
小樽商科大学 卒業論文 （昭和63年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和63 7993 情報を用いたﾍベイズ的決定の原理
昭和63 7994 家計貯蓄率の法定要因についての考察
昭和63 7995 回帰分析の特論と連立方程式
昭和63 7996 日本経済のﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙと構造変化
昭和63 7997 不確実性下の意思決定
昭和63 7998 数量化理論とﾃﾞｰﾀ解析
昭和63 7999 時系列ﾓﾃﾞﾙと日本の金融政策の実証分析
昭和63 8000 野球のOR
昭和63 8001 古典派経済学の展開
昭和63 8002 ﾚｳﾞｨﾆｽﾄﾛｰｽにおける構造主義とその周辺
昭和63 8003 日米貿易不均衡－日本経済その現状と予測－
昭和63 8004 日中貿易
昭和63 8005 ｹｲﾝｽﾞの経済学と日本経済
昭和63 8006 高度経済成長とﾚｼﾞｬ 産業昭和63 8006 高度経済成長とﾚｼ ｬｰ産業
昭和63 8007 日米貿易摩擦解消一案
昭和63 8008 ｺﾝﾄﾞﾗﾁｴﾌの波に関する一考察

昭和63 8009
「世界と共に生きる日本　－経済運営5ｹ年計画」における長期的な経済展
望との関連性と今後の日本経済の進むべき方向－

昭和63 8010 経済社会環境変化と日本的雇用慣行
昭和63 8011 回帰分析の諸問題
昭和63 8012 公害と経済
昭和63 8013 21世紀の日本経済を予測させる5局面の将来展望
昭和63 8014 今日の情報化社会の展開
昭和63 8015 日本産業の成長と日本経済－製造業の変遷－
昭和63 8016 ﾛｼｱのﾐｰﾙ共同体
昭和63 8017 日米経済摩擦に関する一考察
昭和63 8018 ｺﾙﾎｰｽﾞの成立過程
昭和63 8019 ｱﾒﾘｶ自動車産業の衰退－ｸﾗｲｽﾗｰ危機をめぐって－
昭和63 8020 1929年のｱﾒﾘｶ株式市況－そのﾌﾞｰﾑと崩壊－昭和63 8020 1929年のｱﾒﾘｶ株式市況－そのﾌ ｰﾑと崩壊－
昭和63 8021 戦後西ﾄﾞｲﾂ経済の復興
昭和63 8022 戦後日本の高度成長
昭和63 8023 中国社会主義経済の展開過程
昭和63 8024 19世紀のｱｼﾞｱ三角貿易－茶とｱﾍﾝと綿製品を中心に－
昭和63 8025 水野忠邦と天保改革
昭和63 8026 米騒動と小樽
昭和63 8027 徳川幕府の貨幣政策
昭和63 8028 ゛開拓使顧問ﾎｰﾚｽ･ｹﾌﾟﾛﾝ″の北海道開拓構想と黒田清隆
昭和63 8029 青年将校運動
昭和63 8030 為替ﾚｰﾄによる貿易収支不均衡調整
昭和63 8031 北米市場における日本自動車産業の現地生産化
昭和63 8032 ｻﾐｯﾄにみる西側先進国の経済動向と国際的政策強調
昭和63 8033 日本における海外直接投資の動向とその役割及び今後の展望
昭和63 8034 比較優位と日本の貿易
昭和63 8035 ｶﾞｿﾘﾝの価格形成昭和63 8035 ｶ ｿﾘﾝの価格形成
昭和63 8036 1970年代の世界経済
昭和63 8037 設備放資と日本経済
昭和63 8038 ﾚｰｶﾞﾝ大統領の経済政策
昭和63 8039 日本の投資と米国経済
昭和63 8040 北海道経済
昭和63 8041 韓国の対外経済関係
昭和63 8042 日本経済と貿易保険の意義
昭和63 8043 日本の建設産業
昭和63 8044 牛肉の自由化とその影響
昭和63 8045 ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ
昭和63 8046 1990年代の原油市場
昭和63 8047 「経済人」概念とその応用
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昭和63 8048 ｺﾒの自由化と北海道稲作農業に与える影響について
昭和63 8049 韓国の工業発展と日本の貢献度
昭和63 8050 日本の労働市場国際化をめぐる問題点
昭和63 8051 経済安全保障について
昭和63 8052 日米自動車摩擦
昭和63 8053 国債発行による経済効果
昭和63 8054 合理的期待とLSW命題
昭和63 8055 石油危機と日本経済
昭和63 8056 株式市場におけるﾊﾞﾌﾞﾙ理論
昭和63 8057 銀行業の規模の経済性について
昭和63 8058 不均衡動学と価格調整
昭和63 8059 現代の公害問題の経済学的分析および考察
昭和63 8060 税制改革と国民生活
昭和63 8061 老人医療保険制度の現状と改革昭和63 8061 老人医療保険制度の現状と改革
昭和63 8062 公共事業としての正当かつ適切な電気通信料金の設定
昭和63 8063 ｴﾈﾙｷﾞｰと電力事業から見る原子力発電所問題
昭和63 8064 農業構造の変化
昭和63 8065 ｱﾌﾘｶの経済発展と農業危機
昭和63 8066 世界ｺﾒ市場論
昭和63 8067 EC共通農業政策について
昭和63 8068 日本のODA
昭和63 8069 日本とECにおける農業予算構造の比較分析
昭和63 8070 日本農業における成長部門
昭和63 8071 韓国の輸出成長の要因分析
昭和63 8072 変貌を続ける食管制度－米流通における経済分析－
昭和63 8073 我が国の政府開発援助の現状
昭和63 8074 変動相場制と国際通貨金融の課題
昭和63 8075 金融大変革期における金融先物取引の進展
昭和63 8076 金融の自由化における銀行行動昭和63 8076 金融の自由化における銀行行動
昭和63 8077 金融の自由化・国際化にみる格付け機関の重要性
昭和63 8078 株式会社の資金調達構造
昭和63 8079 金融革新における銀行と証券
昭和63 8080 基軸通貨ﾄﾞﾙの盛衰-ﾄﾞﾙ誕生から現在まで-
昭和63 8081 ＩＭＦ制度の考察－戦後国際通貨制度の歴史とﾒｶﾆｽﾞﾑ－
昭和63 8082 ｱｾｯﾄ･ｱﾌﾟﾛｰﾁを中心とした為替ﾚｰﾄ理論の発展
昭和63 8083 国際資本移動－海外直接投資と貿易－貿
昭和63 8084 関税賦課により生じるﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞについての分析
昭和63 8085 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ経済の将来を探る
昭和63 8086 東南ｱｼﾞｱ諸国経済発展の問題点
昭和63 8087 現代中国経済の考察
昭和63 8088 覇権ｼｽﾃﾑの変容と通商国家日本の役割
昭和63 8089 第四次中東戦争の発生原因
昭和63 8090 日本自動車企業の国際化　-日米比較-
昭和63 8091 日米自動車産業における経営比較昭和63 8091 日米自動車産業における経営比較
昭和63 8092 多国籍企業史－ﾀﾞﾆﾝｸﾞによるOLI理論－
昭和63 8093 倒産企業の財務分析－小樽木箱製造業Ｈ商店の事例研究
昭和63 8094 衰退の経営学　-小樽地域の経済における衰退の考察-
昭和63 8095 小樽産業経済史　-商港小樽の栄光と衰退-
昭和63 8096 企業盛衰の人的側面　-企業の成長理論に沿う衰退理論の純粋考察-
昭和63 8097 衰退の経営学－経営分析による倒産企業の考察－
昭和63 8098 企業の倒産理論について昭和 企業 倒産 論
昭和63 8099 衰退の経営学　-具体的衰退要因の分類による衰退理論の考察-

昭和63 8100
地域産業の成立基盤と産業発展の可能性 －小樽市の農・漁業について
－

昭和63 8101 観光による小樽活性化の方向　－新しい町づくり－
昭和63 8102 現代日本の巨大企業集団における所有と支配の構造
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昭和63 8103 現代日本の株式所有構造－二木雄策の理論をめぐって－
昭和63 8104 現代巨大企業における所得と支配－経営者支配についての一考察－
昭和63 8105 現代巨大企業の所有と決定　-会社それ自体論をめぐって-
昭和63 8106 現代巨大株式会社における「所有と支配」－会社支配説をもとに－
昭和63 8107 「利益連関集団による支配」論と現代巨大株式会社企業
昭和63 8108 わが国株式会社の支配構造
昭和63 8109 行動科学的組織理論における人と組織
昭和63 8110 行動科学的企業論　-意思決定のﾒｶﾆｽﾞﾑ-
昭和63 8111 収益・費用の対応
昭和63 8112 国民所得計算の考察

昭和63 8113
ﾘｰｽ資本化理論の基礎的考察－実質優先思考に基づく会計概念の拡大と
その限界－

昭和63 8114 比率分析からみた財務諸表分析論
昭和63 8115 連結財務諸表の基礎知識昭和63 8115 連結財務諸表の基礎知識
昭和63 8116 ﾄﾞｲﾂおよびｱﾒﾘｶにおける費用動態論生成過程の考察
昭和63 8117 会計伝達論
昭和63 8118 情報会計論の再検討について
昭和63 8119 情報会計論

昭和63 8120
無形固定資産の研究　-無形固定資産評価とそれによる財務諸表への影
響-

昭和63 8121 減価償却論　-費用配分理論批判-
和 本 お る 会計 制度化 道 会計 際 較を通昭和63 8122 日本におけるﾘｰｽ会計の制度化への道　-ﾘｰｽ会計の国際比較を通して

昭和63 8123 医療法人会計-医療法人のもつ非営利性からの考察-
昭和63 8124 財務諸表分析－意思決定における証券投資分析－
昭和63 8125 合併企業における一考察
昭和63 8126 M&A（企業の合併買収）-買収企業側の観点から-
昭和63 8127 経営分析論　-信用分析について-
昭和63 8128 販売促進費の会計　-交際費の正分と課税制度の問題点-
昭和63 8129 物価変動会計とその制度変化の諸問題昭和63 8129 物価変動会計とその制度変化の諸問題
昭和63 8130 国際連結決算制度の現状と展望
昭和63 8131 人的資源会計の必要性
昭和63 8132 引当金の本質
昭和63 8133 外貨換算会計の包括的検討

昭和63 8134
米国におけるｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ会計の一展開　-財務会計基準書第３３号を中心
として-

昭和63 8135 連結決算制度の検討－連結財務諸表原則の現状と問題点－
昭和 資産控除項目における配当規制昭和63 8136 資産控除項目における配当規制
昭和63 8137 主成分分析による経営分析
昭和63 8138 企業予算編成と予算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの意義
昭和63 8139 投資決定と資本ｺｽﾄ
昭和63 8140 統計的手法を用いた経営分析

昭和63 8141
経営分析における統計的手法導入による財務諸表分析及び付加価値分
析

昭和63 8142 財務諸表による統計的経営分析昭和63 8142 財務諸表による統計的経営分析
昭和63 8143 統計的手法による経営分析
昭和63 8144 線形計画法によるCVP分析の探求
昭和63 8145 財務諸表分析における主成分分析法
昭和63 8146 外部報告のための直接原価計算の妥当性
昭和63 8147 職務特質と組織成員心理に関する考察
昭和63 8148 内部監査に関する考察
昭和63 8149 標準原価計算をめぐる諸問題
昭和63 8150 直接原価計算と利益計画昭和63 8150 直接原価計算と利益計画
昭和63 8151 経営組織論
昭和63 8152 直接原価計算と外部報告
昭和63 8153 管理会計と行動科学
昭和63 8154 1920年までの標準原価計算の歴史的発展
昭和63 8155 高度情報化社会の原価管理
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昭和63 8156 直接原価計算の歴史と目的
昭和63 8157 「原価計算基準」の再検討
昭和63 8158 CVP分析とｺｽﾄ･ﾋﾞﾍｲﾋﾞｱ
昭和63 8159 MMPIに基づく小樽商科大学における事例研究
昭和63 8160 大学生の飲酒類型に関する調査研究
昭和63 8161 職業適性検査に関する一考察
昭和63 8162 ﾜｲﾝ飲酒圏のｱﾙｺﾎﾘｽﾞﾑ
昭和63 8163 ﾆｯｶｳｲｽｷｰ社史研究
昭和63 8164 現代社会におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの重要性
昭和63 8165 女性のｱﾙｺｰﾙ依存症
昭和63 8166 大学生の飲酒類型に関する調査研究
昭和63 8167 金融革命の意義とその必然性
昭和63 8168 円の国際化
昭和63 8169 企業の合併と買収 M&A昭和63 8169 企業の合併と買収－M&A－
昭和63 8170 金融ｼｽﾃﾑの変化と金融自由化
昭和63 8171 金利自由化がもたらす郵貯民営化への道
昭和63 8172 日米の銀行制度の考察
昭和63 8173 昭和金融恐慌の真因とその歴史的意義
昭和63 8174 日本社会における消費者信用と国民生活
昭和63 8175 大量国債発行時代における流通市場の拡大
昭和63 8176 証券恐慌の構造分析
昭和63 8177 金融の自由化,国際化,証券化
昭和63 8178 日本における短期金融市場の発展
昭和63 8179 日本における短期金融市場の動向と課題
昭和63 8180 円建BA市場と円の国際化
昭和63 8181 現代日本の証券業の環境と将来
昭和63 8182 日本の企業金融の変貌
昭和63 8183 円・ﾄﾞﾙ為替ﾚｰﾄの変動要因
昭和63 8184 戦後生命保険会社の資産運用の変遷と現状分析昭和63 8184 戦後生命保険会社の資産運用の変遷と現状分析
昭和63 8185 日本経済孤立の要因　-日本と西ﾄﾞｲﾂの経済史-
昭和63 8186 証券恐慌以後のわが国証券市場の構造分析
昭和63 8187 10・19株価大暴落　-大恐慌との比較-
昭和63 8188 行政指導の意義と適法範囲および判例研究
昭和63 8189 公務員の懲戒処分における裁量問題
昭和63 8190 社会保障行政における法的問題点
昭和63 8191 公務員の政治的活動についての判例の変遷
昭和63 8192 予防接種事故における国家賠償法の適用
昭和63 8193 予防接種事故における憲法２９条３項解釈
昭和63 8194 精神的損失の補償
昭和63 8195 ﾊﾟﾄｶｰに追跡された車両による加害と国家賠償
昭和63 8196 企業誘致政策と企業保護
昭和63 8197 不作為による違法と国家賠償責任
昭和63 8198 国家補償における過失責任主義の限界
昭和63 8199 自動車検問の法的根拠昭和63 8199 自動車検問の法的根拠
昭和63 8200 大学問題と司法権
昭和63 8201 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの権利
昭和63 8202 靖国神社公式参拝と政教分離原則
昭和63 8203 衆議院議員定数是正問題の考察
昭和63 8204 日本における平和主義の本旨
昭和63 8205 国民主権と天皇制
昭和63 8206 環境問題訴訟と人格権・環境権昭和 環境問題訴訟 人格権 環境権
昭和63 8207 司法事件を通してみるﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
昭和63 8208 障害児と教育を受ける権利
昭和63 8209 国家と教育　-家永教科書裁判-
昭和63 8210 国会議員の定数是正問題における考察
昭和63 8211 日本国憲法と教科書裁判
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昭和63 8212 国家と宗教－日本における政教分離－
昭和63 8213 司法のあり方　-違憲立法審査権を中心とした考察-
昭和63 8214 損害賠償額の算定における諸考－相続構成と扶養構成をめぐって
昭和63 8215 人工授精・体外受精と親子法
昭和63 8216 判決理由中の判断の効力
昭和63 8217 製造物責任－ｽﾓﾝ判決を素材として－
昭和63 8218 有責配偶者の離婚請求と婚姻破綻
昭和63 8219 民法の危険負担と労働基準法の休業手当との関係
昭和63 8220 共有関係における法定地上権の成否
昭和63 8221 差止訴訟　-泊原発訴訟を考える-
昭和63 8222 医師の責任と医療水準論－未熟児網膜症訴訟判決を題材に－
昭和63 8223 自賠法3条の「他人」について
昭和63 8224 根抵当権の確定事由に関する考察
昭和63 8225 法定地上権制度 歴史的議論からの探究昭和63 8225 法定地上権制度　-歴史的議論からの探究-
昭和63 8226 登記法の建前論再考　-不動産登記法をめぐって-
昭和63 8227 私的権利と公共性の問題－私益と公益の問題の考察－
昭和63 8228 債権者取消権－その成立要件についての考察－
昭和63 8229 短期賃貸借について
昭和63 8230 仮登記担保に関する考察
昭和63 8231 有責配偶者の離婚訴訟と破綻主義
昭和63 8232 譲渡担保の効力について
昭和63 8233 国際契約の実務と法的諸問題
昭和63 8234 信用状取引とその性質について
昭和63 8235 再販売価格維持制度
昭和63 8236 大陸棚と排他的経済水域の並行主義に関する考察
昭和63 8237 1992年EC域内市場完成－その概要と法的諸問題－
昭和63 8238 国際経済秩序と国際法
昭和63 8239 代表取締役の専断的行為・権限濫用行為の効力
昭和63 8240 隠れた取立委任裏書の法的性質とその効力昭和63 8240 隠れた取立委任裏書の法的性質とその効力
昭和63 8241 自然排気式ふろがま製造者の責任
昭和63 8242 表見預金者と取引した銀行を保護するための法的構成
昭和63 8243 預金者の認定と銀行の免責
昭和63 8244 総合口座における取引先以外の者に対する貸越と銀行の責任について
昭和63 8245 譲渡担保の会社更生法における取扱い
昭和63 8246 手形行為の無権代理に関する一考察
昭和63 8247 会社の為す政治資金の寄付について
昭和63 8248 ｲﾝｻｲﾀﾞｰ取引規制の強化について －ﾀﾃﾎ化学工業株事件を契機として－

昭和63 8249
相殺の担保的機能の形成とその検討　－判例の変遷にみるその拡張過程
－

昭和63 8250 米国通商法と独占禁止法の関係
昭和63 8251 貿易関連投資措置
昭和63 8252 GATTにおける発展途上国問題－ﾛﾊﾞｰﾄ､E、ﾋｭｰﾃﾞｯｸの所論の考察－
昭和63 8253 紛争解決手続の改善およびｶﾞｯﾄ機能の強化
昭和63 8254 EC対外通商法の検討 －GATTの枠組を踏まえて－昭和63 8254 EC対外通商法の検討　－GATTの枠組を踏まえて－
昭和63 8255 1930年ｱﾒﾘｶ関税法337条に関する問題点の検証
昭和63 8256 日米半導体摩擦とｶﾞｯﾄとの関係
昭和63 8257 ｶﾞｯﾄにおける農産物補助金問題
昭和63 8258 国際的な人権保障手続についての一考察

昭和63 8259
国家管轄権を越える領域の法的地位　-人類の共同財産概念の適用を中
心として-

昭和63 8260
国際社会における人権保障手続－個人による請願手続をちゅうしんとして

昭和63 8260
－

昭和63 8261
国際社会における司法機能の限界－国際司法裁判所の政治的紛争への
対応を中心に－

昭和63 8262 「事情変更の原則」に関する一考察
昭和63 8263 船舶起因の海洋汚染と国際法
昭和63 8264 国際連合の平和維持活動と国連軍
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昭和63 8265 国家平等概念と国際法　-新国際秩序はいかにして達成しうるか-
昭和63 8266 国際司法裁判所の小法廷　-2つの事件を素材に-
昭和63 8267 企業間人事異動に伴う法的問題,特に「出向」について
昭和63 8268 労働協約における一般的拘束力について
昭和63 8269 労働者派遣法について
昭和63 8270 退職金の法的性格と退職金規程の不利益変更
昭和63 8271 現代日本の配置転換
昭和63 8272 組合活動の正当性
昭和63 8273 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働の就業規則
昭和63 8274 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ雇用における休日・年次有給休暇に関する問題
昭和63 8275 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰの社会的背景
昭和63 8276 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者と労働組合
昭和63 8277 刑法175条・わいせつ物頒布罪をめぐって
昭和63 8278 信頼の原則とその適用昭和63 8278 信頼の原則とその適用
昭和63 8279 期待可能性論
昭和63 8280 正当防衛における防衛の意思
昭和63 8281 危惧感説に関する一考察
昭和63 8282 責任能力の判断基準に関する考察
昭和63 8283 不真正不作為犯の判例理論とひき逃げの事例について
昭和63 8284 共謀共同正犯理論について考察
昭和63 8285 胎児に対する加害行為と傷害の罪
昭和63 8286 名誉毀損罪における事実の証明
昭和63 8287 中止未遂をめぐる諸問題
昭和63 8288 刑法上の占有の意義
昭和63 8289 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論　-その生成過程と発展-
昭和63 8290 店舗設計の理論と実践
昭和63 8291 Computer assisted instruction　-その理論と実践-
昭和63 8292 都市交通問題と駐車場誘導ｼｽﾃﾑ　-自動車の社会的費用の観点から-
昭和63 8293 多角化戦略の理論 3つのｱﾌﾟﾛ ﾁによる分析昭和63 8293 多角化戦略の理論　－3つのｱﾌ ﾛｰﾁによる分析－
昭和63 8294 精神文化論　-機能分化から精神文化へ-
昭和63 8295 企業進化論への一考察
昭和63 8296 戦略情報ｼｽﾃﾑとﾈｯﾄﾜｰｸ社会
昭和63 8297 意思決定支援ｼｽﾃﾑ（DSS）　-組織の展望－
昭和63 8298 ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾌﾟﾚｲﾔｰとそのｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ－ｽﾄﾗﾃｼﾞｰｹﾞｰﾑのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
昭和63 8299 経営戦略に関する数理科学的ｱﾌﾟﾛｰﾁ
昭和63 8300 Ｐｒｏｌｏｇによる自然言語構造解析ｇ
昭和63 8301 AHP
昭和63 8302 人口学入門
昭和63 8303 ISMﾂｰﾙの作成
昭和63 8304 生態系の検証
昭和63 8305 競馬の経済学－競馬の売り上げとｽﾀｰﾎｰｽたち－
昭和63 8306 線形計画法の統計的推定への適用　-LONDOを使って-
昭和63 8307 整数計画法
昭和63 8308 Ｈ 節による問題の論理的解法昭和63 8308 Ｈｏｒｎ節による問題の論理的解法
昭和63 8309 Ｐｅｒｔﾈｯﾄﾜｰｸにおける日程計画
昭和63 8310 経済均衡と線形計画
昭和63 8311 ﾘﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ｼｽﾃﾑ
昭和63 8312 多目的線形計画法
昭和63 8313 2次計画法とその応用
昭和63 8314 多期間線形計画－生産計画と雇用計画－
昭和63 8315 ｶｰﾏｰｶｰ法による線形計画法－解の検討およびﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ－昭和 法 よる線形計画法 解 検討および ｸ ﾗ ﾝｸ
昭和63 8316 情報検索　-鍵探索を中心に-
昭和63 8317 LELISPのPascalへの移植
昭和63 8318 ﾊﾟｿｺﾝ用ﾚｲﾄﾚｰｼﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱに関する研究
昭和63 8319 ﾊﾟｿｺﾝ上での2･3次元ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽｼｽﾃﾑの実現
昭和63 8320 X-Yﾌﾟﾛｯﾀを用いたｸﾞﾗﾌ作成ﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発
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昭和63 8321 ﾚｲ･ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ法による3次元ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ
昭和63 8322 常微分方程式の数値計算法
昭和63 8323 ｽｷｬﾝﾗｲﾝ法による隠面消去に関する研究
昭和63 8324 Zﾊﾞｯﾌｧ法による隠面消去に関する研究
昭和63 8325 REDUCEを用いたﾏﾙｺﾌ連鎖解析ﾊﾟｯｹｰｼﾞMCAのパソコン版の開発
昭和63 8326 3次元の形状表現－曲線から曲線への展開－
昭和63 8327 ﾌﾗｸﾀﾙ幾何学の基本的概念およびｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽへの応用
昭和63 8328 CRT画像におけるｱﾝﾁｴｲﾘｱｼﾝｸﾞに関する研究
昭和63 8329 Word index to unicorn Ⅰ－ⅡB and some stylistic analysis
昭和63 8330 Word index to unicorn Ⅰ-ⅡB and some vocabulary analyses.
昭和63 8331 A study of in memoriam
昭和63 8332 Sensuous beauty in Shakespeare, Spenser, and Keats.
昭和63 8333 Blake's Faith in the songs of innocence and experience.

A spectrographic analysis of Russian song from Kai Donner's
昭和63 8334

A spectrographic analysis of  Russian song from Kai Donner s
phonogrammic collection

昭和63 8335
An analysis of Kai Donner's wax recording collection with sound spectro
graph.

昭和63 「8336-8337」は修士論文
昭和60 「8338」は昭和60年度提出卒論
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