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卒業論文一覧（平成28年度）
―平成28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
赤石　　彩 テロリズムの変容と展望
家坂　徳二 中国の対日戦略と日本のリベラル言説
石井　　純 国際政治における地理―地政学の概念を中心に
柿澤　　峻 「核使用論」と「核抑止論」―核戦争の抑止をめぐる論争
加藤　　麗 ビスマルク外交と第一次世界大戦
金友　崇晃 イギリス外交と欧州統合―第 2次世界大戦後から EEC加盟申請に至

るまで
小西　雄志 戦前日本の対外宣伝―鉄道省国際観光局を中心に
武中　　萌 冷戦後 NATO拡大とロシア
谷岡　沙耶 杉原千畝のビザ発給を巡って
玉橋　尚和 プロスペクト理論による戦争研究
内藤　佳景 アメリカの宇宙政策
中井　　陸 今後台湾は誰と手を取り合うのか
西岡　真奈 シエラレオネ紛争における国連介入の意義―終結から武装解除まで
野呂美由紀 ベートーヴェンとナポレオン―フランス革命が音楽に与えた影響
藤田　　澪 アジア太平洋における安全保障同盟―二国間と多国間
松村　信成 テロ対策における対米追従の是非について
水野谷咲樹 アメリカの対イスラエル政策
森川　恵菜 Virtual History―別の日本WWⅡ史
山田　康平 北極海における地政学理論と安全保障問題

麻生良文研究会
赤木　智美 社会資本の老朽化から考える今後の社会資本整備の在り方
石出　大地 持続可能な医療保険制度の構築―わが国の医療保険市場の現状と展望
竹野　健太 相続税 ･贈与税による世代間格差の是正
星野真瑠也 医療制度と ICT
真野　愛弓 様々な立場から見る年金問題―給付に関する現状と課題
宮下　陽香 法人税の課税ベースに関する考察

有末賢研究会
桑田　康平 就職活動における帰国学生の職業選択
小笠原佳夏 スキャンダルから見る過剰反応社会
岩田　梨沙 雇用におけるジェンダーフリー社会の実現とライフバランス
南賀　圭佑 コンビニエンスストアから見る日本人の消費行動の変化
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鈴木　慶彦 都市近郊郊外の高齢化と問題点
吉田早耶香 尊厳死について
竹崎　友美 スポーツチームと地域コミュニティ
松浦　　薫 なぜひとり消費をするのか
川端真里奈 祇園祭が長く続く理由―山鉾町内の地域コミュニティから探る
小豆沢　遼 江東区豊洲における再開発が生み出した階層格差について
玉原　菜実 東京における現代女性のライフスタイル
佐藤　李奈 メディアとフェミニズム
高木　稜平 東京の空き家問題
高木　涼輔 未定
余村　由茉 ごみ屋敷問題から見るセルフ・ネグレクトの現状
薮本　健太 家庭環境の変化と食生活の変容
河村　敬太 武蔵小杉の再開発
井上　　直 職住近隣と家族関係の変容
播田　　涼 男女平等社会の実現および共働き家庭の現状と問題について
小西由起奈 木更津の街づくりが木更津住民と県外住民に与えた影響
高柳　優太 学校空間における社会階層
上田　大和 現実と宗教のギャップについて
中嶋のど佳 宝塚歌劇団における人材育成について

井上一明研究会
浅井　祐樹 閉鎖的空間に見られるアフリカの呪術
伊保　慶蔵 ボコハラムはジハーディストなのか？
大塚ともは アフリカにおける地位向上
柿沼英理子 中国はアフリカに何をもたらすか―変容する中国の戦略的アフリカ資

源開発とアフリカ「開発」への第二のシナリオ
榊原　沙織 アフリカサハラ以南の教育改革における教育者の教育の重要性―ルワ

ンダを例にとって
津田恵梨子 アフリカの水格差とその要因と有効な解決法を探る
萩原　徳樹 中国のアフリカ進出―脱“食い荒らされる大陸”に向けて
平池佐恵子 アフリカにおける女性戦闘員の社会復帰―ウガンダを例に
矢部　千尋 サブサハラ地域における海外直接投資の増加と各国の法整備の相関性
渡邉　里奈 アフリカが本当に必要としている援助とは

大石裕研究会
荒木　沙耶 シャルリー・エブド襲撃事件にみる表現の自由―フランスの風刺文化

と日本からの視点
井澤健太朗 岩国基地問題再考
大野　頼人 日仏におけるプレスの自由と規制―両国の判例からみる反権論の言論

市場への影響
岡村早希子 原発報道から見る風評被害
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小川　真央 アメリカ大統領選から見るメディアと世論形成
柏倉　明郎 沖縄における我々と彼ら―沖縄地方紙の比較分析
後藤佑太郎 二極化社会―間メディア性との関連
柴田沙希子 9.11をめぐる記憶の在り方―メモリアルは何を表象するのか
谷内　裕理 死刑制度と日本のメディア―光市母子殺人事件から考える犯罪報道の

在り方
千須和侑里子 相模原障害者施設殺傷事件にみる分断社会
長尾　里穂 北海道新聞における TPP報道の変遷
西村　匠平 災害時における被災者とメディア
牧之内芽衣 メディアから見る若者の表象
町田真祐美 現代の若者の貧困―ワーキングプアの現状と再定義
松澤　拓樹 原発をめぐるメディアと世論2016
三好　亜実 2020年東京大会とメディア
山岸　弓華 日本の排外主義とジャーナリズ―誰が「ヘイトスピーチ」を生んだの

か
山本　宏明 メディアによる自衛隊報道

大串敦研究会
小野　泰智 なぜロシアのクリミア併合は起きたのか―マイダン革命を通じた考察
椎名　美紀 北方領土問題解決に向けて―根室での人的友好関係から試みる
須藤　篤彦 日露戦争
松山　綾花 ソ連のアフガニスタン侵攻とその影響
吉田　悠朔 ソ連におけるユダヤ人問題

大久保健晴研究会
青木　真秀 自由民権運動と植木枝盛
井上　　華 中国指導者とナショナリズム
岩井　邦夫 教育から見る近代日本と沖縄教育
宇恵　柚花 第二次世界大戦と慶應義塾
勝部　淳一 明治・大正期の社会主義と大逆罪
川崎　達輝 戦前日本における東洋経済新報社と石橋湛山
駒井　優樹 歴史の終焉論とリベラルな民主主義
武政　聡史 ナチスドイツの凡庸性
田中　創大 日本のフェミニズムにおける自己決定権と今後の展望
土屋　直樹 戦後政治と憲法を巡る動き
津山　琳子 国際化の中の人権
藤本　一毅 東アジアの共同体意識

大沢秀介研究会
猪砂　雄介 大学の自治
大谷　優人 電子図書館への移行に伴う「知る権利」保障の課題
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上條　愛理 マイノリティの人権
古賀　奏絵 妊娠中絶と女性の権利
関　　啓介 環境権
辻村　美樹 合衆国憲法修正 2条と銃規制
波羅　一慶 日本銀行の憲法学的正当性
松橋　千夏 食品の安全と国の責任

大山耕輔研究会
井上　雅幸 ごみ処理手数料有料化とリサイクル諸政策について
内田萌々香 自治基本条例の波及研究
遠藤遼太郎 指定管理者の選定過程が公共サービスに与える影響について
栗野　隆世 遊休農地解消における行政の役割
鈴木　　遼 障害者の虐待防止に向けた行政の役割
高柳　　亮 公民館が地域にもたらす効果
芳野　友亮 総合型地域スポーツクラブ育成政策とソーシャルキャピタルの関係に

ついて
三堀　裕矢 国家公務員の民間人材活用状況と要因―再就職者数からの分析
山田　大貴 地域の観光産業とソーシャル・キャピタルの関連について

岡山裕研究会
石黒　美袖 2008年米国大統領選挙における投票率と経済不況の関係
今井あかり 国連安保理の意思決定過程
今坂　駿佑 連邦議会共和党が銃規制に反対した理由
野上　　力 アメリカ大統領像の転換期―国民が認める『親しみやすさ』

小川原正道研究会
西　絵美子 未定
平柳　恵太 沖縄戦における“護郷隊”の実態と少年兵の言動に関する考察
三谷　祐歩 財閥解体と三井の復興
和久田耕平 未定
大庭　拓也 内務省と工部省の殖産興業への政策態度
宮崎　航平 未定
小金丸綾花 平野国臣と生野の変
岡本　健佑 和歌山自修学舎の教育内容―明治初期地方中等教育の一例
杉原　　望 明治時代における「殉死」の変容 ―乃木希典の自刃を中心に
梶谷　朋世 榎本武揚から見る、敗者の歴史
櫻井　佑理 明治期の女性解放思想
辻野　美紀 渋沢栄一の福祉思想について―東京養育院を中心に
青島　一繁 未定



257

笠原英彦研究会
新井　優菜 熊本大学での産学官連携に関する一考察
五百住　孝 戦略的対外発信予算増額の要因
金場　寛明 1930年代における日本の国際観光政策―鉄道省国際観光局はいかに国

際観光の「黄金期」を築いたのか？
原科　　颯 不改常典小考
麓　都紅美 男女雇用機会均等法

粕谷祐子研究会
阿久津花奈 少数民族の投票行動―民族政党が複数存在する場合
稲見　空広 軍の政治介入と民主化
岩本　海作 選挙制度と再分配政策
大井　翔平 難民が受け入れ当該国に与える影響
大嶋　里紗 宗教と政治―東南アジアにおける民主化運動に宗教が与えた影響につ

いて
大津　　匠 民族構成から考える「国民統合政策」と「多文化主義政策」の採択
垣水　雪乃 内戦の再発要因―チェチェン紛争を事例として
北村紗和子 愛国心と地政学的要因
小西　恭平 各国の政治資金制度が政党制に及ぼす影響
小山　礼高 植民地における言語政策の選択要因
清水　麻子 政党と民族紛争
瀬口のどか 地域機構の制度化の変遷―アジア通貨危機に直面した ASEANを事例

に
曽根　涼平 中東欧における年金制度再改革について―ラテンアメリカにおける第

一世代改革後の制度変容、枠組みの中東欧地域への応用
松村　寛太 サブサハラ・アフリカにおける議会の発展―ビックマンのコントロー

ルに向けて
南　　千織 産業セクターの市場構造がもたらす民営化の多様性
横田真亜紗 左派政権において福祉政策が縮減する要因
横浜　　航 内戦経験国における民主主義の定着

片山善博研究会
植月ひかる 「らしさ」を引き出す地方創生
小川　亜希 限界集落の現状と今後の変遷
掛川　佑奈 地方における産業振興の可能性―企業誘致の限界とこれから
北田　昌輝 自治体間連携と地方自治
北村　奈月 子供の貧困を断ち切る
佐々木麻い 第24回参議院議員通常選挙で適用された合同選挙区（いわゆる合区に

ついて）
佐藤　　諒 若者の政治参加と主権者教育
佐藤　香澄 自治体の民間委託について
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篠田　拓也 ICT利活用によるまち・ひと・しごとの創生
菅沼　知華 未定
高野　静香 公立学校における教員の負担軽減
田中　草太 地方行政による起業促進について
中野誠史郎 未定
長島　歩美 地域医療の現状と課題―少子高齢化とどう向き合うか
西田　伊織 過疎地における教育体制
長谷川　薫 自治体の予算編成を問い直す
古谷　高寛 地方銀行による地方創生
堀口　翔平 今後の地域医療について
宮坂美帆子 住民参加と CO―公衆衛生の歴史から
村井　亮祐 多摩地区における地方議会改革
山口かれん 沖縄から自治を問い直す―自立型経済の構築をめざして
山崎　眞絵 行政サービスの ICT化

烏谷昌幸研究会
荒木　泉水 世界を制す Google―利用者視点の追求
飯島えとな 企業のアイデンティティとコミュニケーションの在り方
小坂　美穂 人気ビジネス書のタイトルの秘密
木村　円香 日米関係の今後―トランプ氏の台頭
佐々木龍之介 日本におけるネットニュースのあり方
田中　雄大 二次大戦における新聞の戦争責任
鳥越　崇史 2008年のオバマの大統領選挙のメディア戦略から探る、アメリカ国民

の求めるストーリー
永堀　　礼 未定
濱　　智裕 求められるリアル体験―音楽業界のこれまでとこれから
光野　　元 イスラーム国とメディア戦略
三吉　翔悟 少年犯罪とマスメディア
山本　朝子 オリンピックの光と闇

河野武司研究会
伊藤なつ海 政治におけるセグメント
小杉　涼花 女性の活躍が日本にとってプラスかマイナスか
佐藤　梨那 未定
品川　俊裕 格差と満足度の相関
田澤　佳己 未定
長澤　　誠 所得格差―税制は本当に格差を縮めるのか
糸数亜衣梨、上原桐子、平出実里　　　沖縄の諸問題
大桃もとき、大和田啓太、玉井雄也　　　民主主義における SNSの可能性
小川玲奈、梶はるか　　　AIによって政治家は必要なくなるのか
坂本遼、ショルツ洋司　　　日本の労働者不足への対策―韓国の雇用許可制を参考に
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佐藤航太朗、三村周平　　　タトゥーと社会の関わり
濱基喜、村川雄紀　　　日本における女性政治家の社会的イメージ変遷

小林良彰研究会
綾野佳菜子 全国813市・特別区別幸福度とその規定要因（仮）
川村　千夏 投票行動における公約理解度の効果についての研究
久保山　潤 移民政策の比較研究―日本にあるべき移民制度の構築に向けて
後藤　卓哉 高齢者における IT利用の決定要因に関する分析
齊藤　　肇 住民投票実施による市民の政治参加への影響について
関根　雪菜 課題解決型学習による若者の社会貢献意識向上
西田　知弘 「平成の大合併」後における地方政府の自治体財政に与える影響分析
灰谷弥恵夏 政治的社会化を促す施策としての生涯学習―個々が政治的価値を自ら

獲得するために
横内　悠希 政治的寛容をめぐるテロリズムへの脅威感と報道の関連性
岩津花、鎌田明里　　　企業誘致政策による地域の発展にむけて
岡崎栞、佐藤峻　　　商業的平和論
重盛圭亮、渡邊大介　　　わが国の持続的な財政に向けて

澤井敦研究会
新井　麻友 「復興」を考える―東日本大震災における福島を焦点に
遠藤　大貴 非日常系マンガから見る現代人のマインド
鴉田陽太郎 これからの日本社会における理想の父親像
斎藤　脩輝 アンダーグラウンドからオーバーグラウンドへ
柴田　利佳 キャラ社会日本の若者の個性のあり方
下山　碧月 小説の衰退
関山優理子 日本における性的マイノリティ―同性婚の社会受容に向けて意識を変

えるために
内藤結芽子 監視社会に生きる
中嶋　祐太 Twitter異物混入騒動から見る「思考パンデミック」
塙　　達郎 現代社会における素人批評家
福嶋　優太 消費社会に見られるモノへの執着の変遷
藤山　郁也 SNS依存における時間の喪失
藤原　　梓 現代日本社会に流れる時間
古川　美咲 虚構が現実を切り拓く可能性
向山　薫子 現代人の求めるサードプレイスとは何か
安田　智哉 交通インフラに隣接する商業施設の分析
柳川　健悟 宗教とナショナリズム
矢野はる香 まちづくりとソーシャル・キャピタル
渡邉なぎさ 在日ブラジル人と日本社会―在日ブラジル人の子供教育を中心に
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塩原良和研究会
杉本菜々子 ドイツにおける多文化共生
田中　友輝 インターネットが実現する脱成長社会
田上　直弥 現代日本と職業―若者をとりまく諸問題
根本　昌輝 「難民化」リスクのある子どもの社会的包摂の可能性―公立中学校の

取り組みに着目して
秦　　理江 未定
松本　　駿 ディズニーキャストに学ぶ、大人が「大人」になる秘訣

添谷芳秀研究会
青柳　健吾 民主党政権の外交
阿部　桃子 ネオコン分析―対アフガニスタン軍事作戦とイラク戦争を例に
荒井　淳志 冷戦後の日米同盟―「非対称な相互性」の再交渉
有坂今日子 東アジア地域の安全保障における日米同盟の意義
榎本　有紗 満州事変から国際連盟脱退へ
木曽　健太 中国の愛国主義教育における日本
久保田　侑 ワシントン体制下の「第一次幣原外交」1924年-1926年―対中外交と

国際協調の観点から
小林　　咲 1960年代後期の日韓安全保障関係
笹原　魁人 戦後日本におけるソフトパワーの変遷から見る価値観外交と、今後の

日韓関係におけるその課題について
塩見　麻由 日本の資源「自主」外交の限界―第一次オイルショックからアザデガ

ン油田までの資源外交を再考する
辻　　　慧 日本の広報外交に外交的戦略性はあるのか―限界と可能性
鶴原　　幹 日本における批判的国際政治理論の発展
松村　泰至 尖閣問題、棚上げと顕在化のサイクル―領土ナショナリズムと 9条安

保体制の構造
横山正太朗 日本の対北外交―日朝国交正常化交渉の検証

高橋伸夫研究会
金牧　功大 1979年の北京の春における政治的要求についての考察―当時の地下出

版物を中心に
吉川　宏平 計画出産政策の起源と初期の展開における指導部の動向についての一

考察
清水　大介 未定
伊藤早葵子 文革期の経済と改革開放の連続性に関する考察

田所昌幸研究会
澤野　　智 第二次世界大戦とイギリス・香港



261

田上雅徳研究会
安宅　則子 アメリカ黒人社会のキリスト教受容から見る「適応」と「同化」の考

察
井口　知哉 12世紀南フランスにおける恋愛の起源と原因
内山　拓也 修道院におけるワインとビール
榎本　菜摘 医療保険―ゲルマン型 vsアメリカ型
大島　麗子 フランスにおける Laïcité概念の歴史的変遷
木村麻衣子 中世ヨーロッパにおける結婚指輪の意義
高島　彩乃 カルロ・ギンズブルクとキース・トマスに見る、呪術と宗教の境界
高橋　憲章 中世ヨーロッパの都市における城壁はシンボルとして存在したか
高橋　里佳 教育の変化―古代から中世へ
千葉　賢人 マザーテレサ聖人認定から見る権力闘争
佃　　陸生 地域共同体としてのメガチャーチ―サドルバック教会を例として
福本　友音 18世紀イギリスにおける政治の清廉性
本間　悠資 中世西欧における紛争解決手段の変遷
柳下　桃子 17世紀イギリスにおけるピューリタンの育児観
和田　啓佑 16世紀スイスにおける時間観念

玉井清研究会
安藤　駿佑 近代日本における「元寇」の想起
荒川　智史 戦時体制下における動物園の運営
内田　　葵 幼年絵雑誌『コドモノクニ』にみる時事的側面―満州事変以降に着目

して
柴田　奈々 近代日本における戦時期の防諜政策・防諜活動について
土井迫　藍 古関裕而の音楽と国民歌謡
丹伊田珠里 近代日本における米国製漫画映画の受容
松尾　美沙 明治期における動物愛護
藤田　英郁 近代日本における航空産業について

堤林剣研究会
浅見　侑紀 ISIL日本人拘束事件における自己責任論
桑原　　稜 ゲーム媒体が集団形成に及ぼす影響
早坂　若子 キャバレーの芸術性と政治性
福田　淳史 日本人と世間―なぜ日本人はすぐに謝罪するのか
本田　圭介 シンギュラリティについての楽観論と悲観論の比較
本間　咲妃 スターバックスが日本で流行る理由
山崎　有紗 マルタ
和田　恵奈 占術と奇術の共通性から見るからくり

西野純也研究会
阿久津紗季 日台韓関係から見る国家間関係の構築について（仮）
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岩村　美沙 南シナ海における航行の自由作戦から見る米中覇権争い（仮）
江口泰史郎 東アジア共同体
尾家　とわ 米朝関係の緊張形成と緩和についての考察―2013年米韓合同軍事演習
大野　　駿 日米韓安全保障協力におけるアメリカの意図（仮）
小比賀　奨 金正恩の狙いとは―並進路線に鑑みる金正恩政権の思惑
金子　朝希 習近平政権の対北朝鮮政策
砂川　昌輝 雨傘運動とひまわり運動の関連性
清水　祐紀 安倍政権の東南アジア外交
白濱　輝季 日本とドイツ　敗戦国の戦争認識と戦後処理
千葉　舞花 馬英九政権挫折の要因―中台関係に注目して
中野　遥香 ASEAN外交がベトナムの対中ジレンマに及ぼす影響
西本　　慎 自衛隊による安全保障について―アジア情勢から考える
藤田　康彦 中国の海洋進出
松浦　賢司 中国政治が日系企業に与える影響と可能性
三牧　岳人 サイバー空間における国家の能力と抑止力の関係
村井　昌也 金正恩政権期のミサイル・核実験の意図とその効果
室井　梨花 日本政府による対韓国パブリック・ディプロマシー政策の現状および

問題点―日韓共同宣言以降の日韓パブリック・ディプロマシー政策
の比較と対日感情の変遷

矢崎　誠人 地政学的観点から考えた日本の隣国外交の展望
山口　健太 何故雨傘運動は失敗したのか

萩原能久研究会
岩井　友里 アウシュヴィッツから考える人間・非人間
川崎　晴人 真の沖縄理解に向けて
桑原　菜摘 非体験者による戦争記憶の継承
河野　誓也 関係論的人権原理の地平
佐藤　彩香 民主主義に内在する全体主義―蔓延する「ポピュリズム」
佐藤有利乃 人道支援における正義
城　　　緑 インターネットの限界
杉村　健人 民主主義が困難な時代に求められる市民的態度
鈴木　智貴 大衆と政治の現在
中島　啓彩 アメリカ合衆国の移民にみる統合と排斥・受け入れられるべきなのか
中村　晴香 イスラム社会における政治と宗教の共存
古川　夏月 原爆による被爆経験の継承
山田　涼平 生政治における抵抗概念について
渡部　真央 戦後和解の模索

細谷雄一研究会
浅野　小織 ドイツ・ナチスのプロパガンダ政策から見る政治宣伝について
安野　優太 オーストラリアから見る日米豪安全保障
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伊藤慎之介 戦争指導者としてのヒトラー
猪俣　圭介 1983年以降のフランス欧州統合政策
今井　　潤 「価値」に基づく外交の失敗と限界―ポスト冷戦時代のイギリス中東

政策の変容
大関杏里紗 日米開戦を決定づけた瞬間―1939年から1941年の外交指導者の判断に

見る日米外交の破綻
太田　夏美 日 EU協定を巡る非関税障壁―EU統合過程におけるものと比較しな

がら
大場　拓海 戦争と科学
小野瀬若葉 アメリカ外交の転換点―伝統的孤立主義を捨て、介入主義に移った背

景
小俣　芹夏 1930年代におけるルーズベルト大統領による農業政策
桑原　綾乃 イギリスから見た日本
紺屋　慶太 リベラリズムからみる日本外交の変遷
斉藤　晃太 日米関係と基地問題
常慶　逸人 政治と音楽はいかにして共存するべきか―後期ロマン派から現代に至

るまでの政治と音楽の相互作用
鈴木　奈々 英国とナショナル・アイデンティティ
寺原ナタリー和香子　　　チャーチルの統一ヨーロッパ構想と現在の EUとイギリスの

関係
中村　　翠 進化する日米豪安全保障パートナーシップ―アジア太平洋におけるリ

ベラルな秩序形成に向けて
中村　亮太 戦間期における協調外交とその崩壊
畑崎　春海 アメリカの対中東政策の成功と失敗
原　理花子 EU政治における極右政党の連合とその影響力
古川　美沙 スペイン内戦時のアメリカ政府の方針と行動
眞下　佳步 9.11とインテリジェンス―情報戦への敗北は国家に何をもたらすか
萬　　翰淋 台湾アイデンティティの形成
光本　愛理 ロシアのエネルギー戦略―EUとの関係からの考察
山本みずき ブリティッシュ・ファシズムへの服従―モズリーとニコルソンを取り

巻く社会的背景、1918-1939
柳　　玲希 日韓基本条約と慰安婦問題日韓合意

宮岡勲研究会
佐藤　志織 地域性の高い暴力的非国家主体と紛争解決―オスロ合意（1993）を事

例として
増田　健吾 「イスラム国」概言―組織、手段、歴史に着目して
矢吹　弘孝 開放的アナーキーをめぐる軍事介入―レバノン内戦におけるシリアと

イスラエルの侵攻
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山本信人研究会
北郷菜奈美 インドネシアのセクシャルマイノリティ運動の源流―アメリカ大学生、

留学生
荻原知沙子 State feminismの形成―フィンランド人の国家観との関係
藤井　百香 沖縄の県民大会
吉川この実 日本における「例外状態」




