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卒業論文題目

2017年度
指導教員

ハラールビジネスがもたらす日本人の多文化意識の育成

別所良美

トランプの新外交は北朝鮮問題を解決できるか

松本佐保

―アメリカの新国家安全保障戦略が東アジアにもたらすもの―

ポエトリー・ブルースに見る音楽と政治の関係性

山本明代

小林一三と宝塚

別所良美

―生活文化の創造と地域づくり―

チェコスロヴァキアの体制変換

～ビロード離婚はなぜ成立したのか～

「XがVするCHANCE」の英訳10パターンの考察

やまだあつし
日木満

変化するホームスクーリングからみるアメリカの学校選択制の可能性

山本明代

ヒラリー・クリントンの〈女ことば〉翻訳 ― 政治の場における〈女ことば〉の機能―

佐野直子

The Impacts of Overseas Stays on International Posture and Willingness to Communicate in a Second
Language
朴裕河の『帝国の慰安婦』に関する批判的考察

日本の法的責任をめぐって

佐々木みゆき
平田雅己

“Uncompleted ”Education For All Indian children: Reproduced inequality in primary education

平田雅己

環境意識と環境制度

別所良美

～ドイツと日本の取り組みから～

日本やフィリピンの言語観と“ハーフ”の言語実践
―フィリピンに出自を持つ子どもたちの日本における多言語使用―

佐野直子

ポルポト政権の大量虐殺とカンボジア特別法廷

松本佐保

ハリウッド映画におけるヴェトナム戦争の表象

平田雅己

アイルランド人のナショナル・アイデンティティの変容 ―セント・パトリックス・デーに焦点をあてて―

山本明代

在日コリアンと日本国籍

平田雅己

NOW は「男女平等」を前進させたのか？ ～女性兵士の徴兵義務問題から～

平田雅己

ヒーローは誰と戦うのか ―キャプテン・アメリカと正義のゆくえ―

川本徹

地政学から考える米中関係

松本佐保

名古屋市が目指すべき都市構造とその実現可能性

別所良美

自由意志と刑罰のあり方

バスキンド

インドネシアの持続的な発展のために名古屋が伝えられること
～インドネシアのゴミ問題の改善に向けて名古屋に住む私たちに何が伝えられるか～
国際政治とセキュリティー

― サイバーセキュリティとインテリジェンス―

産業観光で発展していくには ～周南市の工場夜景観光を事例に、川崎市と比較して～
アメリカ人とはだれか？ ―移民のいない日に見るアメリカ市民権のあり方―
インバウンド消費におけるミドルマン

中国語通訳販売員についての調査

やまだあつし
松本佐保
やまだあつし
山本明代
市川哲

ミレニアル世代と政治意識

松本佐保

『尾張國熱田太神宮縁記』の記述に関する研究

吉田一彦

クリストファー・ノーランの語る映画危機 ―『インセプション』と『プレステージ』論―
テロリズムとインテリジェンス機関

松本佐保

池島における観光地化 ～第2の軍艦島となり得るか～

やまだあつし

エネルギーシフトがもたらす分散協働型社会

別所良美

在日フィリピン人女性の定住化の過程、要因およびその後の生活戦略
—愛知県在住フィリピン人女性のライフヒストリーを中心に−
Learner Beliefs and Written Corrective Feedback in E-Tandem Exchanges: Comparing Japanese and English
Speakers
江

VS

川本徹

春日局

市川哲
佐々木みゆき
土屋有里子

アメリカの肥満と貧困の現実

平田雅己

「家族維持」に向けた日本の児童虐待対応プロセスへの考察

～支援としての親子分離への抵抗～

平田雅己

アメリカ映画に見る女性の理想の家族像

山本明代

メディアの中の性的マイノリティ

山本明代

産業遺産の価値評価 ～国家アイデンティティから見る台湾・金瓜石地域の価値～

やまだあつし

のこぎり屋根工場保全とまちづくり ―愛知県一宮市を中心に―

やまだあつし

青の世界と死者の島
岐阜市の国際観光活性化に向けて

阪井芳貴
～高山市の事例と比較～

阪井芳貴

Effects of Various Types of Written Corrective Feedback on Japanese EFL students’ Writing during E-tandem
Exchanges with English-speaking Partners: A Longitudinal Study
北斗曼荼羅の成立 －密教図像の日本的展開－
「～するスキル」をどのように英訳するか

吉田一彦

―「～する」の言語化とSKILLの名詞形ー

名古屋市西区「ものづくり文化の道」の事例からみる

佐々木みゆき

産業観光の実態

ボランティア・ツーリズムを構成する多様なアクターの思惑

―日本発フィリピン行きのツアーを事例として―

日木満
市川哲
市川哲

卒業論文題目
Changes in L2 Learners’ Motivation: Comparing Japanese-speaking Students of English and English-speaking
Students of Japanese Involved in E-tandem Exchanges

指導教員
佐々木みゆき

アメリカの福祉権運動 ―地方の運動と全米福祉権団体―

山本明代

日本のセーフティネット再構築とベーシック・インカムの可能性

別所良美

H・G・ウェルズはタイムマシンで何を見るか —『タイムマシン』『モロー博士の島』における退化の表象—
アメリカにおける異人種間結婚とステレオタイプ
動画配信サービス論 －VODと映画館の共存－
沖縄観光のさきがけ ―海洋博覧会の遺産―

川本徹
山本明代
川本徹
阪井芳貴

ろう者と音と映画 ―映画『エール！』がもたらしたもの―

川本徹

飛翔する千 ―『千と千尋の神隠し』における飛行の考察―

川本徹

リビング・ヘリテージ観光における生活と保全 －岐阜県高山市を事例に－

市川哲

Effects of E-Tandem Exchanges on L2 Learners’ Attitudes toward Written Corrective Feedback: A Case of
Japanese Learners of English

佐々木みゆき

「比類なき人類の悲劇」の原像 ―ソマリア紛争と冷戦の連関性に着目して―

平田雅己

妖怪画から見る、変わりゆく「妖怪」の姿

阪井芳貴

～妖怪画から妖怪漫画まで～

アメリカのカラーブラインドに関する一考察
Changes in grammatical types of written corrective feedback provided by second language learners:
Comparing Japanese-speaking and English-speaking learners

平田雅己
佐々木みゆき

古代女官の生涯とその変遷について

吉田一彦

アメリカの移民労働者を組織化する労働運動がもつ可能性とは何か

山本明代

ビアトリクスの描く動物の魅力 ―彼女の人生と擬人化の観点から―
アイルランドにおけるケルト文化とナショナリズム
途上国における日本の国際協力NGOの役割と課題
―ネパールの人身取引問題に対する自立支援団体の取り組みから―
ポリティカル・コレクトネス問題から見るアメリカ社会

川本徹
松本佐保
榎木美樹
山本明代

