
小樽商科大学 卒業論文 （昭和43年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和43 2778 ロシア農奴解放研究の三動向
昭和43 2779 地租改正法の形成過程と地主制の性格についての一試論
昭和43 2780 福島事件の一考察
昭和43 2781 日本に於ける産業資本の確立　-紡績業を中心として-

昭和43 2782
封建制解体過程における村落共同体の役割　-幕末泉州地方の分析を通
して-

昭和43 2783 1866年恐慌の構造
昭和43 2784 アメリカにおける植民地の形成
昭和43 2785 日本原始・古代社会発達史
昭和43 2786 自由民権運動(福島事件)の経済的基礎過程
昭和43 2787 明治前期財政政策の展開
昭和43 2788 個人的自由とは何か
昭和43 2789 1815年穀物法制定段階における経済的利害状況
昭和43 2790 プロレタリア文学運動と小林多喜二の活躍

昭和43 2791
17世紀アイルランドの経済的諸問題　-羊毛工業抑圧をめぐるアイルランド
商工業の発展段階とイギリス重商主義-

昭和43 2792
イギリス重商主義と東インド会社　-東インド衣料輸入に関する問題をめ
ぐって-

昭和43 2793 国有林、御料林の形成　-明治政府の経済的基礎として-
昭和43 2794 わが国における婦人労働問題の特殊性
昭和43 2795 ロベスピエール派研究序説　-ヴァントーズ法を中心として-
昭和43 2796 南ローデシアにおける「人種差別」政策の若干の経済的帰結
昭和43 2797 イギリス絶対主義確立期の農民一揆
昭和43 2798 〈恐慌論研究序説〉資本主義の基本矛盾と恐慌
昭和43 2799 ウィリアム・ゴドウィン研究　-「政治的正義」中心に-
昭和43 2800 戦前の日本における革命戦略上の統一　戦線戦術についての一考察
昭和43 2801 自由民権運動の展開における豪農と中小農民の同盟
昭和43 2802 南北戦争のアメリカ黒人にはたした史的役割
昭和43 2803 国防に関する経済的考察　-アメリカについて-
昭和43 2804 投票ルールについての一考察　-多数決ルールを中心にして-
昭和43 2805 国債管理政策
昭和43 2806 最小利子費用による国債管理
昭和43 2807 財政・金融政策のタイム・ラッグ
昭和43 2808 経営学における組織論研究
昭和43 2809 オプテイマム・サイズと中小企業
昭和43 2810 組織と個人の統合
昭和43 2811 意志決定論と能力開発
昭和43 2812 中小企業と規模問題
昭和43 2813 新製品の普及過程に関する研究　-医薬品の伝播過程を中心として-
昭和43 2814 産業社会と人間疎外
昭和43 2815 組織論と企業行動科学
昭和43 2816 マーケティングサイエンスの形成とその基本性格
昭和43 2817 組織の設計と有効性
昭和43 2818 流通近代化に関する一考察　-流通活動の現状分析と問題点究明-
昭和43 2819 目標管理における組織と人間の統合
昭和43 2820 企業における広告の役割
昭和43 2821 意思決定論における行動科学の展開
昭和43 2822 労務管理の基本的考察
昭和43 2823 日本の労働関係の現状分析とその課題
昭和43 2824 モチベーション理論の展開と考察
昭和43 2825 消費者行動と消費者心理
昭和43 2826 市場細分化政策に関する一考察
昭和43 2827 組織と個人の融合　-行動的アプローチ-
昭和43 2828 日本的経営　その特質と成長要因
昭和43 2829 経営組織構造への考察
昭和43 2830 長期経営計画の実施上の問題
昭和43 2831 企業規模と会社成長
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昭和43 2832 人事管理と業績評価
昭和43 2833 マーケティング管理組織に関する一考察　-事業部制組織を中心に-
昭和43 2834 勤労意欲と職場情況に関する一考察
昭和43 2835 目標管理の実施に伴う問題点
昭和43 2836 マスコミュニケーションと広告
昭和43 2837 日本的経営と管理体制の近代化
昭和43 2838 企業の理論とマーケティング理論
昭和43 2839 新製品開発組織に関する一考察
昭和43 2840 現代の経営における分権制　-事業部制の動態的考察-
昭和43 2841 米国大企業の展開　-組織論的アプローチ-
昭和43 2842 国際企業に関する一考察
昭和43 2843 オートメーションと労働問題
昭和43 2844 販売促進におけるディーテーヘルプスに関する一考察
昭和43 2845 日本の労使関係とその課題　-戦後の日本における-
昭和43 2846 西欧アメリカにおける経営者と政治的、社会的、歴史的背景
昭和43 2847 期間配分論　-損益計算の歴史性斗真実性-
昭和43 2848 会計原則の一般的性格
昭和43 2849 財務諸表分析　-本邦乳業三社の信用分析を中心として-
昭和43 2850 繰延資産の吟味
昭和43 2851 現代社会における一般的考察
昭和43 2852 連結財務諸表概論
昭和43 2853 会計公準論
昭和43 2854 監査制度の強化について
昭和43 2855 会計原則と商法における引当金の本質と設定条件
昭和43 2856 資産評価における商法と会計の関係
昭和43 2857 我国におけるEDP監査の現状とその問題点
昭和43 2858 高速減価償却法　-わが国建設業会計と減価償却-
昭和43 2859 企業経営における収益性分析
昭和43 2860 価値変動と企業会計　-評価基準の問題-
昭和43 2861 EDP会計と会計情報システム
昭和43 2862 損益分岐点論　-利益計画と損益分岐点-
昭和43 2863 費用収益対応の原則
昭和43 2864 資本剰余金に関する一考察
昭和43 2865 戦後企業会計制度の発展と公表会計制度の本質
昭和43 2866 資金運用表論
昭和43 2867 物価変動と会計処理
昭和43 2868 監査制度の動向

昭和43 2869
経営管理会計組織についての一考察　-コントローラー制度および内部報
告制度-

昭和43 2870 経営分析における付加価値資料の利用
昭和43 2871 資産評価における売価棚卸法
昭和43 2872 貸借対照表の近代化
昭和43 2873 会計の発達と企業会計原則
昭和43 2874 繰延資産について
昭和43 2875 ドイツにおける動態論の展開
昭和43 2876 引当金について
昭和43 2877 剰余金についての考察　-特に利益剰余金について-
昭和43 2878 利益管理
昭和43 2879 予算統制の性格
昭和43 2880 資本会計　-贈与資本会計の検討-
昭和43 2881 インフレーション会計　-L.A.WickのAccounting for Intlationの訳-
昭和43 2882 減価償却
昭和43 2883 原価管理
昭和43 2884 棚卸資産について
昭和43 2885 利益決定のための基礎概念　-利益概念への操作主義的アプローチ-
昭和43 2886 監査制度の検討
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昭和43 2887 勘定理論研究
昭和43 2888 減価償却と企業経営
昭和43 2889 資本会計
昭和43 2890 欧州経済共同体の超国家制に関する若干の考察
昭和43 2891 公海漁業における資源配分
昭和43 2892 GATT第一条と第二十四条に関する一考察
昭和43 2893 条約による対外民間投資の保護について
昭和43 2894 宇宙法概論
昭和43 2895 一次産品問題と国際商品協定
昭和43 2896 外国人財産国有化に関する一考察
昭和43 2897 OPECと国際石油情勢
昭和43 2898 冷戦　-1960年まで
昭和43 2899 家、家族制度における人間　-その文学作品からの一考察-
昭和43 2900 吉本隆明の疎外論
昭和43 2901 近代教育史における天皇制および現代教育の課題
昭和43 2902 近代日本社会事業の推移　-日本社会事業の特徴、日本的性格-
昭和43 2903 老人の扶養問題
昭和43 2904 近代確率論の基礎的部分の再検討
昭和43 2905 ゲーム理論と統計的決定
昭和43 2906 攪乱パラメーターをもった統計的問題
昭和43 2907 推定論
昭和43 2908 厚生経済学に関するノート
昭和43 2909 統計的決定理論
昭和43 2910 多変量解析論
昭和43 2911 統計的仮説検定　-E.L.Lehmannを中心として-
昭和43 2912 味覚の心理学的尺度構成の実験
昭和43 2913 窮乏化法則理解への一考察
昭和43 2914 社会化に関する一考察　-ワイマール・ドイツの問題-
昭和43 2915 社会政策方法論　-社会政策学の再構成のために-
昭和43 2916 The Affluent Society of America
昭和43 2917 アメリカ労働組合主義と団体交渉
昭和43 2918 現代資本主義における労働者階級　-窮乏化から新しい貧困へ-
昭和43 2919 二重構造論
昭和43 2920 19世紀後半のイギリス労働運動　-熟練労働者と不熟練労働者の比較-
昭和43 2921 直接原価計算の批判的検討
昭和43 2922 国際貿易と経済的厚生
昭和43 2923 国際通貨制度の理論的考察
昭和43 2924 現行国際通貨制度の問題点と当面の課題
昭和43 2925 低開発国の貿易政策
昭和43 2926 低開発国の人口問題　-「アジアのドラマ」第6部の内容紹介-
昭和43 2927 低開発国経済発展の問題点　-均整成長と不均整成長-
昭和43 2928 経済発展への道　-G.ミュルダールに準拠して-
昭和43 2929 均衡成長・不均衡成長論・展望

昭和43 2930
G.M.マイヤー著『発展の国際経済学』における政策論　-第9章全訳及び第
4.5.6章増補部分紹介-

昭和43 2931 貿易と経済発展　-マイヤー・ハロッド・リンダーを中心に-
昭和43 2932 ミュルダールの低開発国経済学
昭和43 2933 国際貿易の経済地理学的考察
昭和43 2934 東西貿易と日本
昭和43 2935 紹介　H.G.ジョンソン著；低開発国に対する経済政策
昭和43 2936 紹介　S.グズネッツ『経済成長と構造』
昭和43 2937 インド教育制度の課題と展望
昭和43 2938 (紹介)　B.F.ホセリッツ、W.E.ムーア編　『工業化と社会変動』
昭和43 2939 グナール・ミュルダール著　『国際経済』第1章～第4章　翻訳
昭和43 2940 イスラエルの経済　-"The Economics of Israel"その要約-
昭和43 2941 「南北問題」について
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和43 2942 利子論　-流動性選好説と貸付資金説-
昭和43 2943 経済成長とインフレーション
昭和43 2944 ソヴェト社会主義経済研究
昭和43 2945 巨視的分配の理論　-カルドア分配理論の批判及び再構成-
昭和43 2946 「恐慌論(宇野弘蔵)」に於ける一考察　-恐慌展開前提の前提について-
昭和43 2947 金融資本と自己金融　-ドイツ経済を中心として-
昭和43 2948 Friedman on Role of Money in Business Cycles
昭和43 2949 経済成長と農業

昭和43 2950
A Relation Between Value of Constraint and Loss in the theory of the
Second Best

昭和43 2951 信用と恐慌　-近代利子生み資本の運動を中心として-
昭和43 2952 ハロッド不安定性ついての覚書
昭和43 2953 「経済と社会」に関する一考察　-パーソンズ社会学を中心に-
昭和43 2954 On a Two-sector Model of Capital Accumulation
昭和43 2955 L・アボット品質競争論とその展開
昭和43 2956 流通近代化に関する一考察
昭和43 2957 紙巻たばこの嗜好と実需
昭和43 2958 商品の品質と広告　-その消費者に与える影響-
昭和43 2959 現代技術革新と技術開発
昭和43 2960 わが国の商品の流通　-物的流通の近代化を中心として-
昭和43 2961 広告の発展史と広告政策の展望について
昭和43 2962 日本に於ける広告の倫理化運動
昭和43 2963 合成皮革
昭和43 2964 消費者運動について

昭和43 2965
消費者行動の研究を通して　これからの消費者像を考える　-日本の風土
と国民性を加味して-

昭和43 2966 品質と広告　-広告の実存的把握-
昭和43 2967 ソヴェト企業と経営
昭和43 2968 日本の労使関係
昭和43 2969 ソビエト経営と独立採算制
昭和43 2970 自己金融論
昭和43 2971 分権管理と分権組織　-その特質と事業部制の特質-
昭和43 2972 労務管理　-その本質と課題-
昭和43 2973 Banardの組織論　-特質と現代的意義-
昭和43 2974 資本主義社会における労務管理の本質と動向
昭和43 2975 現代社会における経営者と経営者精神
昭和43 2976 産業組織の社会心理学的考察
昭和43 2977 ソヴェト経済分析
昭和43 2978 会計の職能
昭和43 2979 「家」または「家族」の本質およびその将来にかんする考察序説
昭和43 2980 企業会計の持分概念
昭和43 2981 管理組織の展開と事業部制の成立

昭和43 2982
A.O.ハーシュマン『進歩への旅　-ラテン・アメリカにおける経済政策の形成
-』　第三章　チリーのインフレーション

昭和43 2983 在庫管理のための決定ルール．　上・下 （分冊） 「2983」は2冊
昭和43 2984 電子計算機と経営管理システム　-MISへの指向-
昭和43 2985 銀行のオペレーションズ・リサーチ
昭和43 2986 文献検索システム　-文献の内容分析とその実験-
昭和43 2987 Computerに依る乱数の発生と変換
昭和43 2988 情報理論
昭和43 2989 統計学の数学的基礎　-集合論
昭和43 2990 計量経済推定法
昭和43 2991 ゲームの理論とその解法
昭和43 2992 経済成長の黄金律
昭和43 2993 Von Neumann Leontief モデルにおけるターンパイク定理の証明
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