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卒業論文一覧（平成29年度）
―平成29年12月20日現在の卒論提出者ならびに 
提出予定者―

赤木完爾研究会
石里　美奈 西ドイツの主権回復―対イスラエル補償と再軍備を中心に―
岩田　七海 モロッコにおけるテロリズムと社会経済的要因の関係性
大蔵　嶺冠 平和構築に効果的な外部的介入とは―「責任ある介入」を目指して―
華原　浩鷹 戦争のための資金調達―ベトナム戦争におけるアメリカ政府の行動か

ら―
川路　宏奈 国際政治における将来予測の可能性と限界
後藤　陵平 「Atoms for Peace」演説と原子力の国際管理
小谷田宏紀 INF交渉をめぐって
齋藤友香梨 北極圏安全保障のシナリオ考察―アメリカ、ロシア、中国の行動分析

による日本に対する政策提言―
佐藤　大介 カチンの森事件―要因と責任の所在―
鈴木　大輔 オーストラリアの安全保障戦略の変遷
高木　志郎 「日米同盟公共財論」の再考―90年代日米同盟再定義の時期を中心に―
田中　風花 移動する人々と人間の安全保障―アフリカにおける地域紛争の事例か

ら―
張　　　睿 ゲーム理論による危機の分析―抑止の視点から―
角田雄之佑 北朝鮮の核開発に対する最善策の検討
中塚　悠希 日本の難民政策
原　　義裕 第一次世界大戦におけるグローバリズムとナショナリズム
福田　智広 アメリカ歴代政権における中国認識の変遷―ニクソン訪中を中心に―
星　めぐみ 1924～1940年代日本の対ソ石油資源確保の努力と外交
間野　桜子 エネルギー問題と国家の覇権―シェール革命でアメリカは返り咲くの

か―
村上　　元 冷戦後のロシアの脅威認識
柳井　晴久 日本のエネルギー安全保障とロシア
矢野　浩二 国家形成における戦争の役割
吉田　亮介 天然ガス輸出にみる欧露関係
若林絵里香 Exploring America’s Global War on Terror

麻生良文研究会
濱田　和輝 国税三税と財政改革

井上一明研究会
荒井　理奈 ウガンダ共和国において中等教育への就学率が低い原因を探る
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石川　郁人 BOPビジネスにおける NGOの有用性―味の素「ガーナ栄養改善プ
ロジェクト」のケーススタディー―

石川　美和 ザンビア共和国における栄養不良とその要因を探る
薄井　　絢 SADC諸国と日本間の二国間投資協定締結に向けて
品川　絵里 ルワンダ虐殺を引き起こしたメディア―月刊新聞「カングラ」はツチ

への憎悪をいかに煽ったのか―
鈴木　彩菜 ケニアにおける LGBTQI＋のアイデンティティ形成と交渉―ディレ

ンマに生きる人々の幸福を探る―
高橋　陸朗 ナイジェリアにおける農業開発―生産性向上における稲作の可能性―
高見澤るり ガチャチャがルワンダジェノサイド後の国民感情にもたらしたもの―

修復的司法としてのガチャチャ裁判とは―
永田　　基 アフリカにおける国際湖沼の有効な管理運営―ビクトリア湖を事例に―
長谷見杏菜 南アフリカにおける交通建設の最大の要因を探る
林　蒼二郎 サブサハラ＝アフリカの国家発展のために最適な政体は民主主義体制

か、それとも権威主義体制か？―ルワンダを事例に―
藤澤　　翔 ポスト・アパルトヘイトの南アフリカ共和国における教育と市民性
原田　匠基 ケニアにおける革新的な金融包摂
藤原　隆寛 ECOWAS停戦監視団（ECOMOG）による軍事介入―正当化ロジック

の解明および民主化の波との関係性―
室塚あす香 アフリカン　ディアスポラ政策の在り方
山崎　理紗 タンザニアはなぜMDG4を達成できたのか

出岡直也研究会
片桐　亜耶 メキシコにおける住宅政策と経済成長―ブラジル・イギリス・ドイツ

との比較から―
越澤　小里 チェ・ゲバラ―現代におけるその偶像―
田代　桃子 ラテンアメリカにおけるジェンダークオータ導入の背景―アルゼンチ

ンとチリの事例から―
徳本恵璃花 メキシコに北米自由貿易協定（NAFTA）知的財産権保護政策が与え

る悪影響
仁尾　遥介 外国人介護労働者が抱える不満と、その解決策について
松田祐太朗 大統領の権力集中と憲法の関連性
松本　麻衣 ホンジュラスのコーヒービジネスについて
梅田翔平、寺田啓　　　ラテンアメリカ諸国の自殺率の原因について

大石裕研究会
石橋　　萌 メディアにおけるマネージャー像の変遷
江口　英里 地域とメディア―2017年米国大統領選挙報道から考える―
大崎　庸平 ボクシングと比較したプロレスの価値変遷とメディア選択
大山あずさ 映画から考える韓国社会―『トガニ　幼き瞳の告発』を中心に―
貝塚　遥花 非常時の報道を考える―「被災地」と「復興」感情―
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萱野　史菜 日本の新聞と現代アート
木村　瑛未 アパルトヘイト期からポストアパルトヘイト期の南アフリカメディア

の変遷
下萩　千耀 統制の効かなくなった中国市場―日本コンテンツの受容を事例として―
武内　陶子 現代日本社会におけるカウンターカルチャーとしての音楽―シールズ

とは何であったのか―
田村　沙歩 日本社会と同性愛の歩み―30年間の新聞報道から―
沈　　安那 化粧から見る女性の社会進出
萩　　一樹 言論空間としてのネット―社会運動から考える―
林　未希子 被害者報道の在り方―座間事件をめぐる実名報道―
藤田　藍子 フィクションから見る新聞記者イメージの変遷

大久保健晴研究会
明瀬　　翼 日本海軍視点から解き明かす清末―二一ヶ条要求へと至る過程―
石橋　知樹 琉球・沖縄の歴史から見る未来とその展望
井上　遼平 丸山眞男と吉本隆明が描いた戦後日本
任　　芝聖 天と陰陽五行―権力と宇宙の連関、その広がり―
永寿　美咲 吉野作造の「帝国」と「国民」
恩田　一志 保守と憲法
神戸　良子 日中外交と尖閣諸島問題
嶌田　大暉 未定
鈴木　春花 未定
竹端　樹里 複雑な対日感情と「中国」の原点―梁啓超の思想に迫って考える―
仲上　龍馬 現代における武士道観の誕生とその影響
福神宏太郎 日本における民衆宗教成立の意義と東アジアとの対比
丸山　直紀 「蘭学者」平賀源内の思想
宮本　佳奈 靖国神社の正統性とこれからの戦没者追悼
米山　拓杜 神皇正統記の「儒教」と「神道」

大沢秀介研究会
中西　達也 災害対策としての緊急連絡事態条項は必要か
半澤　里咲 日本において安楽死および尊厳死の権利を認めるべきか

大山耕輔研究会
大川　未来 待機児童減少に繋がる保育所の形態
小野寺一輝 食育推進の担当部署の違いと食育推進政策の効果
黒田亜沙人 第三セクター鉄道と公共ガバナンス
佐々木健良 都道府県による Facebook運用における双方向性に関する考察
中川沙由美 政令指定都市間における多文化共生に関する取組みの特徴と差異―国

際交流協会を中心に―
新谷　美樹 女性管理職割合増加における影響力の所在―鳥取県知事の取り組みの
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事例分析―

岡山裕研究会
浅野　ゆめ 大統領は権限行使の道具をどのように利用してきたのか―アメリカ合

衆国における大統領覚書の利用―
今井菜々香 立法過程が法案内容に与える影響―2011年の米国食品安全強化法の成

立―
川口　　光 未定
小林　礼美 州知事経験が大統領の政策形成に与える影響―ビル・クリントンの教

育政策―
中野　　翼 合衆国政府の通信監視活動に対する電話会社と IT企業の差異―米国

自由法及び通信監視活動の透明性向上への関心を中心に―

小川原正道研究会
今橋　典宏 正力松太郎に対するアメリカ側の評価の変化
久保田皓貴 軍医森鴎外と作家森鴎外
新保　直毅 小泉信三とテニス
旅田　悠里 津田梅子と福沢諭吉の女性教育観形成について
塚目　孝紀 吉田茂の保守主義　戦後日本の保守主義の源流
原　　茉由 産科医としての楠本いね

笠原英彦研究会
奥野　貴文 横浜市の介護政策
関根　達也 民泊を利活用した地方活性化について
谷　理紗子 地方の時代における自治体の文化政策
田村　将梧 少子高齢化社会を「解決」するには
中野　颯大 長崎県事例から鑑みる離島医療研究
野方　千裕 子ども・子育て支援新制度での利用者支援事業と地域子育て支援拠点

事業の事例比較

粕谷祐子研究会
市川広太朗 サブサハラ・アフリカにおける市民社会の成長―新興民主主義国にお

けるビッグマンのコントロール―
宇佐美　恵 アジアの民主化過程―上からの民主化と下からの民主化―
内田　優志 長期化する軍政の発生要因
小澤　詩織 閉鎖的権威主義と選挙的権威主義を分ける要因
北井　咲希 連邦制国家における選挙結果が州内の格差是正に与える影響について
久山　貴久 ラテンアメリカにおける急進左派政権誕生の要因―政党システムとの

関連性から―
小林　良輔 政治不信と投票行動―欧州 6か国の右派ポピュリスト政党への投票か

ら―
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小松　桃子 国家とビジネスの関係がアジア諸国の福祉国家形成に与える影響
今野　雅史 環境・極右政党の成長要因
榊　　汐里 多民族国家における言語政策の決定要因
佐藤　　夕 ヨーロッパ急進右派政党の台頭と定着
島上佳南子 女性党首の誕生について―アジア諸国を事例に―
中井　　諒 旧ソ連圏における民族暴動の帰結―キルギス騒乱とウクライナ内戦を

事例に―
藤松　雅幸 権威主義時代の体制側アクターと民主化後の選挙―何故民主化後も権

力の座に就けるのか―

烏谷昌幸研究会
梅田優太郎 三田会―その求心力はどのように生まれるか―
遠藤　美咲 応援のイベント化に関する研究
加藤　万由 「性」のメディア表象―炎上心理の影響を考えながら―
北村　恭佑 インスタグラムにおける現実空間と仮想空間の錯誤―実生活とネット

空間の生活軸の移り変わり―
小林　里咲 プロ野球文化とファン心理の変遷
田淵　咲輝 日本版 NCAA成功の鍵とは―日本の大学スポーツの発展に向けて―
出村　彩莉 被災地の課題先進地としての可能性―宮城県気仙沼市のコミュニティ

デザインを事例に―
藤田　元貴 人間関係における日本人の「ユーモア」の展望
牧島　夢加 デジタルネイティブ世代のプライバシー意識の研究
皆川　綾菜 日本の寄付文化―SNSを活用した寄付の在り方―
安井　大樹 少数派と犯罪
栁澤美智子 大衆の選択によって生まれる全体主義

河野武司研究会
石丸佳奈、酒井智夏　　　女子学生の抱くキャリアビジョン―政府による女性活躍推進

政策との相違について―
木村美紗子、金森彩華　　　動画共有サイトに見られる世界各国の政党 CM比較
鈴木平、松本宗一郎　　　日本における国会議員定数の適正水準について
大門諒也、竹渕竜斗　　　若者の投票行動の違いは何故起こるのか
立木智大、松井優樹　　　日本におけるインターネットを通した在宅投票の可能性
定野友輝、毛利一穂　　　政治家の失言とその影響
土岐暢、杉浦隼輔、守晃輝　　　政権与党の選挙公約の実現度の調査と、その予測につ

いて
隥友希、吉田早織、山本千夏子　　　日本の政治参加意識低下の要因について
豊原拓真、福山拓実　　　義務投票制導入後の民主化度の変化
半田恵大、三浦大地　　　衆議院議員の立候補者のツイッター利用の効果―第48回衆議

院議員選挙において―
丸山景子、飯田知佐衣　　　LGBTの政策課題
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小林良彰研究会
雨宮　千華 民間企業と障害者雇用率
加藤　里菜 日本産食品の輸出拡大戦略（仮）
五島　祐太 未定
斎藤　浩暉 未定
島田　哲治 未定
辰巳　奈緒 未定
傳田惇一郎 未定
中村　美月 未定
萩原　萌乃 社会的養護に関する実証分析
村上　晃理 未定
高田和明、田澤敬太、依田友佑　　　PFIを活用した社会資本整備の実証的検証
高村周平、佐々木凌　　　国立大学法人の論文生産性分析

澤井敦研究会
青木　優弥 ブームになり文化にならなかった日本ゴルフ市場を検討する
粟国　紗英 見えない貧困―見過ごされる子どもたち―
生熊　涼太 「映画の政治学」再考―橋口亮輔『恋人たち』を題材として―
磯貝　砂和 サッカーとアイデンティティ―Jリーグの差別問題を考える―
植田　皓太 限界集落の「衰退」と「再生」―地方社会のこれまでとこれから―
遠藤　祐香 大学生を苦しめるブラックバイトの実態―企業の理想と大学生の現実―
加賀谷　瞳 ゆとりを捉え直す（仮）
栗原　真琴 「塔の上のラプンツェル」論―ディズニーが示す現代の若者の自立―
坂尻　遼河 変容する流行の形―日本とカンボジアの流行を比較して―
志岐まどか 女性の育児と仕事の両立―「実現」できる両立のため―
田中友里加 現代日本社会の人々の性別役割分担意識―マスメディアが影響する可

能性について―
寺田　光輝 地域コミュニティ―信頼と無用感を抱えたコミュニティブーム
治山　桃子 同性愛者のカミングアウトについて
北条日向子 年の差婚の実態とは―人々の感覚的意見とともに考える―
三澤　龍朗 日本教育の未来―このままの教育システムでいいのか―
本村　　大 流行る漫才の系譜
横塚　夏希 男女別学―過去、今日、未来において―

塩原良和研究会
赤澤真由子 海外子女教育及び進路選択の多様性とその要因
天野　真衣 日韓の文化的交流は政治的日韓関係の影響を受けるのか
荒木　麻友 現代日本における映像作品から見るレズビアンのイメージ
伊澤　　征 『未来世紀ブラジル』における社会的“コントロール”
小倉健太郎 帰国子女におけるアイデンティティの追求
小野梨紗子 在籍学年の学習についていけないダブルリミテッド児童に対する言語
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教育環境の改善法
佐久間　響 桜本の子どもたちが生きる社会とサードプレイスの役割―川崎市ふれ

あい館の学習サポートを通じたフィールドワークから―
佐藤志菜乃 日本の主要全国紙における「難民」・「在日外国人」の描かれ方
細田　加苗 発達障害児における身体的レクリエーションの意義—チャレンジドチ

アの事例から—
道上　裕章 日本における子ども自殺の背景から考えられる、状況改善策の提示
吉川　瑞穂 サブサハラアフリカ諸国における女子への識字教育の可能性

添谷芳秀研究会
岩上　絵里 ASEANにおける地域安全保障の展望―ASEAN Wayの効用と限界―
岡野　匡洋 対 ASEAN日本外交の転換―「福田ドクトリン」における脱大国思想

と ASEAN Way―

荻田　桐子 アジアと欧米のジレンマを抱える日本外交―1950～1960年代の対東南
アジア外交を通じて―

籠田　博美 オバマの象徴性外交
紀谷万里子 日ソ・日露経済関係と北方領土問題
倉岡　仁美 戦後日独の再軍備過程と PKO参画の比較検討―対米同盟型と地域統

合型―
斉藤　浩樹 自衛隊の海外派遣と日米同盟
齋藤優香子 日韓基本条約締結時の交渉とその効力
成願　友希 戦後日本の対中政策
菅野　里紗 「血の友情」朝中関係と北朝鮮統一外交政策
竹村幸太郎 国防白書から見る、中国安全保障戦略の変化
田中　美帆 国連の変化とアメリカ
南部　久翔 冷戦後における日韓関係の蜜月―韓国の民主化と冷戦崩壊を転換とし

て―
百武　昌哉 地域経済協力と日本外交の役割
平井　美穂 9.11と日米安保―国際安全保障と対米政策の方程式の変化―
前川　拓哉 日米同盟はなぜ「同盟」か―1979年 -1981年における日米関係の質的

変化―
山上　千晶 日豪核軍縮・不拡散協力
山川　仁史 日韓関係と歴史問題

高橋伸夫研究会
齋藤　夏希 五月革命と文革―パリコミューンへの憧れと文革への憧れ―
田島　允恭 中華民国と琉球―1940年代を中心に―

田上雅徳研究会
井上翔太郎 中南米ユダヤ人の暮らしの変遷
井上　椋堅 未定
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奥山　魁成 映画と聖書解釈
金平　怜士 民権家坂本直寛の政治思想と宗教観（仮）
菅　　敦史 中世以降の兵站と略奪の関係についての考察
草谷　　咲 スペイン内戦と外国人作家たちの政治思想（仮）
後藤　涼太 ニーチェの現代受容
小松　えり 地域スポーツとしての障害者スポーツの普及の検討（仮）
高城　怜司 大規模災害における宗教団体を通じた援助資金フロー―東日本大震災

を中心に―（仮）
奈良　美音 未定
新里　勇介 宗教と金融の歴史から紐解く、ユダヤ人のマネーパワー（仮）
襖田　真司 未定
平賀　堅斗 マルティン・ニーメラーの生涯
宗方　　怜 未定
村田　雅治 未定

玉井清研究会
稲田真央子 文芸雑誌『新領土』にみるモダニズム詩人と戦争
勝田健太郎 昭和戦前期の親日派外国知識人が見た満州事変―F.R. エルドリッヂを

中心に―
内田　　匠 近代日本における豊臣秀吉観の変遷
北尾　成美 産業組合員用家庭雑誌『家の光』にみる満州農業移民政策
喜多村萌里 アジア・太平洋戦争期の少女雑誌―『少女の友』を例に―
木下　美桜 戦時下日本における漫画『翼賛一家』について
小西　佑奈 近代日本における国際交流と国家宣伝―ニューヨーク・サンフランシ

スコ万国博覧会を通じて―
坂内　　裕 日露戦争下に於けるグラフ誌『戦時画報』の分析―「画報」を中心に―
坂巻　秀明 杉村陽太郎の連盟観の変遷―戦間期を中心に―
塩見　菜摘 近代日本の菓子業界における新高製菓の発展とその推移
鈴木　華衣 戦時下の日本の母性政策についての考察―『日本の母』及び『母性訓』

をもとに―
中塚悠理子 日清戦争期の欧米の対日観―The Timesと The New York Timesを中

心に―（仮）
樋口　　慧 特殊潜航艇によるシドニー湾攻撃と日豪両国における報道について
前田　　亮 『モーターファン』から見る戦前日本の自動車産業啓蒙
森　　大紀 昭和初期の満州イメージ―雑誌『旅行満洲』を通じて―（仮）
山本　逸子 紙芝居から見る戦時日本とその時代

西野純也研究会
秋田　佳乃 慰安婦合意に至る日本側の要因とその交渉過程
石村　千明 韓国の儒教思想と教育の日韓政治への影響
小田切南砂 金正恩政権による核開発加速の要因―核実験の目的・意義の変化によ
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る最終目標の考察―
菊地　　彩 米中関係が蔡政権にもたらす影響
呉　　真優 中国のパブリック・ディプロマシ　孔子学院に着目して
白石　有紀 少子高齢化問題における日韓協力
陳　　寶瑛 盧武鉉大統領のリーダーシップ―「帝王的大統領」とはどのように

違ったのか―
須貝　理英 朴槿恵政権における財閥政策阻害要因―政経癒着と国会構造―
地主健太郎 米中の対北朝鮮政策における中国の東アジアのバランサーとしての役

割
津村　慶太 選挙運動におけるインターネット選挙は加速するのか。―ネチズン運

動から見られる韓国市民政治参加の影響力と効果検証より―
富永　苑里 雨傘運動から見る香港若年層の民族意識―香港アイデンティティーと

今後の展望―
朴　　騏兌 日本の安全保障政策の変化と日韓安全保障協力への影響（2013～

2017）
松浦　茉保 ソフトパワーは日韓関係においてどのような役割を果たしてきたのか
松本　有加 米・キューバ国交正常化とオバマ前大統領の外交思想
矢坂　天成 アジア投資インフラ銀行と一帯一路
割石　雛子 日韓慰安婦問題―法的責任をめぐる対立―日韓請求権協定と強制連行

に関する解釈の違い―

萩原能久研究会
岡野安佑子 未定
古賀　駿佑 日本の経営と国民性
小原由紀菜 正義とは
田嶋　嶺子 日本のジェンダー観における分断と境界線の暴力
塚田　ゆり 日本のオリエンタリズム―日本近代における「アジア」考察―
浜住　真衣 ナチスドイツにおける音楽の政治利用
平田　和詩 人工知能による民主主義政治運営の限界について
物江　将輝 ゲームと政治
山崎　慎矢 都市空間における地域コミュニティ創出について

細谷雄一研究会
合﨑　利紗 第一次世界大戦後のアメリカの対ヨーロッパ経済外交
荒牧　萌子 ヴィクトリア女王とメディア―illustrated London newsに映る実像と

虚像―
飯島由梨奈 第三帝国の音楽の影響―ナチスは政治に音楽を行使するべきだったか―
磯崎みなみ 英米関係とベトナム戦争―ウィルソン政権期の対米政策―
岡室　貴子 1970年代以降の資源エネルギー政策から見る日豪関係
君島　佳穂 『タイムズ』のイギリス対外政策認識の変化―1955年から1961年にか

けて―
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清水　翔太 ルワンダ政府の国民和解政策
鈴木　杏奈 アメリカ文化外交と戦後日本
住田　紗里 EUの移民政策―ベルギーにおける国家と地方の移民政策を中心に―
田岡　玲子 ハプスブルク帝国末期における文化の隆盛―ウィーン世紀末文化の意

義―
高石麻理子 イギリスにおける移民の統合について
罇本　太郎 未定
千葉　理沙 中東欧の弱さとは―戦間期から終戦にかけてポーランドを通して―
南部　希美 独立戦争から内戦にかけてのアイルランドのナショナリズム―『麦の

穂をゆらす風』の兄弟に表象されるアイデンティティの葛藤とイデ
オロギーの闘争―

古谷　桃子 戦間期日本の委任統治をめぐる国際政治―南洋群島の1919年～1933年
を俯瞰して―

益子　賢人 香港返還交渉におけるイギリスの対中外交の変容―香港民主化をめ
ぐって―

三村　晃平 「汪兆銘政権」再考―「グレーゾーン」をめぐる歴史認識の逆転―
三和　桃子 1956年スエズ危機におけるイギリス政府内の対立―「二人のアンソ

ニー」の決別を中心に―
森田麻菜美 第二次世界大戦期のスイスの難民政策―中立国の人道主義的使命と国

土防衛―
渡邊　弘晃 第二次大戦期における英米の東欧秩序構想―「ポーランド問題」をめ

ぐる英米ソ関係の推移をめぐって―
渡邉　りら 第二次大戦時におけるイギリスの対独インテリジェンス―エニグマが

もたらした戦争勝利―

宮岡勲研究会
有山　彰吾 民族紛争と外部アクターの対応―ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争を

事例として―
稲垣　孝憲 強制力の源泉としての石油海上輸送を阻害する能力―イランによるホ

ルムズ海峡封鎖の威嚇を中心として―
落合　響子 海洋における紛争解決手続きの司法化―国際海洋法裁判所判例の分析―
小室　花奈 日本の安全保障政策の変遷（1975-2000年）―バックパッシング論の

批判的検討―
芝　　花織 化学兵器禁止規範の拡散に関する歴史的考察
福本ひかる 核兵器保有によるイギリス外交の自立性への影響―インドシナ和平問

題とスエズ危機を事例として―
森分　優至 アメリカの中東政策と国益認識―冷戦後のイラクにおける軍事力行使

を中心に―

山本信人研究会
呉　　文恵 フィリピンの大統領選挙報道から見る世論について
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鹿野　洋司 牧口常三郎の思想世界―『人生地理学』を手がかりに―
土屋香乃子 オンラインメディアと新しいヘゲモニー闘争―ロシア国営メディア

『Sputnik』の英・独・仏報道を事例に―
花里百合子 百科事典と「教養」―使用者の観点から―
山本　有麻 “UNIVERSAL” DECLARATION OF HUMAN RIGHTS―人権の政治化

と UDHRの有する“PLURALITY”―




