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卒業論文一覧（平成27年度）
―平成27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
青木　大宙 19世紀以降のヨーロッパ各国の諜報活動にみるインテリジェンスと経

済状況の関連性
赤羽孝之助 憲法 9条は水戸黄門の印籠か―非武装主義のミラー・イメージング
春日　駿毅 オーストリアの第一次世界大戦期の外交
官崎　千理 日露戦争におけるインテリジェンス
小林　寛子 9.11後のアメリカの安全保障
近藤　一仁 クリント・イーストウッドの映画における政治性
齋藤　優樹 日本のシーレーン防衛について
佐藤　円香 EUと「ナショナリズム」
下河邊理恵 オーストラリアのアジア太平洋国家化とその揺らぎ
高尾　珠樹 第三次台湾海峡危機と冷戦後の日米中安全保障
高室　裕光 日中関係の再考―日本の ODAの視角から
土田晋一郎 米国情報機関の諸問題
森田　美雪 アメリカの東アジアにおける同盟関係の発展―1970年代と1990年代の

比較を中心に
山村　久志 テロの暴力性への対抗と安全保障概念の再構築

麻生良文研究会
杉田　寛明 将来推計人口に基づく医療・介護等関係費の分析
中山　夏輝 社会保障制度の国際比較
吉村　祐生 公的年金制度の改革について

有末賢研究会
青山　聖弥 災害情報行動とボランティア活動
秋吉　　馨 高齢者とその家族の関わり合い
石井　理奈 「日記」が自己形成に与える影響と変貌
大森　有紗 都市構造から見る川崎市の貧困
川鍋みずき 終末期医療に関する社会意義―現代社会の医療化
鈴木　智子 米国におけるヒスパニック
竹内　有希 都市の構造再編と生活の実態から見る東京の問題
角田めぐみ 越境者のネットワーク構築における都市が果たす役割
野崎　雄大 女性の働きやすい社会とは
野原　周郎 日本に於ける自死とその遺族が立ち直れる社会の検討
春口英里奈 日本企業におけるセクシュアル・マイノリティについて
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柳　　浩宰 既存のストックを活かした住民主体のまちづくり―世田谷区太子堂の
事例から

出岡直也研究会
森川　郁子 日系企業が手がけるラテンアメリカでの開発事業における抗議運動と、

抗議運動に関する日本とメキシコのマスコミ報道の比較

井上一明研究会
川原　惟子 アフリカの野生動物保護―動物と共に生きるには
金　世　麟 ケニアにおける「適正技術」を利用する「BOPビジネス」―その現

状と将来性について
濱部　里沙 コンゴ民主共和国における「資源の呪い」
物江　咲紀 サヘル地域の森林破壊に見る、アフリカの環境問題への取り組み

大石裕研究会
尼子友香理 多文化受容の中の日本人論
一柳　有沙 「同性愛」報道から考える性の多様性の実現
梅澤　　廉 スポーツ紙から見るマスメディアの捉え方―手のひら返し報道とうま

く付き合うためには
大野　成美 メディアが描く「文明の衝突」―日本の新聞はどのように捉えたか
川野辺周平 性の多様性の社会的認識の高まりと BL(ボーイズラブ )作品の市場・

愛好家の変容
酒井　裕哉 日本のマスメディアはイスラムをどう報じたのか―新聞分析から見る

イスラムイメージの変遷
佐藤嘉仁、肥田佳那、三木梓　　　メディアフレームが社会に及ぼす影響―「ハラスメ

ント」の発生過程と変遷の分析をもとに
高井　麻衣 マス・メディアと「ゆとり教育」
高澤　真穂 韓国と日本の歴史認識の違い―メディアがどのように戦争を伝えてき

たか
田嶋　裕太 現代ジャーナリズムとメディア批評が構築する「現実」―朝日新聞の

誤報問題とそれをめぐる言説を事例として
竹内　温子 三重県伊勢市の地域活性化―「地方創生」という言葉の出現
津田　有菜 マス・メディアと観光誘致―坂本龍馬と高知県
津守　俊幸 プロ野球における女性ファンの進出―もう“ミーハー”とは呼ばせな

い
中川　安奈 LGBTとメディア報道―新聞報道から見る社会的価値観の変遷
浜崎　京子 特攻にみる戦争の記憶

大串敦研究会
池村　康祐 旧ソ連諸国の権威主義体制における政治変動
大橋　英永 プーチンの素顔
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小林　　晶 ロシアにおけるメディアの役割
斉藤　洋平 オリガルヒの政治的影響力ーその拡大と縮小における考察
野上　大貴 朝鮮戦争におけるソ連の影響
橋詰　逸平 ロシア民法における被害者救済重視についての考察

大久保健晴研究会
金子　みか 満州事変―二つの思想とその挫折
杉浦　洋介 戦前日本のファシズム運動
多田　海斗 「個人主義」をめぐって―西欧個人主義思想と日本におけるその受容
チョウゲイヒン 中国人の日本に対する感情のダブルスタンダード―日本の文化に憧れ

つつ、反日デモを起す
羽田　妙子 言論統制とメディア
刎本　浩紀 再考宰相吉田茂―戦後の対米戦略が現代に遺した物
阪　　　麗 日本と監視社会―関東大震災をめぐって
弘中　駿也 近代朝鮮のナショナリズムとそのアポリア
八島　悠真 日米開戦過程における海軍首脳の役割

大沢秀介研究会
青木芙美乃 議員定数不均衡訴訟からみる、参議院の在り方と平等
岡庭　佑華 無戸籍者の憲法上の権利
川俣　匡奨 プライバシー権からみる日本の「忘れられる権利」について
熊谷　莉那 憲法問題からみる受動喫煙防止条例
黒田　裕之 安楽死・尊厳死と自己決定権について
小内　裕太 日本の政教分離の歴史と展望
鈴木　慶吾 憲法の保障する刑事手続と免罪
高野　　翔 ヘイトスピーチ規制に関する考察
田畑加穂梨 アメリカ合衆国における妊娠中絶
辻　由希恵 18歳選挙権実現に伴う課題についての考察
徳田　雄亮 アメリカにおける政治献金と大統領選挙の健全性―Is it true that 

Money Talks?
橋爪　鴻太 国家緊急権論からみた立憲主義
馬場　健太 ヘイトスピーチと表現の自由に関して―日本の現状を踏まえて
土方　綾乃 日本の死刑存廃論について
渕野　真美 アメリカ合衆国におけるラップ音楽の規制と表現の自由
宮本　師匠 集団的自衛権における行政府の憲法解釈と内閣法制局の二面性の考察

大山耕輔研究会
五十嵐啓太 道の駅事業における行政と住民の協働の重要性
池田　奈未 公共サービスの担い手と住民満足度
伊藤　槙子 待機児童問題における保育コンシェルジュの役割
内田　理沙 女性の就業継続における行政の役割
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阪口　直幸 働く若者世代の健康増進のための生涯スポーツ振興における行政サー
ビスの役割

塩見　知花 ICTの利活用と市民の政治参加
平山　充気 学校運営協議会の類型の再考と類型ごとの効果分析
舟田　正司 待機児童問題における市民参加の意義
松雪　　遥 介護予防事業における地方自治体の政策波及研究―高知市いきいき百

歳体操の伝播を事例に
柳瀬由里奈 留学送り出し政策における主要アクター間の「協働」の意義
山名　草太 原子力政策における政策評価の分析

岡山裕研究会
安藤　　彩 アメリカの企業フィランソロピーにとってのチャータースクールの役

割―ウォルトンファミリーファウンデーションを中心に
池田　力以 19世紀前半の連邦議会上院における投票行動の変化―関税法案を中心

に
高橋　　慶 オバマとヒップホップの政治的関係
寺本　麻鈴 民主党と共和党の政策決定過程―教育政策を中心に
長倉　万莉 ヒスパニックのオバマ論
李　昇　炫 アメリカ最高裁判決 Obergefell v. Hodgesにみる司法積極主義
李　環　誠 連邦議会選挙におけるティーパーティー系全国団体の選挙戦略―献金

による候補者支援を中心に
渡辺真理絵 CIO設立から CIO独立までの歴史的背景

笠原英彦研究会
石川　祐衣 石川県における伝統工芸品産業の振興について
北川智恵子 軍部統制における宮中グループと皇族
草刈　孝介 指定都市制度と特別自治市制度の検証―横浜市の場合
小池　敦史 コンパクトシティ政策に関する一考察―富山市の事例を中心に
高橋　武詩 自治体クラウドの事業継続性問題について
永田　幸人 環状緑地帯を支えられなかった法制度
松本　愛奈 「ムダ」でない公共事業を行うためには？
藁科　　啓 橋本龍太郎内閣の公衆衛生政策について

粕谷祐子研究会
青木　　遥 民主化と権威主義体制の維持―アジア通貨危機後のインドネシアとマ

レーシアの比較
安藤　　駿 政治体制間の開発援助の差異―新興ドナー間比較 中国・ブラジル・

ベネズエラを事例に
石川　有紗 中東君主国家のアカウンタビリティ―西欧型民主主義が存在しない中

で、政府と国民の間にどのようなアカウンタビリティが存在するの
か
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岩田那祈子 資源の種類と政策から考える「資源の呪い」
梅村　志保 軍と体制崩壊―どのような状況で軍は政権転覆を試みるのか
大江　優美 中国の権威主義体制が持続する要因は何か
川口　哲平 ワークフェア・アクティベーションによる福祉国家の変容について
栗山　　伸 選挙制度の違いはどのような政治的帰結の違いを生むのか―ニュージ

ランドにおける選挙制度改革とその帰結
桑原　純也 資源とパトロネージ
小助川萩帆 福祉国家とジェンダー平等―日本における普遍的ケア提供者モデルの

実現を目指して
城島　未来 南アフリカの民主化とアジェンダ構築理論
鈴木　瑞穂 アメリカ合衆国における新自由主義の変遷―ティーパーティー運動を

例として
角茉　莉那 アフリカ新興民主主義の安定化要因―Linzと Stepanの分析枠組に基

づく相関分析とニジェール・ベナンの事例比較
武田　啓豊 国際開発援助がもたらす経済成長への悪影響―資源の呪いを応用して
谷　　直剛 旧ソ連諸国におけるロシア系住民が新興国から独立を目指す要因につ

いて―その実証と応用
鳥井里沙子 南アフリカにおけるアパルトヘイト抵抗運動―UDFの役割について
中山　　信 なぜ日本において営業秘密の保護が強化されたのか
細田　大河 権威主義体制における軍の離反―ステパンの政軍関係の枠組みによる

アラブの春の分析
細谷　優里 アラブの春における民主化
森　　洋子 多民族国家の教育言語政策における、拒否権プレイヤーと政策変更の

関係性
山田　安珠 移民の師弟に対する教育―多文化主義か同化主義か

片山善博研究会
大川　峻哉 流域から考える防災対策―行政区画が引き起こす水害のジレンマ
大谷　研人 空き家の活用―民泊の是非と地域活性化の可能性
折本　隼太 小中一貫教育の是非と教育行政のあり方
加来　勇祐 道の駅―地域活性化拠点としての可能性
金城きらら 地域福祉の主体形成における自治体の役割について
熊倉　直子 地方活性化における芸術祭の可能性―大地の芸術祭を中心に
三枝　佳佑 住民参加型まちづくりに果たす行政の役割について
坂巻　正子 あらゆる人が芸術文化を享受するための社会基盤とは―東京都を例に
佐竹　尭博 地域における主体的な福祉の構築について―福祉政策としての“アー

ル・ブリュット”
篠塚菜保子 地方創生における行政関与型クラウドファンディングの役割
清水隆太郎 多文化共生における自治体の役割―神奈川県横浜市を事例に
高山　　優 地方自治体における社会保障改革の可能性
土田　史華 ICT技術による地域活性の可能性
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山本　瑞穂 地方自治体が推進するスローフードの可能性
渡邊　真也 指定管理制度について―課題と今後のあり方

河野武司研究会
青野里咲、河邑美由紀　　　選挙権の年齢引き下げに対する若者の反応と現実―選挙権

年齢はなぜ引き下げられたのか
岩男　恵介 メジャーリーグと投票率―優勝すると投票率は上がる！？
今井友理恵 新聞報道と被災地復興の相関性―東日本大震災に見るマスメディアの

働き
大蔵佑月、崎山ことね　　　日本における同性婚及びパートナーシップ制度の現状と展

望について
酒井志寿花 政治主導で失敗するクールジャパン
塩澤　　岳 Googleは世界を支配してしまうのか
柴田　洋佑 政治と裏社会の関係―フィクサーの存在
鈴木彩加、安田百那　　　橋下徹の劇場型政治―大阪都構想はなぜ否決されたか
関山　翔太 シルバーデモクラシーの語られ方―現代日本の「虚構」と「現実」
林　　武志 我が国における自衛隊に対する印象の変化について
法性亮太、吉野純司　　　安倍内閣による「地方創生」の意義―事例から学ぶ地方活性

化の戦略
松永　一輝 公共サービスにおける NPOの現状、並びに今後の展望と存在意義に

ついて
山本　俊輝 亥年現象の都道府県別検証―投票率の変動値にみる投票行動の実態

小嶋華津子研究会
石田　嵩英 冷戦の終焉と日本の朝鮮半島政策―日朝交渉の考察から
榎本　　旭 中国の多国間関係における取り組みの考察―FOCACの事例を参考に
小幡　健人 日米安保再定義に至るアメリカの政治過程―中国ファクターに焦点を

当てて
佐伯　慶新 中国朝鮮族の韓国流入問題に関する考察
薛　　天成 インターネット時代における中国人の理財行動及び銀行改革への影響

―アリババ参入から考察
高平　　愛 中国観光の政治的変遷と現在直面する課題
野村　安崇 南京事件論争の継続要因はなにか
萩原　桂菜 地方紙から見る日本の中国報道の現状
早川　　裕 日中の大学入試制度に関する考察―改革という視点を中心に
本田　優樹 中国におけるスポーツ選手育成制度の実態と課題―中国トップテニス

プレイヤーを例に
水落　達哉 中国の有人宇宙飛行政策について
水澤　拓也 中国食品汚染問題と日中間の取り組み
山本　純也 韓国のアジアインフラ投資銀行参加における主体分析
葉　倩　馨 中国ものづくりはブランドを作れるのか
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小林良彰研究会
嶋田　翔太 「矛盾なき政策」に基づく持続可能な社会の実現
白方　雅哉 都道府県知事の多選に関する実証分析
菱山　光輝 行政法学における原告適格の現代的展開
村上　隆俊 高齢者の社会的排除に関する研究
山縣　美希 スペイン福祉政策に見る家族主義の限界
山田　広樹 Development of Globalism and Regionalism in Political Economy
麻生豪、安藤信允、石田ひかる、後藤潤、佐藤史歩　　　医薬品アクセス向上に向けて
阿部大亮、手塚成美　　　産業連関分析からみる東アジアの相互依存関係と各国の政策
石川綾佳、塚本恵子、平河佑佳子　　　日本における女性起業家の増加に向けた国際分

析
千葉梨絵、宮﨑志帆　　　地域に根付いた高齢者福祉の実現に関する分析

澤井敦研究会
青山　夏実 多様な他者との共生社会―人との <つながり >の可能性
石井晃太郎 日本の社会システムとアイデンティティ・クライシス―ニューコミュ

ニティという処方箋
角野　風太 現代社会におけるライブ―繫がりを求める消費
神森明日香 外国人留学生に見る自己演技―「日本人らしい私」と対人関係とは
菊地　直也 若者の若者による若者のための幸福論―現代の若者の幸福度と自殺率

を参考に
嶋田　健吾 日本人とメディア―「テレビ離れ」は今後進行し続けるか
新川未沙里 変化を続ける <完成された虚構 >―東京ディズニーシーとゲストの共

謀関係
末田　隼大 現実における個人の行為について―社会学の再検討と一人称的説明モ

デルの構築
角南　和弘 若者の政治離れの本質と政治参加の可能性
関　　泰倫 　「ヘイト本」をめぐる言説―「ヘイト本」問題の構築と現代日本の

レイシズム
田島　瑠理 現代日本における子供の社会化と親子関係―父性の意義と可能性
都筑知佳子 現代大学生のアイデンティティ形成について
福地　　園 <新しい豊かさ >を求める人々―“大量消費”では得られない現代人

の幸福
馬籠はるか 現代日本の若者における発展途上国の「貧困」がもつ機能―ボラン

ティア活動の観点から探る
増井亜莉沙 Twitterの流行に関する考察
松本　紗季 現代日本における寄付文化の変革―NPOとファンドレイジングの秘

める可能性
宮田紗也香 宝塚の「ありか」―魅惑の宝塚消費とその重層性
山見紗英子 現代社会の摂食障害―消費社会における痩身の価値
渡邊　小夏 21世紀の東京をとらえる―グローバル化の進行から東京の発展の可能
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性を探る

塩原良和研究会
有賀　彩織 外国につながる子供たちへの教育支援問題
飯塚　崇矩 多文化社会における“自由”とは―Charlie Hebdo事件の示唆
板橋　瑛美 ホテルとコミュニティの関わり　今後の日本について
岩田　陽介 日本の地域社会における在日中国人の実態と共生のあり方の考察―池

袋の街 (豊島区 )を事例に
大西　菜穂 新聞報道における女性アスリート表象の変化
熊谷　康汰 アイヌ民族と先住民族教育
鈴木　脩大 ポップ・カルチャーによる価値観変容の研究
田代　　静 <音楽の力 >の可能性
田中　瞳子 高校進学の先へ　「出口」につなげる取り組み―神奈川県定時制高校

の事例から
田中　友輝 脱成長とテクノロジー
永岡　拳治 ダイバーシティマネジメントにおける「対話」の可能性
永田さくや 多文化を生きる子ども
仁保　　麗 「日本人らしさ」―そこから見る日本サッカーの変遷　　　　　　　

　　　　　　
根本　昌輝 低所得世帯の子どもに対する保証的な学習機会の実現にむけて
平野　玲奈 日本の国際児とメディアイメージ
堀部　沙耶 私と差別
松坂くるみ 日本のムスリム第 2世代

関根政美研究会
足立　麗衣 フランスに学ぶ未来の日本の少子化対策
新井紗也花 グローバリゼーションにおける帰国子女の今後の可能性について
大山　千尋 多文化教育の現状と展望
小笠　原周 世界の移民政策における一考察―ヨーロッパと日本
洪　玟　玲 外国人児童生徒の教育の実態
駒井あり沙 日本のシングルマザーの貧困
齊藤　梨帆 「一億総活躍社会」は実現可能か
鈴木　璃華 多文化共生は失敗したか
高杉　　哲 華僑・華人社会比較研究―欧米諸国と日本を比べて
深野　洋祐 日本における新興移民国家化への道―外国人労働者を中心に
宮本　俊平 移民が移民送出国の開発に与える影響
八木原　隼 日本における多文化共生社会
吉田　　航 日本における外国人労働者の現状と実態―アジア外国人労働者争奪戦

を勝ち抜くために
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添谷芳秀研究会
伊澤　璃穂　 歴史問題をめぐる韓国の対日外交政策の変遷
遠藤　佑華 日本のパブリック ･ディプロマシーの歴史に見る反日感情の変遷
勝野　　連 非伝統的安全保障分野における日中の能力構築支援の比較
刈尾　知里 国際機関での日本の役割―人間の安全保障
久木田和謙 日本の人間安全保障政策の変遷―理想と限界の着地点
小林　薫子 AIIBが日米中関係に与えた影響
五艘　志織　 岸信介と安倍晋三の政策比較から捉える戦後日本の東南アジア賠償外

交
笹原　　萌　 天安門事件後から読み取れる日本外交の性質
塩川　裕子　 戦後日韓関係の変質―国交正常化と日韓共同宣言、現政権の比較から
高橋　明希　 安倍外交における「価値観外交」のねじれ
立花裕太郎　 安保理改革を目指す日本の国連外交
田中健太郎　 アザデガン油田開発を通してみる日本のイラン外交
田中　　遥　 日韓安全保障協力の進展―「擬似同盟モデル」の検証
土木田祥平　 中曽根・安倍の外交にみる、日本外交の「自立」と「吉田路線」
芳賀　純平　 歴史問題と価値観外交の発展
早川　賢人　 日本の難民問題研究―インドシナ難民の受け入れにおける市民の役割

を中心に
飯田　　萌 安全保障法を巡る日本政府の妥協
深澤　美奈 外交政策としての日本のコンテンツ産業振興
藤崎　雅高 開かれた APEC、二国間関係との交錯
堀江　佑太　 沖縄米軍基地問題―沖縄返還交渉において佐藤首相が直面したジレン

マから読み解く
吉澤　福生 日韓関係におけるパブリックディプロマシーの変遷―韓流が日韓に与

えた影響

高橋伸夫研究会
伊勢　崇生 被害者としての中国
大和田　望 西太后の再評価
鈴木　健太 留学生政策の日中比較
関根　寛尚 中国とネット規制
森　　俊貴 キケンな国中国・事故率の日中比較

田所昌幸研究会
相本　　廉 ブラジルにおける多民族社会の成功とその背景
伊関　厚規 1960年代の学生運動の分析―トランスナショナルな枠組みから
大坪　敬幸 日本国家による追悼のゆくえ―靖国・千鳥ヶ淵・新施設
小嶋　駿介 1930年代後半のイギリス外交政策に関する考察―ミュンヘン会談前後

の英独関係を例に
榊原　翔子 スコットランドから見る国家
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宮野　真緒 労働力輸出大国フィリピン―その独自性を巡って

田上雅徳研究会
内田　大空 性と聖―娼婦は如何にして聖女となり得たのか
内田　哲平 ラースフォントリア―映画から見るデンマークのキリスト教観
大西あゆみ F.テンプル　息子の陰に隠れたカンタベリー大司教の生涯
金子　竣亮 スウェーデン女王クリスティーナのリアリズム
木下　智文 「アルハンブラ宮殿」イスラムの盛衰とスペインの栄枯
佐野あやほ 英米におけるピューリタニズムがインディアンにもたらした影響につ

いて
服部　史佳 ナイジェリアを揺さぶるペンテコステ＝カリスマ運動　発展の理由と

社会で果たす役割について
原　彩由美 オーストリアハプスブルク家とローマ教皇―マクシミリアン 2世を中

心に

玉井清研究会
浅倉　正寛 近代日本における競馬法の成立過程における一考察
上田　真穂 1940年東京オリンピックの招致過程
卯月　尚人 戦前・戦後における椎名悦三郎の経済観
小田　　誠 近代日本におけるディズニー文化の受容過程
黒田　啓輔 省線・新子安駅開設までの過程について
公門　優希 明治日本における女子留学事業の展開―津田梅子の活動を中心に
小坂　裕二 和歌山築港問題の過程
小松崎鉄雄 周辺人物から見た東条英機像
小柳　安那 日本におけるチャップリンの受容―社会主義との関係を中心に
清水　香織 海軍儀礼外交に関する一考察―海軍軍楽隊を中心に
萩原　文彦 志賀茂昴による日本発展への危機意識と海外への視座
林　孝一郎 楠公一族と近代日本
牧村　理浩 近代日本の外客誘致政策について

堤林剣研究会
新井　直明 アーレントをアーレント的に読むことの可能性
大江　　馨 感情及び感受における想像の必要性
大本　理紗 男性らしさと女性らしさ
川崎　莉果 大学生におけるソーシャルサポートの重要性
木村　仁美 プロパガンダと心理
甲谷　駿伍 ポール・マッカートニーの政治思想
雑賀　淑恵 どのように流行が生まれるのか
佐藤　遼平 ロベスピエール憲法思想の政治思想史的位相
鈴木　　遼 未定
塚本　翔大 妥協と成功に関する考察
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堤　　省悟 哲人王に代表監督は務まるのか
兵賀　弘平 地方自治について
廣瀬　麗奈 世界の同性婚の動きから見た日本の同性婚
松田　昂紀 イスラム国のイデオロギーについての考察
松永　悠紀 クールジャパン戦略の是非
三上　有紗 19世紀フランスにおける軍歌と思想の変遷
山田　啓明 現代におけるオリエンタリズムの残存について
柳　　宗熙 アイデンティティとコミットメント

富田広士研究会
小方　理絵 未定
兼清　康彦 「イスラムと日本の邂逅」―共存と共振
金村　知紀 シリア情勢と台頭するイスラム国
鎌田　浩光 チュニジアにおけるアラブの春の影響について
工藤　洋介 中東諸国を例に理想的な民主主義の定着について
田村　　茜 「イスラム国」の勃興とアメリカによるイラク戦争・イラク占領
一寸木大悟 GCC比較によるアラブ王家支配研究
野村　　翔 サウジアラビアの将来における発展と安定性
橋詰　　潤 「イスラーム国」台頭の背景と将来計画
廣瀬　茂之 中東問題と日本に関する分析
松浦　祥子 中東地域における『イスラーム国』の展開とその影響
ムルター大島、オーウェン圭介　　　ISISのプロパガンダ戦略
森下怜一郎 中東秩序形成とトルコへの期待―AKPとエルドアンの必要性
山口　　直 1月25日革命後のエジプト―人権問題と民意の変化を探る
横山　佳世 中東における貧困と日本の ODA政策
吉次真秀子 イラクにおける民主化失敗の要因―イラク戦争は何をもたらしたのか

西野純也研究会
上田　裕基 オバマ政権の中東における軍事介入の決定要因―リビアの事例から
大原　拓也 日本の対インドネシア ODA
岡本　咲也 経済が日中の歴史認識問題に及ぼす影響について―日本における南京

事件に対する認識
加藤　愛佳 小泉外交の光と影
佐藤　　彩 日中韓三国間協力について―政治対話の停滞と回復：2012～2015
波田野美穂 日本のパブリック・ディプロマシーの強化―第二次安倍政権を中心に
疋田　渓史 ソ連の朝鮮半島戦略―ソ連型社会主義体制の確立
藤田　崇寛 日米ガイドラインをどう改定し、なぜ改定したのか―対中国の視点か

ら
山本健太郎 西ドイツにおける68年運動と緑の党―戦後ドイツ政治への貢献
李ボンドゥ 首脳会談から見る中韓関係における「北朝鮮」―変動と意味
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萩原能久研究会
饗庭　佑奈 安全保障関連法案成立に見る、同調の責任
板倉　圭佑 「外国人」と社会保障―「国民」を問い直す
神田　萌子 沖縄問題にどう向き合うか
菅野　瑞希 日本における難民政策
小山　桃子 LGBTとどう向き合うか
阪　　　麗 日本と監視社会―関東大震災をめぐって
田島　雄介 移民問題
多田　知史 グローバルな正義の課題としての「搾取工場」
長島　晧平 アガンベンのメシアニズム
林田　一浩 エネルギー政策にみられる技術信仰とナショナリズム
宮瀬　沙織 モードは、いま？
村山　大輔 インターネットと公共圏
山田　俊洋 繰り返す主体たち―カフカの『城』を中心に
渡瀨　勇気 大学生のモラトリアムと承認欲求について
渡辺　健太 最貧困女子の現状とその解決に向けて

細谷雄一研究会
姉小路佳奈 シンガポールのトータルディフェンス
今里茉莉奈 レヴィナスの戦争論を辿る
岩谷　栄成 対外政策決定過程における自民党の変容―55年体制からポスト55年体

制へ
浦田　まり 国際秩序と法の支配
大谷　健介 21世紀における政治的リーダーの資質とは―アンゲラ・メルケルのハ

イブリッドリーダーシップ
尾山　嘉範 「政治作家」ジョージ・オーウェル―国際政治と文学
上井啓太郎 インドネシアを巡る日英の「衝突」1959～1967
加茂　謙吾 第一次大戦前後のアメリカ対外姿勢の変化
清川ひかる The integration process of the EU by Jacques Delors and the legitimacy 

of supranational authority in the EU
香西　敬介 スペイン内戦に於けるフランスの不干渉政策
越野　結花 Pivot for whom?: Obama's Foreign Policy towards Asia 2009-2015
小林明日香 日本の対外戦略における教育協力の役割
坂本　　顕 外交思想の問い直し
庄司　奈央 Globalization and the Destruction of the Welfare State
すくむ田祐真 ハンス =ディートリッヒ・ゲンシャー―冷戦終結の功績者として
竹田　早希 対中外交における効果的広報外交―J-LOPに焦点を当てて
但野　由衣 ピューリタニズムとモンロー主義
田中　未来 オリンピック開催をめぐる政治史
田中　里奈 英国における地方ガバナンスの限界と今後の展望
谷口奈々恵 19世紀後半フランスの装飾芸術をめぐるナショナル・アイデンティ
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ティ―「良き趣味（bon goût）」概念を中心に
中村　優介 『偉大なフランス』の体現者ド・ゴール
斜木陽二郎 スエズ危機とイーデン
西田　美彩 パクス・ブリタニカ及びパクス・アメリカーナを通じて見る現代にお

いての覇権国
根本　諒太 戦後秩序構想におけるブレトンウッズ体制
野口　真央 日米同盟と独露同盟の比較
葉山　真美 エドワード・サイードと文化外交
増田　理紗 ワシントン DCにおけるアジアのロビー活動
宮崎　愛子 『デンマークショック』後の EU政治、1992年 -2015年―デンマーク

国民投票と欧州統合
茂木　怜子 イギリスの対中東政策
若杉　　茜 政治イデオロギーとしての宗教

宮岡勲研究会
梅山　雄基 地域的紐帯と一般市民のジェノサイドへの参加―ルワンダでの独立以

降のジェノサイドを事例として
高地万理子 石油の安定供給と米軍による石油関連施設の警護―イラク戦争を事例

として
鈴木　勇輝 貿易期待と戦争―日本の対米開戦決定を事例として
竹内　美佳 パワーシフトと民主的衰退国の行動―1914年以前における英国の対

独・米脅威認識
馬場　貴史 民族紛争と少数民族の政治参加―現代のトルコとマレーシアの事例か

ら
前川　智子 民族紛争に対する地域型国際機関による経済制裁―冷戦後におけるア

フリカの二つの事例を比較して
望月　優美 民主的政府間組織を通じた紛争解決メカニズム―1990年代後半のコソ

ボ紛争を事例として

山本信人研究会
今井　　秀 日本の国際通商戦略における天然ガスの姿―LNGの「鎖」とその「錆」
上野　僚介 コーヒーと喫茶店―大阪と東京、育まれた文化の違い
牧原　史和 オーストラリア連邦のサッカー強化策―短期間で成長を遂げた理由と

背景
山﨑亜希子 首輪に苦しめられる人々―微笑みの裏にある葛藤

横手慎二研究会
宇都　文章 なぜロシアはシリアに介入するのか―シリア空爆の意義とは
岸　　雅彦 ウクライナ問題が日露関係に与えた影響について
栗原　伽羅 ロシアにおける表現の自由と民主化の関連性
笹原　亮太 ロシアの住宅問題
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鈴木　綾華 プーチン外交の歩みと行く末
野口　一明 日本とロシアの天然ガス取引について
山田　勇輝 WTO加盟がロシア経済に与える影響


