
小樽商科大学 卒業論文 （平成15年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 13975 環境問題と自動車燃料の変化による経済的影響
平成15 13976 英雄・源義経　－　「判官びいき」が生まれた訳　－
平成15 13977 タイガー・ウッズ　－　強さの秘密　－
平成15 13978 札幌における遊郭の流れ　－　すすきのについて　－
平成15 13979 宝塚，９０年の歴史
平成15 13980 日本と中国の交友関係について
平成15 13981 サッカーの歴史と日本サッカー
平成15 13982 保険業の大転換について
平成15 13983 生命保険を考える
平成15 13984 現代日本の独占禁止政策の考察
平成15 13985 宗教団体と経済の関係性について
平成15 13986 北海道における札幌市への一極集中
平成15 13987 小売業の歴史と展望
平成15 13988 経済学的に見た結婚
平成15 13989 フランチャイズビジネスの実態と動向について
平成15 13990 アメリカの半導体産業とそれに伴う景気変動について
平成15 13991 景気と流行色
平成15 13992 スカートと経済
平成15 13993 食玩ブームはなぜ起こったか
平成15 13994 保険業界の歴史と展望
平成15 13995 FootBall Economics
平成15 13996 観光と経済の関係　－　観光振興による経済効果　－
平成15 13997 世界市民社会の形成
平成15 13998 アメリカとグローバリゼーション
平成15 13999 固定，移動通信体における社会的付加価値とその変遷と展望
平成15 14000 「平成の大合併」の意義　－北海道における市町村合併の分析を通じて－

平成15 14001 日本的経営の行方
平成15 14002 北海道における地域ブランド確立について
平成15 14003 小室直樹氏の資本主義観は実用し得るか
平成15 14004 家計貯蓄率と家計金融資産の推移
平成15 14005 規制改革の功罪とFTA
平成15 14006 日本の産業構造の変化と比較劣位産業について
平成15 14007 現代政治体制と首相公選制
平成15 14008 少子高齢社会における年金制度
平成15 14009 スポーツによる地域活性化　－　スポーツ経済学の視点　－
平成15 14010 排出量取引　－　制度導入に向けての取り組み　－
平成15 14011 多額の公債発行による財政赤字問題
平成15 14012 医療保険制度の経済分析　－　現状と改革　－
平成15 14013 株主と経営者間のエージェンシー問題
平成15 14014 価値相関図を利用した市場分析
平成15 14015 商社不要論からの脱却と卸売業界再編について
平成15 14016 不良債権とその処理問題について
平成15 14017 バス業界の経営戦略
平成15 14018 会社分割制度についての考察
平成15 14019 中小企業と中小企業金融について
平成15 14020 銀行にとっての合併・経営統合の意義
平成15 14021 札幌市の財政状況と進む財政の硬直化
平成15 14022 環境の質とGDPに対する世代重複モデルの応用
平成15 14023 企業における環境対策
平成15 14024 自動車の排気ガスが引き起こす環境問題とその対策
平成15 14025 環境問題の企業や世界の中での変化
平成15 14026 世界の排出権取引制度　－　アメリカ・ヨーロッパ・日本の現状　－
平成15 14027 観光（リゾート・レジャー）地の環境破壊
平成15 14028 廃棄物問題の現状と今後の取り組み
平成15 14029 現在の農業と環境のかかわり
平成15 14030 環境経済評価体系とその適用可能性

1/9



小樽商科大学 卒業論文 （平成15年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 14031 日本の対外直接投資
平成15 14032 行動ファイナンス　－　市場の効率性の検証　－
平成15 14033 Asian Crisis and Capital Flow
平成15 14034 社債市場におけるクレジット
平成15 14035 日本の財政赤字削減に向けた公共事業改革案の提言
平成15 14036 民営化による郵政事業の活性化

平成15 14037
デフレ下の日本経済における経済政策の提案　－インフレターゲット導入
－

平成15 14038
わが国の地球温暖化対策における経済政策の有効性　－環境税導入へ
の提言－

平成15 14039 公的年金制度の見直しと私的年金併用の提言
平成15 14040 独自課税による地方財政の再建策

平成15 14041
生命保険業界における改正保険業法の活用性　－　生命保険の存在意義
の見直し　－

平成15 14042 不良債権問題における政府介入と公的資金注入のあり方
平成15 14043 たばこ税による医療費負担のシミュレーション分析
平成15 14044 ホンダの研究　－戦前航空機産業の成立から２１世紀のホンダまで－

平成15 14045
日本経済における金融政策の有効性の検証　－VARモデルによる実証分
析－

平成15 14046 ワークシェアリングについて
平成15 14047 情報技術の発展に関する経済的影響
平成15 14048 産業クラスター政策に関する一考察
平成15 14049 住宅産業に関する一考察
平成15 14050 酒税率に関する一考察
平成15 14051 経済と女性の社会進出
平成15 14052 医療費と経済発展の関係について
平成15 14053 日本の外国人労働者についての一考察
平成15 14054 今後の小売業についての一考察
平成15 14055 公企業民営化の費用便益分析
平成15 14056 中国の人口変化と経済発展
平成15 14057 日本における消費生活の変化と生命保険
平成15 14058 日露戦争の外交と謀略　－　日本の勝因とロシアの敗因　－
平成15 14059 ペレストロイカにおける市民生活の変化
平成15 14060 市場型間接金融　－　銀行による貸出債権証券化　－
平成15 14061 １５年変動利付国債の評価
平成15 14062 異文化コミュニケーション　－　異文化相互理解のために　－
平成15 14063 公的年金の現状と課題
平成15 14064 ビール業界における経営戦略
平成15 14065 音楽業界と権利ビジネス
平成15 14066 ＭＲによるプロモーション活動
平成15 14067 日本版金融ビッグバンから大銀行グループ誕生へ　－勝ち残るための道－

平成15 14068 医薬品業界におけるゲノム革命

平成15 14069
共産党独裁国家中国　－独裁指導がもたらす代表的問題点と中国共産党
の今後－

平成15 14070
変わりゆく中国の食品業界　－　日本の食品業界にとって大きなチャンスと
なるか　－

平成15 14071 株式会社論　－　日本の株式会社変遷　－
平成15 14072 日本のホテル業界の現状と展望
平成15 14073 公的年金制度の将来と確定拠出型年金の可能性
平成15 14074 個人資産はどこへ行く？　－　多様化する投資商品　－
平成15 14075 退職給付がもたらす企業財務の危機
平成15 14076 わが国における消費課税制度とその制度上の諸問題に関する考察
平成15 14077 軽課税国判定基準の今後とるべき対策
平成15 14078 都市計画における土地の有効利用
平成15 14079 NPO法人と寄付支援税制の重要性について
平成15 14080 ウォルマート・ストアーズの軌跡と日本市場への影響
平成15 14081 保険会計の国際基準化における議論と課題
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小樽商科大学 卒業論文 （平成15年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 14082 証券化の進展
平成15 14083 不良債権処理と金融行政
平成15 14084 中小企業金融の歴史と展望
平成15 14085 保険デリバティブの進展
平成15 14086 バーナード理論から見たゴーンの日産改革
平成15 14087 人間を活かす経営　－　改革とコミュニケーション　－
平成15 14088 企業を再生するには　－　日産自動車の事例から見た企業再生　－
平成15 14089 勝ちつづける人達
平成15 14090 西洋フードシステムズにおける経営
平成15 14091 トヨタ式経営についての考察
平成15 14092 真・日本的経営
平成15 14093 ２１世紀に求められる経営　－　ナレッジマネジメント　－
平成15 14094 在日朝鮮・韓国人社会の形成
平成15 14095 日本におけるEコマースの性質と成長可能性
平成15 14096 多角化におけるコーポレートブランド拡張
平成15 14097 日本企業のコンプライアンス
平成15 14098 海鱗丸ビール株式会社の経営とその改善策
平成15 14099 日本の「音楽配信サービス」が抱える問題と今後の展望について
平成15 14100 地方自治体おけるアウトソーシングの現状
平成15 14101 チーム医療のマネジメント
平成15 14102 日本の化粧品業界にみる国際経営
平成15 14103 日本の半導体メーカーの戦略転換に関する研究
平成15 14104 効果的なクレーム対応のしくみ
平成15 14105 賃金管理と業績評価
平成15 14106 パチンコ文化についての考察
平成15 14107 地方銀行の行方
平成15 14108 フリーターのススメ
平成15 14109 日本プロ野球球団の経営改革　－　放映権システムの見直し　－
平成15 14110 フリーターのキャリア形成問題と社会保障問題
平成15 14111 日仏消費行動比較論
平成15 14112 日本の監査制度はその役割を果たしていたのか
平成15 14113 不動産証券化　－　仕組み商品の構造　－

平成15 14114
株式会社オリエンタルランドの「継続的な追加投資」を支える財務上の強み
はどこにあるのか

平成15 14115 中小企業の資金調達はなぜ難しいのか
平成15 14116 出版業界の現状分析と展望
平成15 14117 わが国家計の金融資産選択における安全資産選好についての考察
平成15 14118 企業年金制度の普及と変化

平成15 14119
協調戦略による小売業の業態開発　－ルーラル・エリアでのイオンのＳＣ戦
略の考察をもとに－

平成15 14120
ドン・キホーテのビジネス・システム　－夜間市場における「コト志向」戦略
－

平成15 14121
1990年代におけるカタログ通販企業4社の戦略分析　－カタログハウスの
顧客維持戦略－

平成15 14122 顧客リテンションの優位性にみるハーレー・ダビッドソンの戦略
平成15 14123 ミネラルウォーター市場における競争戦略　－　サントリーの事例　－
平成15 14124 ルイ・ヴィトンの日本市場におけるチャネル戦略
平成15 14125 旅行代理店と旅館の取引関係　－　北湯沢名水亭を事例として　－

平成15 14126
ドラッグストア業態における資源ベースの競争戦略　　マツモトキヨシの事
例－

平成15 14127 ワークシェアリング　－　ドイツの経験　－
平成15 14128 変わる，日本の仕事のかたち　－パート，フリーター，高齢労働者　－
平成15 14129 知識創造理論の考察
平成15 14130 サッカーのマネージメント
平成15 14131 カスタマイズ　－　個性化のジレンマ　－
平成15 14132 ホンダイズム　－　経営史的考察　－
平成15 14133 百貨店の経営史

3/9



小樽商科大学 卒業論文 （平成15年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 14134 経営理念と企業　－　松下電器を中心に　－
平成15 14135 セブン-イレブン　－　日本的発展　－
平成15 14136 現代の自動車保険の特徴と誕生までの経緯
平成15 14137 公的介護保険の現状と課題
平成15 14138 就職活動センター試験の提案とその課題
平成15 14139 現代と生命保険
平成15 14140 セブンイレブン－ジャパンの歴史と経営システム
平成15 14141 進化する化粧品業界
平成15 14142 家電の取引形態について
平成15 14143 日本の中小企業金融
平成15 14144 資生堂のケース分析
平成15 14145 映画の魅力に関する調査
平成15 14146 外国人から見た日本のイメージと観光業
平成15 14147 病院経営の先進的事例分析と，これからの病院経営を探る
平成15 14148 札幌駅周辺および大通り駅周辺における商業集積比較満足度調査
平成15 14149 日本におけるテレビ市場の動向と韓国企業の参入
平成15 14150 人は旅に何を求めるのか　－　旅のニーズと旅行業界の現状　－
平成15 14151 中国PC(Personal Computers)市場における企業戦略
平成15 14152 ディベロッパーのＣＳ経営

平成15 14153
外資系化粧品メーカーにおけるグローバルマーケティングの成功要因　－
メイベリンとレブロンの比較－

平成15 14154 ケース分析　－　六花亭　－
平成15 14155 セイコーマートのケース分析
平成15 14156 アイスランド観光の魅力を探る

平成15 14157
Gender Role Portrayal in Television Commercials　－ A Comparison 
between Malaysia and Japan －

平成15 14158 反・時価会計
平成15 14159 減損会計導入がわが国に与える影響について
平成15 14160 財務諸表分析
平成15 14161 国際的視点からみた情報開示の重要性
平成15 14162 Ｍ＆Ａにおける会計
平成15 14163 連結財務諸表
平成15 14164 外貨建取引の会計処理
平成15 14165 Accounting for Brand

平成15 14166
資生堂～SHISEIDO～グローバル マルチブランド戦略　－「21世紀・グロー
バルNo.1」ビジョンのもとに－

平成15 14167 マクドナルドとモスバーガーから見るファーストフードとその展望について
平成15 14168 北海道拓殖銀行の破綻とその行く末
平成15 14169 M&Aとアライアンス　－　TOTOとINAX　経営戦略の比較　－
平成15 14170 草津温泉が冬の観光商戦で勝つ方法
平成15 14171 リスクマネジメントに関する考察
平成15 14172 イオンとダイエーの比較研究及び流通業界の今後の展望
平成15 14173 自己改革を続けるウォルマート

平成15 14174
企業事例研究　廻転ずし「とっぴー」　－回転寿司で寿司の街小樽に挑む
－

平成15 14175 行政指導による損害の救済
平成15 14176 学校事故における学校・教師等の安全義務
平成15 14177 環境影響評価法について　－　法制化までの流れと今後の課題　－
平成15 14178 取消訴訟の原告適格判断の考察
平成15 14179 行政行為概論とその問題点
平成15 14180 損失補償制度についての論述
平成15 14181 情報公開法について
平成15 14182 職務質問による所持品検査の限界
平成15 14183 自由裁量について
平成15 14184 北海道の僻地医療問題
平成15 14185 あるべき社会保障制度の姿　－　持続可能とするためには　－
平成15 14186 片親家庭に対する福祉制度の考察と展望

4/9



小樽商科大学 卒業論文 （平成15年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 14187 女性のライフスタイルと年金制度　－第三号被保険者問題と女性の労働－
平成15 14188 児童虐待に対する取組みの現状とその課題

平成15 14189
小樽市における高齢者の介護の現状と今後の期待　－小樽市の高齢者介
護に関わる人々を訪問して－

平成15 14190 日本民法本体へのクーリングオフ導入の可否
平成15 14191 遺言の撤回における遺言者の真意の探求についての考察
平成15 14192 複合的給付を伴う契約と契約解除
平成15 14193 実践国際取引法　－　小樽商会・アジア市場への挑戦　－

平成15 14194
遺伝子組み換え作物に関する法的規制の現状と諸問題　－カルタヘナ議
定書およびSPS協定における「予防原則」を中心に－

平成15 14195 株主代表訴訟　－　取締役の責任についての判断　－
平成15 14196 営業譲渡の法的性質
平成15 14197 株式会社および株式会社法（商法）の発生と日本における変遷
平成15 14198 共同代表制度と表見代表制度の関連
平成15 14199 企業統治と監査役
平成15 14200 米国型経営はコーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるか
平成15 14201 日本の監査制度

平成15 14202
平成１３年および平成１４年商法改正における種類株式制度　－議決権制
限株式を中心に－

平成15 14203 取締役の対会社責任
平成15 14204 労使慣行
平成15 14205 パートタイム労働の立法政策
平成15 14206 職場におけるいじめ
平成15 14207 ワークシェアリングの研究
平成15 14208 時間外労働手当における支払率と算定基礎
平成15 14209 解雇制限の必要性とあり方
平成15 14210 職務発明制度における「相当の対価」の算定方法
平成15 14211 サイバースペースにおける表現の自由
平成15 14212 司法審査の民主主義的正当性
平成15 14213 衆議院の解散
平成15 14214 外国人の人権について
平成15 14215 二重の基準論について
平成15 14216 教育と子どもの人権
平成15 14217 教育における権利と自由
平成15 14218 街頭監視カメラと人権
平成15 14219 情報公開と知る権利
平成15 14220 人権保障のための適正手続　－　主に少年事件について　－
平成15 14221 平和について　－　憲法９条に関する諸問題を考える　－
平成15 14222 「公共の福祉」について
平成15 14223 報道の自由と人格権の保護
平成15 14224 非嫡出子の法的差別と社会的差別
平成15 14225 教科書裁判と憲法
平成15 14226 政教分離の必要性
平成15 14227 日本国憲法にみる自衛権
平成15 14228 行政手続の適正と憲法

平成15 14229
「教育を受ける権利」をめぐる問題について　－障害をもつ子どもの選択権
－

平成15 14230
行政の適正手続きについて　－工作物使用等禁止命令取消請求訴訟と憲
法第三十一条－

平成15 14231 憲法と日本の安全保障体制
平成15 14232 自衛隊をめぐる諸問題について
平成15 14233 プライバシー権と表現の自由
平成15 14234 外国人の人権
平成15 14235 日本の平和主義について
平成15 14236 公務員の人権
平成15 14237 わが国における外国人の参政権について
平成15 14238 入札談合の防止に向けて
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 14239 持株会社について
平成15 14240 談合事件と住民訴訟制度

平成15 14241
独占地位の容認される公益事業についての考察，及び電気事業における
競争導入に関する制度と競争効果についての分析

平成15 14242 近年多発する不当表示事件のメカニズムについて
平成15 14243 相関係数の相違点とデータによる検証
平成15 14244 2003年イラク問題に関する新聞社世論調査の比較検討
平成15 14245 外国人からみた北海道・札幌市のブランドイメージ
平成15 14246 観光事業促進についての調査と考察
平成15 14247 北海道・札幌の取るべき行動
平成15 14248 北海道を活性化させるためには？　－札幌と国際都市パリとの比較－
平成15 14249 勝者になるためのメンタルトレーニング
平成15 14250 国際的観光都市札幌をつくる
平成15 14251 北海道，札幌の国際観光都市への道
平成15 14252 外国人から見た北海道のブランドイメージ
平成15 14253 札幌国際化への道
平成15 14254 シミュレーションによる近似解の算出
平成15 14255 北海道の観光振興について
平成15 14256 日本の人口推移と人口減少問題

平成15 14257
競馬のレース結果における１年分の統計データと複数年分の統計データ
のばらつきについて

平成15 14258 禁煙方法の目安
平成15 14259 医薬品の生産
平成15 14260 現存著作権の限界とその打開策
平成15 14261 制約条件の理論によるパラダイム・シフトの重要性
平成15 14262 POSとコンビニエンス・ストアのマーケティング戦略
平成15 14263 拡大生産者責任と自動車のリサイクル
平成15 14264 乗継経路選択問題とその解法
平成15 14265 携帯電話の普及による社会に対する影響
平成15 14266 中小物流企業のサードパーティ・ロジスティクス化の可能性
平成15 14267 政府備蓄米に関する研究
平成15 14268 音楽業界の置かれている現状とレコード会社が取るべき今後の戦略

平成15 14269
問題解決プロセスにおける思考空間の拡大　－収束レベルの差異と問題
発見の質の関連－

平成15 14270
『ひらめき』のカタチ　－問題解決におけるひらめきの実現モデルに関する
考察－

平成15 14271
わかり方パラダイムによるわかり方　－わかり方の自己組織化を促進する
触媒要因と変革の可能性を探る－

平成15 14272
閉鎖的組織内における情報波及モデル　－通信プロトコルとコミュニケー
ションの比較から－

平成15 14273 個人も組織も活き活きするには　－内発的モチベーションマネジメント－

平成15 14274
集団の印象が情報共有に与える影響について　－より良い意思決定のた
めに－

平成15 14275
やるべきときにやれる”意志”の力を身につける方法　－”意志”の使用を
最小限度に留める試みが強い人間を育てる－

平成15 14276 ISO14001取得における環境経営の必要性
平成15 14277 顧客心理をつかみ，売上を伸ばすために
平成15 14278 音楽業界が抱える著作権問題と今後の対応について

平成15 14279
システム開発に基づく考察　－ユーザーの立場と詳細検討とチーム内コ
ミュニケーションについて－

平成15 14280 北海道リコーにおける販売体質イノベーション
平成15 14281 エスビー食品株式会社の課題発見とその解決方策
平成15 14282 中小企業の資金調達の現状と課題
平成15 14283 会計情報による企業分析
平成15 14284 内心の自由とその判例における考察

平成15 14285
ユーザビリティ志向を根差したシステム開発のリクワイアメント　－ web-
learningシステムの開発を通して －
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成15 14286 Visual SLAMによる有限容量同時サービス並進待ち行列のシミュレーション
平成15 14287 AHPによる金融商品の選定
平成15 14288 進化的計算手法を用いた変奏曲作成支援システム
平成15 14289 Pascal Simulation Programming Systemに関する研究
平成15 14290 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
平成15 14291 電子商取引のセキュリティ
平成15 14292 電子商取引の現状と普及に関する考察
平成15 14293 ゲーム理論による指名競争入札の分析

平成15 14294
これからの電子テキスト　－電子テキストへの情報付加を目的としたマーク
アップについての考察－

平成15 14295
電子政府化・電子自治体化に向けての問題点と課題　－住民基本台帳
ネットワークの事例分析－

平成15 14296 情報システム安全性向上のためのバイオメトリクス適用に関する考察

平成15 14297
バンキングシステム統合における信頼性向上に関する考察　－システム障
害の事例分析による－

平成15 14298
企業におけるERP導入プロジェクトに関する考察　－ ERP開発事例をもと
に－

平成15 14299
企業情報システムの信頼性と効率性の向上策について　－情報システム
にみる失敗の事例分析－

平成15 14300
企業情報システム統合に関する考察　－みずほ銀行システム障害事例の
分析による－

平成15 14301 単一物体における色の効果と空間位置および性差

平成15 14302
画像記憶に与える色と空間位置の効果および性差　－野外風景画像によ
る再認実験－

平成15 14303 イラストレーションの順応効果
平成15 14304 野外風景における大きさ一致効果
平成15 14305 欧州統合とマルチレヴェル・ガヴァナンス理論
平成15 14306 北海道開拓における「タコ部屋労働」と労働者を取り巻く人権意識
平成15 14307 「児童の権利条約」の起草過程におけるＮＧＯの参加
平成15 14308 カレル・ヴァン・ウォルフレン『日本／権力構造の謎』の分析
平成15 14309 メディアにおけるジェンダー・バイアス
平成15 14310 大正天皇の実像と期待された役割
平成15 14311 言論弾圧史　－　昭和期から現代へ　－
平成15 14312 大正デモクラシー期における植民地民族運動の諸相
平成15 14313 日韓比較からの日本人論及びその問題点についての一考察
平成15 14314 小樽運河の底泥の環境状況とそこに生息する魚との関連性
平成15 14315 顔料中の金属イオンの定量
平成15 14316 孫子の兵法で見るイラク戦争
平成15 14317 アジャンター石窟とそれを支えた交易
平成15 14318 ルソー『社会契約論』の考察
平成15 14319 ファイル交換の実態と責任に関する考察
平成15 14320 個人の性格と恋愛における逆境での反応・行動について
平成15 14321 大学生における性役割態度と希望する働き方の関係について
平成15 14322 アルバイト経験の有無がフリーター生活への態度にもたらす影響
平成15 14323 思考の柔軟性とストレスについて
平成15 14324 『日本霊異記』上巻第二縁の特殊性と仏教思想
平成15 14325 過去１０年間の新聞記事にみる過労死の実態と予防策
平成15 14326 母親の就労が子どもへ及ぼす影響　－母親の就労意識から考える－
平成15 14327 動脈血酸素飽和度と脈拍数からみた睡眠について
平成15 14328 大学生の睡眠の実態　－　生活スタイルに伴って変化する睡眠　－
平成15 14329 アルコール摂取による自動車運転機能に及ぼす影響
平成15 14330 心拍数からみたウルトラマラソンとフルマラソンの身体的負担について

平成15 14331
塩谷川におけるニジマスによる在来サクラマスの淘汰の可能性について
（外来種が在来種に与える影響について）

平成15 14332 ピエル・ロティについての研究　－　自己と他者　－
平成15 14333 両大戦間のフランス音楽
平成15 14334 フランスワインと歴史の関わり　－　ボルドーワインを例に　－
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平成15 14335 フランスのカフェ文化
平成15 14336 ドイツの教育制度と大学生　－　その社会化への道程　－
平成15 14337 Liquor in The Sun Also Rises
平成15 14338 Romanticism in Some Works of Claude Monet
平成15 14339 Hamlet and His Duties
平成15 14340 Some of Mysteries in Hamlet
平成15 14341 The Jewish Characters in The Merchant of Venice
平成15 14342 牧師・信徒間における最良のコミュニケーションへの道

平成15 14343
Differences of After-Match Interview Comments by L1 and L2 English-
Speaking Tennis Players

平成15 14344 幼児向け映画の言語的特徴
平成15 14345 The Influence of Religion on the Idea of Marriage
平成15 14346 Consciousness about Work among the Young People

平成15 14347
Cultural Characteristics Led by Advertisements in Japan and the United 
States

平成15 14348
Differences of Forming Characters Between Japan and the United States　
－　Focused on Child Rearing　－

平成15 14349 English in Japan　－　past, present, and future　－
平成15 14350 Japanese concept of Time　－　Are Japanese in a hurry?　－
平成15 14351 FOREIGN TOURISTS IN OTARU

平成15 14352
A Comparative Study of Smoking Situations in the United Stated and 
Japan

平成15 14353
TEACHERS' AND STUDENTS' PURPOSES TOWARD ENGLISH 
EDUCATION

平成15 14354 モードの歴史　－フランスの「地位」はどのように確立されたか－
平成15 14355 日本とフランスの化粧
平成15 14356 戦争の要因
平成15 14357 ケルト幻想世界　－　口承という神話・伝説　－
平成15 14358 フランス料理発展の歴史
平成15 14359 罠としてのミチシルベ　－　『砂の女』に記録された出発点　－
平成15 14360 Healing Memory in Kazuo Ishiguro's A Pale View of Hills
平成15 14361 悪の凡庸さとアイヒマン裁判
平成15 14362 日独における戦争責任に対する意識の違いついて
平成15 14363 監禁される生者と奢らない死者　－大江健三郎「死者の奢り」論－
平成15 14364 THE MERIT AND DEMERITS OF THE JAPANESE LANGUAGE
平成15 14365 ENGLISH TEACHING IN A PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL

平成15 14366
女という性　－ Fanny Hill　における女性の changefulness/changelessness 
－

平成15 14367 Frankensteinに見る人間とアイデンティティ　－名前のない怪物－
平成15 14368 デフレの原因分析
平成15 14369 デフレと構造改革
平成15 14370 リフレ主義　VS　清算主義　－　歴史の教訓はどちらの味方か　－
平成15 14371 中国の成長と日本経済　－　中国が日本に与える影響とは　－
平成15 14372 小樽商科大学の喫煙率と喫煙にまつわる満足度
平成15 14373 若年層における労働実態調査
平成15 14374 携帯電話の現状と未来予見
平成15 14375 顧客満足と大学改革
平成15 14376 ウイングベイ小樽　再生への課題
平成15 14377 小樽商科大学オープンユニバーシティプラン

平成15 14378
ホテルにおける顧客満足経営　－経験価値から考える魅力あるホテルを
目指して－

平成15 14379 おたる水族館の理想と現状　－アンケート調査の結果に基づいて－
平成15 14380 通信販売の現状と将来展望　－　学生アンケート調査を中心に　－
平成15 14381 小樽市中心商店街の活性化戦略
平成15 14382 外食産業のマーケティング戦略　－２１世紀を勝ち抜くために－

平成15 14383
ディスカバリーファームのマーケティング戦略　－サンプリングCD世界市場
へのチャレンジ－
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平成15 14384 光ファイバによるデジタル社会の今後の展望
平成15 14385 生命保険会社の財務諸表分析
平成15 14386 前払式証票の実態と会計的考察　－資金調達源泉としての前払式証票－

平成15 14387 債務の株式化における諸問題
平成15 14388 青色申告制度とM商事の会計
平成15 14389 日本の公認会計士・監査制度の問題点について
平成15 14390 金融商品会計　－　時価評価と包括利益　－
平成15 14391 自治体におけるバランスシートの導入
平成15 14392 キャッシュ・フロー会計
平成15 14393 交際費課税制度
平成15 14394 退職給付会計の問題点　－期待運用収益と実際運用収益との乖離－
平成15 14395 代理母出産の是非
平成15 14396 第３号被保険者制度の問題点と解決策
平成15 14397 中世社会と知行からみる所有権
平成15 14398 日本法と英国法における危険負担の考察

平成15 14399
不可抗力による免責について　－免責に関して日本法・英国法・米国法を
中心に－

平成15 14400
英国動産売買法にみられる condition, warranty, innominate term について
とそれに対応する日本法概念との比較

平成15 14401
債務不履行の場合における損害賠償の範囲及び損害賠償額算定の基準
時

平成15 14402 国際取引における紛争解決

平成15 14403
協同効果を利用した液膜型イオン選択性電極の開発　－C8bpyを
Synergistとする試み－

平成15 14404 八岐大蛇という記号について
平成15 14405 American Big 4　－ History and Economics of American Sports －
平成15 14406 アミノ酸　－　その効能と社会的反響　－
平成15 14407 文化的視点から見たHIP POPの考察
平成15 14408 現代リーダー論
平成15 14409 映画×社会×ＢＲ

平成15 14410
ルネサンスの芸術家に果たした都市とパトロンの役割　－ アルブレヒト・
デューラーの書簡と作品をもとにした考察 －

平成15 「14411-14427」は修士論文
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