
小樽商科大学 卒業論文 （平成28年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成28 20398
The Function and Mechanism of Laughter Attached to Japanese
Indirectness

未納入

平成28 20399
Usage of an Attitudes toward Silences in Daily Conversation: A
Comparison of Five Languages- Japanese, German, Brazilian(Portuguese),
Chinese, and Bulgarian

未納入

平成28 20400 アジア諸国のインフラストラクチャーと経済成長
平成28 20401 資本主義経済下での金融投資の重要性
平成28 20402 人口減少と日本経済
平成28 20403 スパイクマンの地政学
平成28 20404 ユニクロ「世界No.1構想」の課題
平成28 20405 NPO法人の運営方法 ４名共著

平成28 20406 札幌市の人口動向の考察
平成28 20407 宮崎駿作品『風立ちぬ』の構造分析
平成28 20408 北海道農業とホクレンの関わり

平成28 20409
企業と学生の需給ギャップからみる飲食サービス業における人手不足の
原因の考察

平成28 20410 北海道における民間金融機関の店舗展開戦略
平成28 20411 グローバル展開するSPAにおける競争構造

平成28 20412
コンジョイント分析による大学生の飲食店選択基準と大学生の属性との関
係性についての分析

平成28 20413 女性の顔写真における性格判断研究
平成28 20414 晩婚化の原因と対策
平成28 20415 北海道独立論の背景および経済的視点における独立の可能性

平成28 20416
日本における音楽ビジネスの分析　－デジタルコンテンツの普及と音楽産
業の未来－

平成28 20417 ブルーカラーにおけるハイブリッド型成果主義人事評価システムの検討
平成28 20418 北海道経済の特徴とTPPにおける地方銀行の役割
平成28 20419 札幌国際芸術祭（SIAF）2017に向けての考察
平成28 20420 ＦｉｎＴｅｃｈによる銀行への影響　－ＦｉｎＴｅｃｈ活用への道と法的課題－
平成28 20421 サービス業におけるブラック企業の実態と消費者心理
平成28 20422 鉄鋼業の分析と展望
平成28 20423 少子高齢社会における金融機関の在り方
平成28 20424 地方銀行のこれから　－リレーションシップバンキングの強化へ－
平成28 20425 キャッシュレス化が銀行に与える影響
平成28 20426 満足度と幸福度
平成28 20427 ダイアローグとコミュニケーションにおけるコヒーレンス
平成28 20428 オンラインプラットフォーム経済
平成28 20429 2000年代スターバックスコーヒージャパンの高収益の理由
平成28 20430 日本におけるＩＴの経済効果と課題
平成28 20431 「小樽カジノの経済波及効果分析」
平成28 20432 都道府県による美肌への影響要因

平成28 20433
プロ野球・データから見る適切な打順論　－２番強打者理論は日本におい
て通用するのか－

平成28 20434 スーパー戦隊シリーズにおける玩具売り上げ関連要因分析

平成28 20435
音楽が日本経済に及ぼす影響に関する実証分析　－ヒット曲が景気を動
かす－

平成28 20436 IFIS株価コンセンサスについての分析
平成28 20437 トービンのq理論を用いたリース設備投資関数の実証分析
平成28 20438 売れる映画の影響要因とジャンルごとによる比較
平成28 20439 産業構造の変化と経済成長の関係性
平成28 20440 ステーキ屋の中国進出のための戦略分析
平成28 20441 財政面・住民の厚生面から見た北海道の市町村合併

平成28 20442
我が国の電力供給の現状と原子力発電の必要性について　－回帰モデ
ルによる実証分析－

平成28 20443
北海道地域における地方自治体の財政の問題点とその方策　－適切な地
方行政サービスを提供するために－
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平成28 20444 日本における外国人労働者の受け入れのあり方
平成28 20445 我が国における自殺者数の推移と自殺対策について
平成28 20446 我が国における少子化、未婚化の問題と原因について
平成28 20447 札幌市清田区の人口増加について
平成28 20448 プロ野球における地方球団と都市圏球団の地域密着性について
平成28 20449 入園料と公営・民営
平成28 20450 M1グランプリの順番と点数に関する考察
平成28 20451 ぱちんこ遊技場の分布が学力に与える影響
平成28 20452 弓道を例にして考える試合と練習の関係
平成28 20453 仮想通貨の影響
平成28 20454 人口減少化と経済成長
平成28 20455 日本の年金制度の今後
平成28 20456 日本の農業政策の考察
平成28 20457 日本の年金制度とそのこれから
平成28 20458 北海道農業と経済
平成28 20459 外国人労働者導入についての考察
平成28 20460 日本の年金制度について
平成28 20461 金融政策の効果と課題
平成28 20462 経済学における幸福度研究
平成28 20463 スイスが永世中立国として担ってきた役割について
平成28 20464 フランス革命期における民衆の暴力性
平成28 20465 ゲーム理論と政策
平成28 20466 The Way of Alleviating Poverty Problem in U.S.
平成28 20467 スポーツ振興による都市活性化戦略
平成28 20468 国際イベントの長期的経済効果について
平成28 20469 日本の移民政策について
平成28 20470 コーヒーのフェアトレードの現状と課題
平成28 20471 男女間経済格差と教育
平成28 20472 1970年代以降の日本におけるコンビニエンスストアの歴史とその戦略
平成28 20473 消費増税は財政健全化の役に立ったのか
平成28 20474 日本の漁業の現状と問題
平成28 20475 指導的地位における男女差を是正するためには
平成28 20476 北海道新幹線の功罪
平成28 20477 スマートフォンの普及とソーシャルメディアの発展に関する考察

平成28 20478
ディズニーランドの経済学　－株式会社オリエンタルランドの現状と課題に
おける考察－

平成28 20479
オンラインショップ市場の普及に対するオフラインショップ市場のリピーター
獲得に向けた取り組み

平成28 20480 小樽市の人口減少について
平成28 20481 恋愛成就の効率的資産配分

平成28 20482
ダイエット市場について　－女性が一度は考えてしまう「痩せる」ということ
－

平成28 20483 結婚観・夫婦観、夫婦の役割について
平成28 20484 若者を取り込む街づくりについて
平成28 20485 女性の社会進出が社会に与える影響について
平成28 20486 みやこ通り商店街の活性化について

平成28 20487
クリエイティブビレッジ構想の根付く観光都市としての小樽市のための新た
な価値提案について

平成28 20488 共通ポイントカードの有用性について
平成28 20489 地方観光地振興のための通信販売の活用
平成28 20490 ビットコインの先物市場の存在意義 ２名共著

平成28 20491 Jリーグのアジア戦略
平成28 20492 日本のワーク・ライフ・バランス　－現状と課題－
平成28 20493 トヨタの外的環境への適応
平成28 20494 自由貿易の利益と日本のFTAの現状と課題
平成28 20495 着地型観光による地域振興
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平成28 20496 日本における外国人研修生の受け入れによる雇用問題
平成28 20497 オホーツク地域の水産業の現状と課題
平成28 20498 インドネシアの経済成長

平成28 20499
サービスマーケティングの観点から見る東京ディズニーリゾートと海外ディ
ズニーランド

平成28 20500 ASEANにおける経済統合
平成28 20501 子どもの貧困と社会政策に関する基礎的考察
平成28 20502 キヤノンの販売戦略

平成28 20503
企業から発信されるESG情報が持つ有用性　－非財務情報が企業に与え
る効果－

平成28 20504
玩具とキャラクターとライセンスビジネス　－資産の見直しが業績につなが
る－

平成28 20505 ワークライフバランスと地方創生のかかわり

平成28 20506
韓国と日本の検索ポータルサイトにおける今後の課題　－SNSは企業に
何をもたらすのか－

平成28 20507 会計数値から読み取る農業参入企業の性格
平成28 20508 ブラック企業認定が企業に与える会計学的影響
平成28 20509 グローバルニッチトップ企業にみるダイナミック経営の秘訣
平成28 20510 リスクとリスクマネジメント　－会計数値からみる倒産可能性－
平成28 20511 「利益の質」を用いた日本企業の会計分析

平成28 20512
地熱発電の費用・収益分析と周辺ビジネスの可能性　－日本のエネル
ギー政策を考える－

平成28 20513 信用金庫の合併効果　－会計指標と預金量規模による検証－
平成28 20514 イノベーションと企業価値に関する実証研究 １５名共著

平成28 20515 医療サービスにおける顧客満足の形成　－小樽市立病院における事例－ １４名共著

平成28 20516
イメージキャラクターに対する消費者意識の変化　－化粧品業界に着目し
て－

平成28 20517
ロイヤルティ・プログラムの規定因に関する業態間での比較事例分析　－
映画興行業界を対象に－

平成28 20518 スポーツ観戦の満足度における顧客同士の相互作用の影響について
平成28 20519 製品ライフサイクル論の再考　－電子書籍利用者を通じて－
平成28 20520 ブランドの共同管理　－北海道の地域ブランドを事例として－
平成28 20521 営業管理様式と営業行動のギャップに関する統計的事例分析
平成28 20522 観光地のまちづくり　－小樽に「本物の場所」は存在するのか－
平成28 20523 若者における恋愛と消費行動の関連性について
平成28 20524 自然発生的な商業集積における消費者の変遷　－原宿を対象として－
平成28 20525 若者における購買・消費行動の特性を探る
平成28 20526 小売業界の市場地位別戦略に関する考察　－CVS業界を手掛かりに－
平成28 20527 新しいディズニー消費　－制服を着る若者達－
平成28 20528 地域のファシリテーターを目指して　－佐藤寿志税理士事務所の八年－
平成28 20529 社会的企業におけるビジネスシステムの特徴と類型化に関する研究

平成28 20530
未利用資源の認知メカニズムと企業家の役割　－星野リゾートグループの
事例分析－

平成28 20531
製品ドメインと環境適応能力の継承の関係性　－株式会社タカラの事例分
析－

平成28 20532 商大生って何だろう？　－「学生」と「生徒」の境界－

平成28 20533
地域企業における戦略的地域性とドメイン・コンセンサスの関係メカニズム
－ラッキーピエログループと函館地域のシンクロニゼーション－

平成28 20534 北海道日本ハムファイターズにおけるボールパーク構想の課題と展望

平成28 20535
ブルー・オーシャン戦略と会計数値への影響　－ダイナム社の事例を中心
として－

平成28 20536 成功企業の低迷に関する考察　－ミズノ社の事例－

平成28 20537
セグメント別業績評価と無形資産の振替価格　－アニメ制作会社の事例を
通して－

平成28 20538 北海道新幹線開通に関する意思決定
平成28 20539 キヤノン社の多角化戦略に関する分析
平成28 20540 公的組織における業績管理　－BSCとTDBの比較－
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平成28 20541 BSCによる価値創出経営　－関西電力の事例より－

平成28 20542
会計数値からみた航空産業の課題と展望　－JAL社、ANAHD社、SKY社
を例に－

平成28 20543
病院経営におけるBSCのあり方　－病院機能の分化および連携に焦点を
当てて－

平成28 20544 行政機関におけるBSCの活用

平成28 20545
A市動物管理センターにおける戦略実現のための予算編成のあり方の考
察

平成28 20546
医薬品・電気機器・情報通信業を対象とした業績予想の開示のあり方に関
する実態調査

平成28 20547
日本企業のグローバル化成功のカギ　－北海道企業の成功事例を通じて
－

平成28 20548 北海道中小企業における高度外国人材の活用
平成28 20549 日本におけるグローバル人材の活躍の現状と課題

平成28 20550
北海道中小企業における高度外国人材の活用　－株式会社もりもとの事
例から－

平成28 20551
日本企業が直面する外国人労働者の雇用問題の解決に向けて　－北海
道企業の成功事例を通じて－

平成28 20552 北海道中小企業における高度外国人材活用の現状と課題
平成28 20553 北海道のグローバル企業と人材問題
平成28 20554 日本における外国人採用の現状と課題
平成28 20555 北海道の中小企業におけるグローバル人材活用の現状と課題
平成28 20556 日本における高度外国人材受け入れの現状と課題

平成28 20557
世界的グローバル人材受け入れの推移からみる日本の問題とその解決
策

平成28 20558 日本のe-Sportsにおけるマーケティング分析
平成28 20559 観光を中心とした地域ブランドによる地域活性化　－ニセコを事例として－
平成28 20560 「RISING SUN ROCK FESTIVAL」の地域活性の可能性
平成28 20561 クラフトビールは若者のビール離れを食い止めることが出来るか
平成28 20562 ヨガ・ピラティス市場におけるサービスマーケティング
平成28 20563 環境からくる教育格差
平成28 20564 IMC理論と事例研究によるSK-IIの考察
平成28 20565 成果をあげる営業とは何か
平成28 20566 富士フイルムの成長戦略
平成28 20567 「エア・ジョーダン」に関するマーケティング的視点による考察

平成28 20568
シェアリングエコノミーにおける遊休資産の活用と感情的利益から見るゲ
ストハウスの有益性

平成28 20569
2020年東京オリンピックにおけるスポーツ産業の広がりとスポーツ用品
メーカーの果たすべき役割について

平成28 20570 女性アイドルをロングセラーにする方法

平成28 20571
2020年東京オリンピックを成功させるために　－経済・社会的観点から見
るオリンピック－

平成28 20572 オムニチャネル戦略の成功要因　－ヨドバシカメラの事例より－
平成28 20573 TVCMの広告表現における謎認知がもたらす広告効果への影響

平成28 20574
複数の商品を提示する場合における価格の時間的リフレーミングの効果
の検証

平成28 20575 バラエティ・シーキングにおける観察者（他者の目）効果の再検討
平成28 20576 低関与製品における典型性と具体性の影響
平成28 20577 ブランドネームと消費者の態度形成の関係に関する考察

平成28 20578
日本ハムファイターズの消費者から考える企業による超高関与消費者の
発生とモデル化

平成28 20579
コーズ・リレーテッド・マーケティングについての一考察　－関与度と社会的
重要度の及ぼす影響について－

平成28 20580 広告におけるメッセージ内容と伝達順序が与える影響

平成28 20581
高製品関与者におけるバラエティシーキングの考察　－認知的関与と感情
的関与の観点から－

4/10



小樽商科大学 卒業論文 （平成28年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成28 20582
クチコミ受信者の商品カテゴリー知識量によって変化する効果的な二者の
関係性

平成28 20583 覚醒が知覚リスクに与える影響　－旅行商品購買を中心に－
平成28 20584 明治維新と人材　－在野の学－
平成28 20585 宋王朝の経済と思想
平成28 20586 金融リテラシーと日本経済
平成28 20587 テイラー理論の研究
平成28 20588 ドイツにおける企業と社会
平成28 20589 マニア（オタク層）の消費者行動
平成28 20590 日本の農業の将来とその展望　－小樽市忍路地区の農業をもとに－

平成28 20591
Turntablismの観点によるTechnics SL-1200シリーズのデファクトスタン
ダード化に対する考察

平成28 20592
営業環境の変化に起因する生命保険業界の営業職員チャネルの変化に
関する考察

平成28 20593 中価格帯アパレルブランドのあるべきビジネスモデルに関する考察
平成28 20594 日本のビール会社の海外進出について
平成28 20595 流行・ブームにおける展開過程　－ファストファッションの事例を通じて－
平成28 20596 NPB球団におけるスタジアム戦略　－千葉ロッテマリーンズの事例分析－
平成28 20597 東京ディズニーリゾートの魅力
平成28 20598 北海道でバレエが発展するための課題と解決策
平成28 20599 道の駅の今後のあり方の考察　－ブログ掲載記事を事例に－

平成28 20600
インストア・マーチャンダイジングを用いたフィールドノートの分析とその考
察

平成28 20601 共通ポイントカードが形成する経済圏の変化

平成28 20602
海外旅行商品における消費者の購入意思決定プロセスの分析と販売戦
略　－若者を事例に－

平成28 20603 持続可能な公的年金制度について
平成28 20604 生命保険会社の組織再編についての意義と問題点
平成28 20605 保険業界におけるFin Techの現状と課題
平成28 20606 ドイツとの比較を通じた日本の公的介護保険の現状と課題
平成28 20607 原子力事故による風評被害の現状と課題
平成28 20608 地震保険制度の現状と抜本的改正案

平成28 20609
化粧品流通のオムニチャネル化　－セブン&アイグループのオムニ7の事
例－

平成28 20610 外食産業のチェーンシステム　－丸千代山岡家の事例分析－
平成28 20611 企業再生と企業文化　－日本航空の事例分析－
平成28 20612 M&Aによる企業再生　－日本電産の事例分析－

平成28 20613
ブランドの価値とプロモーションの関連性　－日本コカ・コーラを事例として
－

平成28 20614 インバウンドの拡大と星野リゾートにおける旅館事業の展開
平成28 20615 現代社会におけるオフィス空間

平成28 20616
小樽に訪れる中国及び中国台湾地域個人旅行者の旅行計画性と満足度
に関する調査による考察

平成28 20617 規制緩和による大衆薬市場成長
平成28 20618 アシックス近年の成功要因と今後中国市場への戦略について考える
平成28 20619 場の論理のグループワークへの応用
平成28 20620 100年企業から学ぶ成長の軌跡　－三井住友海上火災保険の事例から－
平成28 20621 経営戦略が企業価値に及ぼす影響に関する実証研究 ４名共著

平成28 20622 ユーザー起動法を用いた製品開発における匿名性に関する考察
平成28 20623 会計制度の国際比較と展望
平成28 20624 グローバルエナジードリンク市場におけるレッドブル成功の秘訣

平成28 20625
北海道産農産物の海外輸出促進に向けた考察　－Sunkist・ZESPRI・
Whimoriを事例に－

平成28 20626 国際会議誘致における札幌市の事例と研究

平成28 20627
インバウンド観光マーケティングにおける宿泊施設の戦略　－トリップアド
バイザーにおける顧客評価の内容分析より－

平成28 20628 日本における美容メディカルツーリズム導入の可能性
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平成28 20629
Facebookを活用したマーケティングと中小製造業の海外展開の関連性に
ついての考察

平成28 20630
The influence of social media on consumer behavior;implications for
marketers

平成28 20631 日本でウケる映画は何か　洋画における宣伝の比較研究を中心に

平成28 20632
中小企業の海外進出およびマーケティングにおける課題　－自然派化粧
品を取り扱う株式会社ローレルを題材に－

平成28 20633
日本企業の海外進出の失敗についての考察　－失敗から見えてくるこれ
からの日本企業－

平成28 20634
北海道におけるグリーン・ツーリズムの展開　－訪日外国人旅行者を魅了
するためには－

平成28 20635 中国郷鎮企業の発展と改革
平成28 20636 地域金融機関のCSRおよび地域密着型金融における役割
平成28 20637 北海道における女性起業家支援ネットワーク
平成28 20638 旭川家具産業集積における新規創業発生のメカニズム
平成28 20639 Uターン・Iターン促進による地域活性化

平成28 20640
北海道農業の発展における都市型農協の意義　－さっぽろ農協の在り方
－

平成28 20641
室蘭市産業集積における中小企業の地域連携イノベーションの効果と地
理的優位性について

平成28 20642 日本車が世界で生き残るためには
平成28 20643 日本における韓国大衆文化受容について　－両国の需要と供給－
平成28 20644 北海道におけるセコマの経営戦略と競争力の要因分析
平成28 20645 北海道における中小建設業の経営実態と競争戦略

平成28 20646
日本農業の生産力低下に関する考察　－競争力のある農協の事例分析
－

平成28 20647 球団経営のあり方　－地域密着モデルとボールパーク構想－

平成28 20648
スポーツ産業の現状と今後　－スポーツ産業の消費支出増加のためには
－

平成28 20649 北海道コンサドーレ札幌がビッククラブになるには

平成28 20650
女性起業家と日本政策金融公庫の成長戦略　－創業支援の現状と課題
－

平成28 20651 マーケティングの観点からみたTDR人気の秘密
平成28 20652 京東商城の成功要因に関する考察
平成28 20653 中国における無印良品の成功要因に関す--考察
平成28 20654 サッポロバレーと中小企業の自立化経営戦略に関する考察

平成28 20655
ももいろクローバーZはなぜ売れたのか　－SWOT分析から考えるアイドル
－

平成28 20656 難病対策
平成28 20657 日本における電子行政の推進と個人番号制度
平成28 20658 年金制度から考える老人福祉行政の抱える問題と考察
平成28 20659 外国資本による水源地買収問題と行政による水資源保全対策
平成28 20660 北海道及び札幌市の雪問題と冬文化について
平成28 20661 札幌市における鳥獣の糞害対策について
平成28 20662 生活保護とそれを取り巻く問題について
平成28 20663 森林環境税の導入に関する考察
平成28 20664 死後懐胎子と認知

平成28 20665
IR推進法案の成立と日本におけるギャンブルについて　－パチンコ・パチ
スロ業界と比較して－

平成28 20666 成年後見制度の現状と法改正
平成28 20667 食品事故における製造物責任法の課題
平成28 20668 債権法改正における錯誤規定に関する一考察
平成28 20669 入社前研修における法的性質とその判断基準
平成28 20670 過労自殺訴訟における過失相殺基準

平成28 20671
認知症高齢者による不法行為についての近親者の責任　－ 判平成28
年3月1日を踏まえて－

平成28 20672 不法行為責任から考えるいじめを防止する社会の在り方
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平成28 20673 放送法64条1項の性質と適切な運用についての考察
平成28 20674 成年年齢引き下げによって起こる問題と対策
平成28 20675 夫婦同姓制度と現代の家族　－家族法はどうあるべきか－
平成28 20676 日本における代理出産の取扱いとその検討
平成28 20677 不動産所有権の放棄の可否
平成28 20678 近隣騒音訴訟における受忍限度論の課題
平成28 20679 裁判における遺言能力の有無の判断基準
平成28 20680 交通事故事例における過失相殺とその類推適用
平成28 20681 選択的夫婦別姓制度について
平成28 20682 生活保護とギャンブル　－被保護者の自由と制限の検討－
平成28 20683 ボワソナードを通した日本民法の性質の考察
平成28 20684 非嫡出子法定相続分違憲決定について
平成28 20685 医療大麻の有効性
平成28 20686 キャッシュカードの不正使用と銀行の免責約款の効力についての考察
平成28 20687 電子商取引上の未成年の法律行為の取消しの扱いについて
平成28 20688 出世払い債務に関する考察
平成28 20689 サッカーボール判決が提示する新たな監督者責任の判断構造
平成28 20690 憲法とはなにか　－自民党改憲案と日本国憲法との対比で考える－
平成28 20691 新しい人権と憲法改正
平成28 20692 砂川政教分離訴訟についての考察
平成28 20693 インターネット上の名誉毀損の考察
平成28 20694 ペットの殺処分削減のために
平成28 20695 労働環境からみる「勤労の義務」の必要性
平成28 20696 ホワイトカラーの過労死を労働時間から考える-成果主義への転換-

平成28 20697
労働生産性とエンゲージメント　－モチベーションを上げるだけで労働生産
性は上がるのか－

平成28 20698
地域別 低賃金の妥当性　－人々が健康で文化的な生活を送るために
－

平成28 20699
介護と仕事の両立をめざして　－介護も仕事も諦めない選択をするために
－

平成28 20700
パワーハラスメントの現実的改善　－ハラスメントの包括的改善に向けて
－

平成28 20701
就職活動における「オワハラ」とどう向き合うか　－学生と企業の視点から
－

平成28 20702
法律・行政・雇用から見る求人詐欺　－求人詐欺を撲滅するために今すべ
きことは何か－

平成28 20703
長労働時間と低い労働生産性の問題　－ も似ている国、ドイツとの違い
－

平成28 20704 日本の輸入業者にとっての関税ボンドのあり方
平成28 20705 交通事故によって生じる医療費問題について
平成28 20706 空知太神社訴事件と従来の判例との関係性及び相違点について
平成28 20707 ブラック企業から労働者を守るために
平成28 20708 冤罪事件と自白
平成28 20709 日本における死刑制度
平成28 20710 日本における安楽死と患者の自己決定権について
平成28 20711 労働者性の判断
平成28 20712 音楽利用者側から見る日本音楽著作権協会
平成28 20713 日常生活における認知症患者へのケア
平成28 20714 金融取引における銀行の説明義務について
平成28 20715 北海道農業と農協
平成28 20716 読売巨人軍に関する課題と展望
平成28 20717 自転車事故による損害賠償請求に関して
平成28 20718 アルコール影響型危険運転致死傷罪の歩みと問題点
平成28 20719 日本の敵対的買収における新たな展望
平成28 20720 未成年者の人権保障の範囲と推移
平成28 20721 The Beatlesと都市　－“Let it be”そう囁いたのは誰か－
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平成28 20722 北海道分県論についての研究
平成28 20723 日本人の異文化受容と多文化共生
平成28 20724 TPP参加に向けた農業保護政策の転換　－関税から直接支払制度へ－

平成28 20725
投資協定がもたらすインフラ輸出促進への効果パッケージ型インフラ展開
へ

平成28 20726 日本のカジノについての考察
平成28 20727 リース業界の成り立ちと今後の変貌について
平成28 20728 難民認定における「灰色の利益」論の必要性
平成28 20729 データベース著作物と編集著作物
平成28 20730 著作権法32条1項の引用要件について
平成28 20731 コミックマーケットと著作権
平成28 20732 応用美術の著作物性　平成27年4月14日の一歩
平成28 20733 書評　－『ライ麦畑でつかまえて』ほか－
平成28 20734 書評 人間失格ほか
平成28 20735 書評『茶の本』ほか
平成28 20736 書評『藪の中』ほか
平成28 20737 書評『車輪の下』ほか
平成28 20738 書評『武士道』ほか
平成28 20739 書評「現代語訳 武士道」ほか
平成28 20740 書評「代表的日本人」他
平成28 20741 ダム「管理」作用における国家賠償責任の適用基準
平成28 20742 場所を要する表現の自由の保障と施設管理権の調整

平成28 20743
末弘厳太郎が理想とする裁判官像の導出と分析　－穂積重遠との比較を
通じて－

平成28 20744
我が国における国家機密保護の歴史的展開と特定秘密保護法の分析検
討

平成28 20745 「君が代」訴訟と憲法19条　－良心は愛国教育に対抗しうるか－
平成28 20746 日本における経済的側面から見た筋力トレーニングの可能性
平成28 20747 花き産業及び花きの文化の振興　－花屋の発展－
平成28 20748 内部統制からみるJR北海道の課題
平成28 20749 会社分割と労働契約の承継　－日本IBM事件－
平成28 20750 「忘れられる権利」は認められるべきか
平成28 20751 「財政破綻の現状と小樽市破綻の可能性　－夕張市の事例を参考に－
平成28 20752 生活保護制度についての考察

平成28 20753
日本のプロ野球におけるドラフト制度について　－その法的問題と他国・
他競技との比較考察－

平成28 20754 信頼関係破壊の法理の現代的意義
平成28 20755 恋愛禁止条項の法的拘束力　－過酷なアイドル業界－
平成28 20756 タイプフェイスの著作物性について
平成28 20757 賭博罪のあり方についての考察
平成28 20758 ゼミ選択のための情報収集におけるネットワーク分析
平成28 20759 SNSの利用状況と中学・高校生時代におけるクラスでの中心度との関連性
平成28 20760 シャイネスとSNS上での友達の数との関係

平成28 20761
血液型ステレオタイプの解消に関する実験的検討　－アクティブ・ラーニン
グの援用－

平成28 20762 観光行動の特性を考慮した対流人口の推定
平成28 20763 大規模イベント時における効率的な観客輸送方法の分析
平成28 20764 ふるさと納税制度による自治体への直接的ならびに間接的な効果の測定
平成28 20765 災害時における情報格差がもたらす被災者行動の分析
平成28 20766 電車の優先座席運用が及ぼす利用者間の譲り合い行動への影響
平成28 20767 障がい者スポーツの興業化可能性
平成28 20768 空き家率の簡便な推定方法に関する研究
平成28 20769 ダークツーリズムに於ける観光資源の特性について
平成28 20770 まちづくりワークショップにおける合意形成過程可視化手法の提案
平成28 20771 地域に対する個人的な愛着が消費者選好に及ぼす影響についての分析
平成28 20772 ユーザー体験を重視した地域公共交通サービスの品質評価
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平成28 20773 仮想的巨大都市災害としての“ゴジラ”がもたらす被害の試算
平成28 20774 Jリーグの年間勝ち点の推測　－統計学における分析・考察－
平成28 20775 トイレタリー業界の現状と動向を統計学的な側面から読み解く
平成28 20776 テキストマイニングを用いた星座占いの分析
平成28 20777 コーホート要因法による日本の人口推計
平成28 20778 重回帰分析による交通事故数の予測と減少方法の検討
平成28 20779 CS分析を用いたYOSAKOIソーラン祭りの活性化
平成28 20780 会計時の支払い 適化とサポートアプリケーションの提案

平成28 20781
AHPと重回帰分析によるグルメの口コミの傾向と20代の飲食店の嗜好性
について

平成28 20782 AHPとコンジョイント分析を用いた売れる木製バットの提案

平成28 20783
マルチエージェント的シミュレータを用いた口コミの影響による消費者行動
のシミュレーション

平成28 20784 オセロゲームの作成と遺伝的アルゴニズムを用いた静的評価
平成28 20785 若年層を対象としたスマートフォン広告における効果的な見出し
平成28 20786 後志産の商品を対象とした組み合わせによる新たな商品価値
平成28 20787 競争意識が生まれづらい環境における地方大学生の意識の要因分析
平成28 20788 Twitterのつぶやきを用いた深層学習による応答生成の性能評価
平成28 20789 インターネットゲームにおける性別認識の条件に関する研究
平成28 20790 感動形成に及ぼす動画のコントラスト効果の影響について
平成28 20791 メラビアンの法則に関する実験とその検証

平成28 20792
目と眉の形から読み取った話し手の性格が、ストーリーの信ぴょう性に影
響を与えるか

平成28 20793 感情が自然な笑顔と作り笑顔の判断に及ぼす影響
平成28 20794 イギリスのEU離脱による各方面への影響について
平成28 20795 ゲーム理論の基礎について
平成28 20796 CGMが旅行客の旅行行動に及ぼす影響についての検証
平成28 20797 北海道のふるさと納税による地域活性化の効果に関する研究
平成28 20798 都市部と地方の消費者購買行動調査に基づいたO2Oの可能性の検討
平成28 20799 大学生におけるSNSの意義とストレスに関する研究
平成28 20800 北海道における地域活性化に繋がる道の駅についての検証
平成28 20801 機械学習に基づいた植物画像認識システムの構築
平成28 20802 小樽商科大学のゼミナール選択のための情報発信方法についての検討
平成28 20803 小樽市の防災教育についての検討
平成28 20804 クチコミサイトyelpによる小樽市の地域活性化の効果に関する研究
平成28 20805 アプリを用いたiPadによるノートテイキングの効果と問題点の検証
平成28 20806 若者のためのセルフリーダシップについての検討

平成28 20807
Python言語とKivyフレームワークによるマルチタッチアプリの開発　－パズ
ルアプリとスケジューリングアプリの開発事例－

平成28 20808 クロスワードパズル生成問題の新しい定式化

平成28 20809
Python言語とKivyによるマルチタッチアプリケーションの開発　－学習計画
アプリの開発事例－

平成28 20810 大講義室の同時使用数が 小となるような時間割の自動生成
平成28 20811 ビルディングパズルの自動生成
平成28 20812 阿寒地区の観光戦略に対する考察
平成28 20813 新しい口コミ情報システムのコンセプトの考察
平成28 20814 長期滞在型訪日外国人観光客向けショッピングサービスのデザイン

平成28 20815
プロジェクトマネジメントの手法を用いたプロジェクトの企画　－スペインの
風－

平成28 20816 QGISを用いた宿泊施設の立地分析-札幌市を事例として-

平成28 20817
小樽市におけるマルチエージェントシミュレーションを用いた観光回遊行動
分析

平成28 20818
政策の窓モデルを用いた政策過程分析　－札幌市のオープンデータ政策
を事例として－

平成28 20819 大学生における防災意識の向上に関する研究
平成28 20820 小樽観光における課題分析と提案
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平成28 20821
GISを用いた防災・防犯意識を向上させる方策に関する検討　－札幌市を
事例として－

平成28 20822
小学校教育におけるプログラミング教育の一部にフェルミ計算を導入する
ことについて

平成28 20823 RESIDUE THEOREM AND ITS APPLICATIONS
平成28 20824 複素積分
平成28 20825 日常生活でダイエット！ －歩き方の違いが消費カロリーに与える影響－ ６名共著

平成28 20826 複合体化バクテリアセルロースの調製と蛋白質吸着に関する研究

平成28 20827
積丹町余別川地区におけるサケ科魚類遡上の試み　－サクラマスの生態
からみた魚道の効果－

平成28 20828
積丹町冬季観光再生計画　－現状を把握し積丹町の将来性について観
光という視点から検討する－

平成28 20829
積丹町余別川地区におけるサケ科魚類遡上の試み　－魚道設置とその効
果－

平成28 20830 『ハリー・ポッター』におけるキリスト教論争についての考察
平成28 20831 シェイクスピア『ソネット集』から読み解く別れと葛藤
平成28 20832 シェイクスピアのソネット集　－美青年の実像について－

平成28 20833
映画を使用したモチベーションを向上させる英語授業研究　－映画『Toy
Story』を用いて－

平成28 20834
原作『くまのプーさん』における、『くまのプーさん』を『くまのプーさん』たらし
めている秘密

平成28 20835
An Analysis of Catherine Earnshaw's love in Wuthering Heights.　－
Catherine as an Embodiment of Emily Brontё's Spirit－

平成28 20836
『バスカヴィル家の犬』における女性キャラクターが果たす役割について
－「家庭の天使」から「新しい女性」へ－

平成28 20837 アメリカ合衆国ペンシルバニア州におけるキリスト教伝承

平成28 20838
『クリスマス・キャロル』はなぜ廃れないのか？　－原作と映像化作品の比
較による考察－

平成28 20839
Identifying English Phrases Representing Interpersonal Relationship
Among Characters on TV Series

平成28 20840
Responses to compliments by Japanese university students:gender
differences.

平成28 20841 日本の英語教育の歴史　－日本人はなぜ英語が話せないのか－
平成28 20842 CLASSIFICATION SCHEMES OF JAPANESE ONOMATOPOEIA

平成28 20843
Differences in honorific use between Japanese and Korean university
students

平成28 20844 An Investigation into cultual influences on English and Japanese subtitles?
平成28 20845 TEACHING ENGLISH IN JAPAN AND FINLAND
平成28 20846 Japanese police and the community

平成28 20847
「赤毛のアン」と日本の女の子　－戦後から現代におけるジェンダー規範
の形成－

平成28 20848
歪んだ鏡像　－Truman Capote,Other Voices,Other Rooms における鏡の
モチーフと分身の技法－

平成28 20849 日本のジーンズ文化とリーバイス・ジャパンとの関係

平成28 20850
The investigation to demonstrate that Japanese learners of English have
a typical image with a specific word and which causes error

平成28 「20851-20860」は修士論文

平成28 「20861-20862」は博士論文
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