品流通と医薬品卸売業界の戦略
平成21 16976 ビール業界の動向分析
平成21 16977 海の諸問題
平成21 16978 ユニクロの経営戦略
平成21 16979 2009年の農政転換
平成21 16980 自治体財政
平成21 16981 マヤ文明と予言による崩壊
平成21 16982 たばこの今日と明日
平成21 16983 ファーストリテイリング及びしまむらの企業分析
平成21 16984 北海道人は北海道が好きである
平成21 16985 高齢社会と介護保険制度の今後
平成21 16986 あいおい損保の合併効果分析
平成21 16987 行動経済学から見た小樽商科大学生の単位の経済的評価
平成21 16988 日本KFCにおける企業分析
平成21 16989 日本国有鉄道民営化に関する研究
平成21 16990 投票力指数を用いた現在の連立構造の分析
平成21 16991 名寄市の地域活性化事業と住民意識の調査
平成21 16992 CGMマーケティングに関する考察
平成21 16993 日本人にとってバブルとは何だったのか
平成21 16994 金融政策決定プロセスのゆがみ　-なぜ量的緩和政策は採用されたのか-
平成21 16995 格差社会と教育　-日本の教育の経済学・社会学的分析-

平成21 16996
札幌駅前地下歩行空間と札幌市のまちづくり　-自動車なしで暮らせるまち
を目指して-

平成21 16997 女性雇用に関する問題点と解決策
平成21 16998 環境排出権取引制度と日本の今後の対応への提言
平成21 16999 日本におけるCSR（社会的責任）のあるべき姿
平成21 17000 ごみ減量化の取り組みに関する考察
平成21 17001 道州制による地域主権
平成21 17002 商社における新たなビジネスモデル
平成21 17003 北海道地域経済活性化の考察
平成21 17004 わが国の危機管理体制のあり方　-大規模災害に備えて-
平成21 17005 日本のマス・メディアの分析と課題

平成21 17006
国家主導公共事業からの脱却　-地方財政の自立と無駄のない公共事業
のあり方-

平成21 17007 インド経済の歴史と今後の展望
平成21 17008 消費税の逆進性と軽減税率導入について
平成21 17009 地域農業法人のさらなる活性化　-Asset Based Lending-
平成21 17010 中小企業金融の現状
平成21 17011 町おこしの成功と失敗を左右するカギ
平成21 17012 企業価値を高めるCSR活動
平成21 17013 定住外国人の参政権
平成21 17014 所得・雇用機会の不平等と格差社会
平成21 17015 THE EVALUATION OF ECO FUNDS

1/10



小樽商科大学 卒業論文 （平成21年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成21 17016 広告の社会的役割　-タバコ広告の是非について-
平成21 17017 「子ども手当」と子育て支援策が少子化社会に与える影響
平成21 17018 ドル基軸通貨体制の崩壊と新しい国際通貨システムの考察
平成21 17019 「地デジ化」がテレビ局をつぶす日
平成21 17020 ファッション雑誌における恋愛学の心理学的アプローチ
平成21 17021 フィランソロピーはなぜ根付かないのか
平成21 17022 人口減少と経済構造改革
平成21 17023 学校統廃合による教育効果と経済効果の考察
平成21 17024 北海道新幹線導入による経済効果と環境性の向上

平成21 17025
少子高齢化に向けた日本の財政赤字削減策　-民間委託化による歳出削
減と高齢者労働力の活用-

平成21 17026 高齢化社会における社会保障と国民負担率のあり方

平成21 17027
トヨタ・ショックから見る将来の興行国モデルの提案　-低価格車・小型車と
環境車の推進-

平成21 17028 太陽光発電と省エネルギーの推奨政策の提案
平成21 17029 教育費負担軽減政策による教育格差の是正
平成21 17030 地上デジタル放送の現在と将来
平成21 17031 外国為替相場の分析　-東京外国為替相場の対ドル円相場の推定・予測-

平成21 17032
我が国における若年労働市場の問題点とその対策　-デンマークの
flxicurityモデルを参考にして-

平成21 17033 深刻化するワーキングプア問題の現状と解決へ向けて

平成21 17034
滝川市の中心市街地を活性化させるための方策　-コンパクトなまちづくり
を目指して-

平成21 17035 日本の医療、保険制度の改革による医療費抑制の可能性について

平成21 17036
地球環境の変動と京都議定書の意義と限界　-京都議定書を補完するた
めの提案-

平成21 17037 日本の耕作放棄地の発生要因と解消に向けての取り組み
平成21 17038 所得格差と犯罪　-世界各国の治安と、経済成長による犯罪抑制-
平成21 17039 病院の赤字経営と再生モデル
平成21 17040 日本の正規・非正規労働者が抱える問題と解決策の提言
平成21 17041 教育と経済発展の関連性
平成21 17042 Jリーグにおける優れたクラブ経営とは
平成21 17043 国債　-理論と現状、日本の財政健全化に向けて-
平成21 17044 農業経済の基本構造
平成21 17045 日本の農業政策に関する考察
平成21 17046 北欧の豊かさは日本でも実現するのか
平成21 17047 中小企業金融における信用金庫の機能と地域貢献について
平成21 17048 日本はなぜ借金大国になったのか
平成21 17049 学歴社会と新卒労働市場に関する考察
平成21 17050 格差社会とは何か考える
平成21 17051 地域金融　-リレーションシップ・バンキング-
平成21 17052 日本の年金制度の現状と課題
平成21 17053 バブル発生の要因　-第一次オイルショック後の日本経済を踏まえて-
平成21 17054 日中貿易の推移　-99年から07年にかけて品目別にみた対中貿易-
平成21 17055 乗用車の生産・販売・輸出台数から見る近年の自動車産業の動向
平成21 17056 デジタルカメラ市場の成長
平成21 17057 魔女裁判
平成21 17058 現代日本における交通問題の経済分析
平成21 17059 発展途上国における多国籍企業の役割
平成21 17060 構造改革と個人投資家の行動
平成21 17061 民間非営利団体の行動分析と評価
平成21 17062 発展途上国の情報通信産業の現状と課題
平成21 17063 日本農業と貿易自由化交渉
平成21 17064 農業振興による北海道経済の活性化
平成21 17065 フェアトレードに関する一考察
平成21 17066 少子高齢化の諸問題と対応策に関する一考察
平成21 17067 日系企業の諸外国における人的資源管理について
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平成21 17068 東南アジア諸国連合と日本・韓国・中国これからの発展戦略
平成21 17069 グリーン・ツーリズムの経済効果
平成21 17070 日本と英国の労働と休暇
平成21 17071 北海道アミューズメントパーク
平成21 17072 日本の生命保険史
平成21 17073 北海道　-本州フェリーのはじまりと今後-
平成21 17074 化粧品業界の歴史と動向
平成21 17075 軽自動車の変遷の歴史
平成21 17076 テレビゲーム業界の戦略と将来
平成21 17077 戦後日本の航空産業
平成21 17078 ウイングベイ小樽は何をもたらしたのか
平成21 17079 日本のビール産業の営業戦略の変遷と展望
平成21 17080 日本の食玩史
平成21 17081 山一破綻の歴史と今後の証券業界
平成21 17082 証券化商品におけるリスク計測
平成21 17083 トップバリュについて
平成21 17084 ファーストリテイリング成功の要因
平成21 17085 音楽のデジタル化と今後のレコード会社の戦略
平成21 17086 コーチャンフォーの立地戦略
平成21 17087 異文化コミュニケーションの民族的差異
平成21 17088 新しいお金としての電子マネー
平成21 17089 雇用形態からみる格差社会
平成21 17090 中国オンラインゲームにおけるユーザーのロイヤリティ
平成21 17091 地域ブランドの役割と戦略
平成21 17092 温室効果ガスの排出量取引
平成21 17093 日本社会における塾業界のありかた
平成21 17094 イスラム金融と日本
平成21 17095 日本における非正規労働者と雇用システム
平成21 17096 マイクロファイナンスの可能性
平成21 17097 1980年代日本のバブル経済
平成21 17098 オイルマネーの行方
平成21 17099 北海道拓殖銀行の破綻と北海道経済
平成21 17100 自己資本比率規制の変遷
平成21 17101 公共事業と地方自治　-公共事業と地方のあるべき姿-
平成21 17102 地域社会における個人店の存在意義
平成21 17103 有給休暇が日本を救う
平成21 17104 働くことをより身近にするために
平成21 17105 新幹線からSHINKANSENへ
平成21 17106 スターバックス・ブランドを読み解く
平成21 17107 フォロワーシップの重要性
平成21 17108 中小企業のメンタルヘルス対策導入の問題点について
平成21 17109 NPOが飢えを救う
平成21 17110 ユニクロの商品戦略に関する考察
平成21 17111 スウェーデンと日本の比較による日本の少子化対策と社会環境の問題点
平成21 17112 個人投資家から支持されるためのIR戦略
平成21 17113 セブン-イレブン・ジャパンの優位性に関する考察
平成21 17114 非接触型電子マネーの利用
平成21 17115 リース業界の現状と課題に関する考察
平成21 17116 デジタル・テクノロジーが音楽に与えた影響に関する考察
平成21 17117 総合商社のビジネスモデルの変遷に関する考察
平成21 17118 セルフ型カフェのブランド戦略の比較
平成21 17119 エコカー販売好調の理由に関する考察
平成21 17120 身体障害者補助犬普及における日本の課題
平成21 17121 『新世紀エヴァンゲリオン』ヒットの理由
平成21 17122 日本の財政-財政破綻回避のためにわれわれができること-
平成21 17123 非正規職の類型とキャリア形成

3/10



小樽商科大学 卒業論文 （平成21年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成21 17124 労働者派遣の現状と行方
平成21 17125 請負労働者と派遣労働者　-現状と問題点-

平成21 17126
サービス・マーケティングからみる東京ディズニーランドと東京ディズニー
シー

平成21 17127 i-vacsプロジェクトのマーケティング分析と今後の戦略
平成21 17128 プロサッカーにおける顧客関係管理
平成21 17129 仮想空間におけるネット・コミュニティ・ビジネスの確立
平成21 17130 任天堂Ｗｉｉの成功要因-ブルー・オーシャン戦略の応用-
平成21 17131 電子マネーの現状と課題　-新たなマーケティングツールの可能性-
平成21 17132 人材紹介会社の経営戦略　-リクルートエージェントのケース分析-
平成21 17133 ネットショッピング成功のためのマーケティング戦略
平成21 17134 家具業界における競争戦略　-ニトリとイケア-
平成21 17135 ロイヤルティ・プログラムに関する研究　- 高の競争優位を築くために-
平成21 17136 PSPからみるSCEIのグローバルマーケティング戦略
平成21 17137 継続企業の前提に関する監査報告書における監査人の対応について
平成21 17138 学歴と企業
平成21 17139 ディズニーという名のブランド
平成21 17140 日本におけるビール産業の発展と飲酒文化
平成21 17141 クチコミとブランド
平成21 17142 エコロジーと企業倫理
平成21 17143 北海道日本ハムファイターズのファン増加と地域活性化の関連性について

平成21 17144
流通菓子のネーミングから読み取る流通菓子業界分析とネーミング・ブラ
ンドの意義

平成21 17145 スーパーのレジ袋有料化の現状とそれを取り巻く社会システムの変化
平成21 17146 ミニシアターの魅力・価値について　-経営者と顧客からの考察-
平成21 17147 地域との関係性に着目した新札幌副都心の現状分析

平成21 17148
体育会運動部の衰退から考える学生の部活・サークルの選択についての
考察

平成21 17149 地域におけるフリーペーパーの実態
平成21 17150 アットコスメで見る、クチコミの力
平成21 17151 日本のクルーズシップにおけるブランド戦略
平成21 17152 旅行業界へのインターネットによる影響と従来型旅行会社の行く末
平成21 17153 札幌市におけるホテル業界の現状と競争構造
平成21 17154 インターネット専業銀行の進展と今後の課題

平成21 17155
自動車産業が北海道にもたらすものは何か　-道内中小企業側からの考
察-

平成21 17156 北海道日本ハムファイターズの成功要因
平成21 17157 百貨店業界今後の展望　-流通・消費の変化と地方百貨店からの考察-
平成21 17158 生鮮食品流通の構造と新たな流通モデルの今後の展望
平成21 17159 文具市場のIT化とアスクル
平成21 17160 20世紀システムとしてのフランチャイズ・システム
平成21 17161 アメリカの医療保障と医療政策
平成21 17162 生命保険の販売と消費者意識
平成21 17163 生活リスクマネジメントと損害保険
平成21 17164 損害保険の歴史と日本的危機対応
平成21 17165 発展した資本主義下の日本の社会保障
平成21 17166 日本における近代生命保険の導入と成立
平成21 17167 後発医薬品の促進と医療費適正化
平成21 17168 自由競争時代の保険制度
平成21 17169 外資系ファーストフードチェーン店の日本市場での成功要因

平成21 17170
自動車業界におけるフォルクスワーゲンの成功要因の分析と今後の自動
車業界

平成21 17171 プライベート・ブランドの普及と今後の展望
平成21 17172 アスリートを起用した広告の日米比較とその社会的背景について
平成21 17173 環境包括的アプローチによるカラーマーケティングの重要性と今後の課題
平成21 17174 海外高級ブランドにおけるアジア市場の位置づけ
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平成21 17175
エンターテイメントのグローバル市場　-東京ディズニーリゾートとユニバー
サル・スタジオ・ジャパンの比較-

平成21 17176
バイク業界におけるホンダの国内外マーケティング調査と成功要因・失敗
要因の分析

平成21 17177 日本の損害保険商品の比較
平成21 17178 スポーツ産業の発展とプロスポーツについて
平成21 17179 バスケットボールの国際化とNBA
平成21 17180 百貨店の現状と今後
平成21 17181 小売業界と消費者認知
平成21 17182 病院経営の実態
平成21 17183 各国比較から見えてくる公務員制度改革の方向
平成21 17184 西洋音楽と社会
平成21 17185 医薬品市場の展望
平成21 17186 自治体会計の変化と今後のあり方

平成21 17187
行動経済学における合理と不合理の意思決定のメカニズムとケース分析
-効率性の追求とは合理的か-

平成21 17188 国際会計基準（IFRS）で変わる経営
平成21 17189 地方自治体における会計制度改革の見直し
平成21 17190 退職給付会計における未認識債務の認識方法の変化
平成21 17191 リース会計とその会計基準改正について

平成21 17192
包括利益と日本の利益観に関する考察　-IFRSが日本の利益観に及ぼす
影響-

平成21 17193 国際財務報告基準書（IFRS）第2号「株式報酬」導入の影響
平成21 17194 のれんについての考察
平成21 17195 受益者連続型信託の税務からの検討
平成21 17196 金融商品の評価と認識に関する問題
平成21 17197 日本式ファーストフードの成功法
平成21 17198 税効果会計における繰延税金資産のオンバランス化について
平成21 17199 会計と税務についての比較　-連結の取り扱い-
平成21 17200 引当金の設定による利益への影響
平成21 17201 協同組合と商法-協同組合に商法を適用すべきか。-
平成21 17202 無権代理人による裏書と善意取得

平成21 17203
建築自由を前提とした都市計画法の構造がもたらした問題-現状にあう都
市政策として個別土地所有制度から「総有」への提言-

平成21 17204 手形の振り出しと利益相反取引
平成21 17205 役員の報酬・退職慰労金
平成21 17206 商業登記と外観保護規定
平成21 17207 交付欠缺における、手形理論の分析
平成21 17208 国家賠償法2条における判例の類型別瑕疵判断基準
平成21 17209 公務員個人の責任

平成21 17210
小樽における住民増加による活性化の可能性について　-伊達市モデルを
例として-

平成21 17211 外来種生物問題と外来生物法

平成21 17212
夕張の破綻と財政健全化法による再生　-財政再生計画を用いて再生でき
るのか-

平成21 17213 公共放送の現状と課題--NHKを中心に
平成21 17214 「放課後子どもプラン」の現状と課題　-千歳市立北栄小学校をもとに-
平成21 17215 真のノーマライゼーションへの障害児教育
平成21 17216 精神障害による自殺にかかわる労災認定
平成21 17217 原因において自由な行為
平成21 17218 原因において自由な行為　-実行行為途中からの心神喪失・心神耗弱-
平成21 17219 中止行為の任意性
平成21 17220 共同正犯と幇助犯の区別
平成21 17221 横領罪と背任罪の区別
平成21 17222 「やむを得ずにした行為」の意味　-正当防衛の相当性判断について-
平成21 17223 臓器移植制度の是非
平成21 17224 第三者の行為の介入と因果関係
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平成21 17225 スペイン国バスク地方への自決権適用とその領土保全保障による制限

平成21 17226 交通事故と医療過誤が順次競合した場合における共同不正行為の成否と
寄与度減責の可否

平成21 17227 空クレジット・空リース契約が主債務であった保証契約の動機錯誤
平成21 17228 空リース・空クレジットにおける保証人の錯誤
平成21 17229 民法94条2項類推適用の要件と限界
平成21 17230 民法742条後段の解釈と被害者保護の実現

平成21 17231
判例研究 著作権の「間接侵害」事例の類型化とその検討　-クラブキャッツ
アイ事件- 判昭和63年3月15日民集42巻3号199頁

平成21 17232 応用美術の著作権制度による保護
平成21 17233 日本版フェア・ユース（fair use）導入の検討
平成21 17234 商標法
平成21 17235 中古ゲームソフトに関わる裁判の考察
平成21 17236 記念樹事件について
平成21 17237 同一性保持権

平成21 17238
判例研究 「ときメモ事件-同一性保持権について考える-」 判平成13年2
月13日民集55巻1号87頁

平成21 17239 特許制度について
平成21 17240 共同相続された可分債権の帰属形態について
平成21 17241 逸失利益の中間利息控除率について

平成21 17242
物上代位権と債権譲渡が競合した事案における抵当権と動産売買先取特
権の区別

平成21 17243
破産法の否認権改正による民法の詐害行為取消権への影響について　-
特定債権者への弁済行為を中心に-

平成21 17244
原因関係のない振込に関する 高裁判例の整合性についての検討　-平
成15年3月12日決定と平成20年10月10日判決-

平成21 17245 サブリース契約における借地借家法32条の適用

平成21 17246
破産法改正における詐害行為取消権への影響の考察　-特定の債権者へ
の弁済行為について-

平成21 17247

「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払
戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」における「盗難カード等を
用いて行われた機械式預貯金払戻し」について民法478条の適用を肯定す
る意義

平成21 17248
SEVENTEENTH ANNUAL WILLEM C. VIS INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATION MOOT Meditteraneo Engineering Co. v.
Equatoriana Super Pumps S. A. 仲裁事件についての考察

平成21 17249 生命侵害に対する損害賠償請求権の相続性
平成21 17250 プライバシーの権利と差止請求
平成21 17251 留置権と被担保債権の牽連性について
平成21 17252 本人・無権代理人の地位の同化について
平成21 17253 民法715条 使用者責任　-「事業の執行に付き」について-
平成21 17254 相殺の担保的機能について
平成21 17255 企業コンプライアンス　-コンプライアンス体制の確立のために-
平成21 17256 「飽食」を考え直す

平成21 17257
未来あるワークシェアリング　-日本でワークシェアリングを導入するために
は-

平成21 17258 日本の領土問題
平成21 17259 「名ばかり管理職」
平成21 17260 M&Aと企業文化融合問題

平成21 17261
障害者が安心して働く事ができる社会　-障害者雇用企業に対する聞き取
り調査をもとに-

平成21 17262 裁判員制度を成功させるために
平成21 17263 環境権

平成21 17264
戦後補償における請求権放棄について　-国家が個人の権利を放棄するこ
とは可能なのか-

平成21 17265 政教分離原則
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平成21 17266
法の下の平等と皇室典範　-皇室典範第1条は憲法第14条に違反しないの
か-

平成21 17267 憲法9条について
平成21 17268 憲法9条と自衛権
平成21 17269 国際化時代の競争政策
平成21 17270 不公正な取引方法の規制
平成21 17271 独占禁止法と入札談合
平成21 17272 色彩が社会生活に及ぼす効果
平成21 17273 テレビゲームと社会性の関係に関する考察及びインタビュー結果
平成21 17274 日本的経営システムについて
平成21 17275 見せるべき自分　-自己呈示と就職活動-
平成21 17276 大学生の就職活動における楽観性について
平成21 17277 都市の持つ地域特性と経済発展度の関連
平成21 17278 テーマパークにおける満足度を考慮した巡回方法に関する研究
平成21 17279 移動コストを考慮した就職活動計画に関する研究
平成21 17280 塾環境と学力の関係に着目した地域間比較

平成21 17281
統計データを用いた観光指標から見る北海道観光における観光地・宿泊
地選択行動の変化に関する研究

平成21 17282 企業のCSR活動としての公共施設のネーミングライツに関する研究
平成21 17283 札幌市を中心とした年齢階層別の人口流動性から見た比較分析
平成21 17284 業務利用推進によるコミュニティサイクル事業の発展可能性

平成21 17285
道路空間整備におけるPPP手法の有効性について　-広告添加型のバス
停留所を事例にして-

平成21 17286
事業実施地域の特性に着目した「総務省 地域通貨モデルシステム導入支
援・普及事業」の効果に関する分析

平成21 17287 都市規模に着目した退職後の余暇活動の比較分析
平成21 17288 小樽の歴史的町並み保全の観点からみた空き家対策
平成21 17289 ふるさと納税制度の活用に関する実証的研究
平成21 17290 東京・丸の内地区におけるプライベートコミュニティに関する研究
平成21 17291 橋からの見え方に着目した豊平川の景観に関する研究
平成21 17292 現在のパチンコにおける賭博性の高さと依存症について
平成21 17293 日本の食糧自給率について　-日本の農業はどうなる-
平成21 17294 「リズム」の意味　音楽の文法の認識と演奏における実践について
平成21 17295 北海道の雇用問題について考えよう！
平成21 17296 ケーブルテレビの歩みと今後の展望
平成21 17297 外国人観光客の日本の観光に関するニーズ
平成21 17298 Web上での議会会議録の公開率
平成21 17299 ニコニコ動画における、面白さ共感ポイントの発見
平成21 17300 学校裏サイトの誹謗・中傷に含まれる人名・組織名の抽出に関する研究
平成21 17301 グルメクーポン情報誌による利益効果
平成21 17302 カブロボを用いた損切りについての研究
平成21 17303 洋楽HIPHOPにおけるスラング表現含有率の推移
平成21 17304 Webサイトのアクセスログ分析から読むユーザの行動特性
平成21 17305 日本語機能表現辞書つつじを利用した小樽情報の抽出に関する研究
平成21 17306 キャラクターとの対話による小樽観光案内システムに関する研究
平成21 17307 北海道ローカルタレントの人名曖昧性解消とその傾向分析
平成21 17308 障害者用トイレ情報の提供についての研究
平成21 17309 終助詞「ね」「よ」「な」がブログの読み手に与える影響
平成21 17310 親の職業が大学生の進路選択に及ぼす影響
平成21 17311 化粧意識と性格特性の関連について
平成21 17312 表情による印象形成の違い　-ギャップの効果-
平成21 17313 遺伝的アルゴリズムによるナップサック問題の解法
平成21 17314 Visual SLAMによる小樽商科大学生協レジ待ち行列のシミュレーション
平成21 17315 AHPにおける相対評価法と絶対評価法の比較検討
平成21 17316 飲食店の接客マナーと飲食店の傾向についての考察
平成21 17317 日本の満州侵略について
平成21 17318 精密機器業界　複写機・プリンター業界について
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平成21 17319 日本と中国の環境協力について
平成21 17320 日本の抱える諸問題に対する行政の取るべき方針について
平成21 17321 都市銀行と北海道の地方銀行、第二地方銀行の現状と関係
平成21 17322 オードリー・ヘップバーンという女性について
平成21 17323 インターネットコミュニティにおける攻撃行動について
平成21 17324 大学生活におけるメタ認知能力育成の重要性

平成21 17325
小樽水産物の現状分析に基づいた地産地消がもたらす地域発展の可能
性

平成21 17326 小樽観光情報のオントロジー構築とその有用性の検証
平成21 17327 ニコニコ動画によるおかしみを誘発する要因と構造の分析
平成21 17328 反復学習における学習中断後の問題 適提示の検討

平成21 17329
対話型遺伝的アルゴリズムを用いたYOSAKOIソーラン隊列考案支援シス
テムの提案

平成21 17330 大学生を対象とした睡眠におけるアロマテラピー効果の検証
平成21 17331 低離職率を実現するスターバックス人材マネジメントの分析・評価
平成21 17332 小樽市美容業界の分析
平成21 17333 原作の評価を超えられない映画の分析
平成21 17334 擬人化エージェントによる植物と人のコミュニケーション支援に関する研究
平成21 17335 オントロジー技術を活用したゼミナール活動ノウハウ提供システムの提案
平成21 17336 社会的企業におけるサービスの構築に関する研究

平成21 17337
デジタル動画再生のためのアプリケーションに関する考察-独身・未婚の女
性をターゲットとして-

平成21 17338 人間中心設計による携帯アプリケーション開発への有効性の分析
平成21 17339 中国観光客を受けるために小樽のツアー設計について
平成21 17340 高齢者向けの金融サービスの実態調査
平成21 17341 読者主体の電子書籍の成立と出版業界の再編

平成21 17342
似非科学商品に有効需要はあるのか-ゲルマニウムブレスレットを例にし
た議論-

平成21 17343 ウォーターフォール・モデルの本来的意味の明確化
平成21 17344 地球温暖化とその対応策に関する考察
平成21 17345 金融危機とグローバリズムについての考察
平成21 17346 金融機関におけるCRMの重要性と課題について
平成21 17347 日本における移民政策　-多文化共生社会の実現へ向けて-
平成21 17348 看護師の学習過程とアイデンティティ形成
平成21 17349 「ゆとり教育」の課題と学習指導要領の変容
平成21 17350 教育の経済学的検討　-学力問題を事例として-
平成21 17351 小学校における外国語活動の課題と展望

平成21 17352
学生の就職活動における大学の役割　-キャリア支援課の活動に着目して
-

平成21 17353 個人属性の違いが購買規定要因に与える影響
平成21 17354 社会的スキルの高いエゴグラムとはなにか
平成21 17355 自己開示と信頼感の関係
平成21 17356 時間的展望と職業意識　-目標意識と就職活動-
平成21 17357 食料自給率の向上についての見解
平成21 17358 中国の失業保険について
平成21 17359 中国における環境問題と対策
平成21 17360 日本の老人介護問題について
平成21 17361 William Wordsworth's Viwe of Nature
平成21 17362 The Theme of Regeneration in The Tempest
平成21 17363 Plants in Shakespeare
平成21 17364 The Character of Othello and His Tragedy
平成21 17365 A Star-Crossed Love in Romeo and Juliet

平成21 17366
Football and National Character　-Is It Related to the Reason Why Japan
National Team Cannot Win in the FIFA World Cup?-

平成21 17367 Difference of Aesthetic Sense among Nations　-What are Clothes for?-
平成21 17368 The Possibility of Extending Education to the Poor in the Philippines
平成21 17369 What Do People Think about Soccer?
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平成21 17370
Japanese Films and American Films　-Why Do Japanese People Tend to
Watch American Films?-

平成21 17371 There are Minds also in Everything　-Sprit of "One Time, One Meeting"-
平成21 17372 Japanese Hospitality　-Differences from Other Countries-
平成21 17373 The Dependence of Gamble

平成21 17374
Animal Assisted Therapy　-Considered from Viewpoints of Medical
Treatment and Members of the Family-

平成21 17375
Thoughts about Pets　-Are Pets Just Things for Your Fashion or Your
Family?-

平成21 17376
Should Japanese Social Welfare Measures be Changed?　-Comparison
between Japanese and Nordic Countries-

平成21 17377
Why Can't Japansese People Speak English?　-Considering from the Point
of Conversation-

平成21 17378
Can You See Sign Language?　-Sign Language as an Effective Method of
Communication-

平成21 17379 TETE for Japanese English Teachers

平成21 17380
Japanese Manga and Anime for Intercultural Communication　- Possibility
of Manga and Anime-

平成21 17381 Difference between Japanese and English　-Focus on the Context-
平成21 17382 Marriage And Religion

平成21 17383
Effective Timing and Circumstance for Language Acquisition　-
Comparison between Infancy and Adulthood-

平成21 17384
日英翻訳比較-所有格構文とA of Bの句における動詞指向性と名詞指向
性-

平成21 17385 フランス凱旋門賞から見る競馬文化
平成21 17386 日本とフランスのマンガ・アニメ
平成21 17387 美食の国フランス
平成21 17388 レ・ミゼラブル
平成21 17389 ツール・ド・フランスおよび自転車の歴史
平成21 17390 明治安田生命と生命保険業界
平成21 17391 カフェの歴史
平成21 17392 フランスのパン文化
平成21 17393 多義的な解釈の探求　-The Turn of the Screwにおける解釈の正当性-
平成21 17394 The Great Gatsbyにおける新時代の象徴：デイジーの矛盾と皮肉
平成21 17395 The Picture of Dorian Grayの人物成型から見る道徳観
平成21 17396 Young Pure Love　-Romeo and JulietにおけるShakespeareの情熱-

平成21 17397
Pride and PrejudiceにおけるElizabeth Bennetの幸福観　-女性にとっての
結婚と幸福-

平成21 17398
Mark Twainの葛藤と教訓　-The Adventures of Huckleberry Finnにおける
道徳観の二重性について

平成21 17399 Robinson Crusoeにおける宗教と経済の共存
平成21 17400 A Genre Analysis of Self-introductions
平成21 17401 Language planning policy in Africa　-Case studeis in Tanzania and South-

平成21 17402
The Difference of Colour Words and Colours'Connotative Meanings
between English and Japanese

平成21 17403 Distinction of Scripts in Japanese language
平成21 17404 Loanwords in Japanese and Chinese
平成21 17405 サービス業における非正規雇用の現状と今後について
平成21 17406 アサヒビールの事例から見るOJTの重要性
平成21 17407 若者の就職事情　国際比較
平成21 17408 ベーシックインカム
平成21 17409 女性キャリア支援と現状　-女性管理職・総合職の実態-
平成21 17410 IT業界にみる長時間労働が労働者に与える影響
平成21 17411 非正規職問題をめぐる理論
平成21 17412 食品卸売業における企業内教育の必要性
平成21 17413 女性のライフサイクル　-育児と女性の就業-
平成21 17414 非正規雇用の増加と賃金格差について
平成21 17415 日本の労働市場における外国人労働者
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平成21 17416 国策、企業の対策から見る育児支援

平成21 17417
民法94条2項・110条の類推適用により不実登記への正当な信頼を保護し
た事例（ 判平成18年2月23日）についての考察

平成21 17418 民法724条後段の20年期間と除斥期間について

平成21 17419
平成17年3月7日施行の新不動産登記法による大改正と、それに伴う問題
点についての考察

平成21 17420 AHPとコンジョイント分析によるビールの商品開発
平成21 17421 AHPとコンジョイント分析によるコンビニエンスストアの経営分析
平成21 17422 巡回セールスマン問題における遺伝的アルゴリズムの性能分析
平成21 17423 コンジョイント分析による商品企画とPR
平成21 17424 人口無能における就職活動支援ソフト
平成21 17425 シコニンと錯体を生成する紫根中のアルミニウムおよび鉄の定量
平成21 17426 子どもの言語獲得と日本の英語教育
平成21 17427 言語学の視点から見た人間の認知活動
平成21 17428 日本語における隠語の立場
平成21 「17429-17439」は修士論文
平成21 「17440」は博士論文
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