
卒業論文題目（平成23年度）

ボランティアについて
カント『純粋理性批判』における構想⼒について
倫理と感情
なぜ表現規制は起こるのか
中江兆⺠の政治思想
『君主論』について
「もののあはれを知る」とは何か
私の死
プラグマティズムと倫理
アートプロジェクトの実践と分析
⽇本における古典劇の現代化に関する考察
『マハーバーラタ』戯曲化への試み
魅せる装⾝具の変遷
198年代以降の草間彌⽣作品について
⾝体における美と醜の関係
芸術⽂化における⽇韓関係の変遷
Miles Davis の⾳楽にみるジャズの変遷
個⼈旅⾏者の観光経験
インディペンデントな⾳楽実践の社会学的研究
⾃⼰認知の正確性と適応の研究
都市祝祭に関わる若者の意識
ブランドイメージが消費者の意志決定に及ぼす影響
早⼝⾔葉の⾔い間違い
⽅⾔アクセントの場⾯による切り替え
テクノロジーの発展と映画視聴経験の変化
ステレオタイプ的な対⼈認知に影響を与える要因の検討
⾷と農の地域活性化
ローカルメディアの社会的機能
集客施設としての動物園の選択要因に関する研究
マンガの中の役割語
公共ホールのアウトリーチ的イベントが潜在的利⽤者にもたらす影響
幼少の⼦どもを持つ保護者の相互関係に関する研究
地場産業とまちづくりに関する社会学的研究
Ｗｅｂコミュニティにおける⼈間関係に関する研究
地⽅⾃治体による⼦育て⽀援の現状と展望
⾮営利団体における組織形成
地域社会における演劇関係者のネットワーク構造
映画祭による地域活性化
グリーンツーリズムと地域社会
ローカルアイドルの社会学的研究
⾼齢化と地域農業
勤労⼥性に対する⼦育て⽀援
⽂章の読みやすさが眼球運動に与える効果
運動技能のイメージ想起内容が⼼理・⽣理反応に及ぼす影響

★ 呼吸情報がアンサンブル演奏の同期に及ぼす影響

哲学・思想論分野

芸術コミュニケーション分野

社会学分野

⽂化情報論分野



卒業論文題目（平成23年度）

表情が課題のパフォーマンスに及ぼす影響
⽣体情報のフィードバックが⼼理的・⽣理的反応に及ぼす影響
⾝体動作が記憶に及ぼす影響
⾮⾔語⾏動が情動に及ぼす影響
⽂章の読みにおける共感性と⽣理反応
外部情報がリズミカルな運動に及ぼす影響
他者感情の推論に関する⼀研究
メンバーの多様性が集団過程に及ぼす影響
安⼼さがしに関する⼀研究
応答が釈明者に及ぼす影響
⾃⼰呈⽰過程に関する研究
くじ引きの他者への依頼と成功確率
愛着スタイルが⼼理的距離に及ぼす影響
完全主義に関する⼀研究
シャイネスに関する⼀研究

★ 話者の視線と向きが聴衆に及ぼす影響
プロセス評価に関する⼀研究
集団への所属感が事故イメージに及ぼす影響
感情抑制傾向に関する⼀研究
パーソナルスペースに関する実験的研究
戦後労働運動と職場社会
「⾃⽴」に追いこまれる若者たち
近世の⼤名領と地域社会
戦後⽇本マンガ史
市⺠社会と戦争遺跡
⼤正デモクラシーと都市政治
三島由紀夫の思想史的研究

★ 近世における秋葉信仰について
江⼾幕府官僚の⽣活
戦後⽇本における技術と⼈間社会
平安時代の⼥性の家政機関
中世における病と治療
平安時代の裁判システムの変化とその背景

★ 平安時代における⺠衆の「穢」意識
祭りから⾒る地域社会
奈良時代の天皇位にともなう御物について
⽇本古代の良賤制とその機能
⽴⼭信仰をめぐる⼀考察
百年戦争
イギリスにおけるハウス⽂化
ニューディールが与えた影響―福祉政策を中⼼に考える―
インカ帝国とスペイン帝国植⺠地期の南⽶における⽀配と社会の⽐較
ナチスと⾳楽界
ヨーロッパ⾷⽂化史研究
⼈⺠共和国成⽴期の中ソ関係

地域⽂化史分野

社会⼼理学分野

⽇本史分野

⼼理学分野

世界史分野
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北⽅ヨーロッパの美術とその社会背景
ユダヤ⼈の歴史
Ovidius Metamorphoses研究
カート・ヴォネガット研究
堀⾠雄研究
⽇本におけるキリスト教⽂学
フランスのジャポニスム
⽵久夢⼆論
⽇本におけるワーグナー受容
ボーヴォワール研究
世界の中の村上春樹
「フランケンシュタイン」研究
⽇本における翻訳児童⽂学
⽇本におけるベルクソン受容
深尾須磨⼦とコレット
⽇本におけるＤ．Ｇ．ロセッティ受容
パリの「ロスト・ジェネレーション」の作家達
ラフカディオ・ハーン研究
オウィディウス『変⾝物語』研究
完全⾔語の夢
⾃然主義⽂学研究
芥川⿓之介と短編⼩説
『⿓図公案』について
中国の兵法書について
ミヒャエル・エンデ研究
英語⽂学作品における、独語訳、⽇本語訳の対照研究
ゲオルク・ビューヒナー『ダントンの死』について
現代ドイツ語における外国語起源の動詞の特性
ミンネザング研究
エーリヒ・ケストナー研究
トーマス・マンの作品について
アンドレ・ジッド論
ドーデ研究
ゴーチエ研究

★ プレヴェール研究
ジョルジュ・サンド研究
ジャン・ジオノ研究
The Differences between Categories
Sex and the Cityにおける「⼥性らしさ」
Cultural Differences in METAPHOR
The Image of Aliens in Science Fiction Films
A Study on Adverbs
Nathaniel HawthorneのThe Scarlet Letterにおける罪の意識について
A Study on Ditransitive Construction
A Semantic Approach to English Education

⽐較⽂学分野

中国語学・中国⽂学分野

ドイツ語学・ドイツ⽂学分野

フランス語学・フランス⽂学分野
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A Study on Light Verbs
Peter Rabbit研究―Beatrix Potterの⽣きた世界
A Study on Subordinate Conjunctions
A Study on Auxiliary Verbs
A Semantic Study of Typography
A Study on English and Japanese Psych Expressions
An Aesthetic Sencse of Japanese and English Seen from
Brokeback Mountainにおける同性愛の表象
A Study on Adverbial Clauses
Nathaniel Hawthorne のThe Scarlet Letter における⼥性
Paul AusterのThe NewYork Trilogyにおける都市の孤独
Oscar WildeのThe Importance of Being Earnestにおける異化
A Study on Existential Structures
A Study on the Loanwords from Low German in the History of
A Study on Polysemization of Slang Words
修験信仰の研究
御伽草⼦の研究
⾦城⼀紀論―⼩説とシナリオの⽐較を中⼼に―
新野の雪祭りの研究
『電⼦書籍元年』の⼩説アプリ
和歌と物語―『落窪物語』を中⼼に
『⽐良⼭古⼈霊託』についての研究
⽩樺派作家・⽇下諗
『ねずみ草⼦』の研究
『源⽒物語』の⾳楽描写―⼥楽の場⾯を中⼼に―

★ 『富⼠の⼈⽳草⼦』の研究
『⽵取物語』の主題について―かぐや姫の⼈物造型を中⼼に―
映像化される⽂学
累物の研究
松浦理英⼦『⽝⾝』論
『仁勢物語』の研究
『新撰字鏡』⽟篇引⽤箇所の反切について
キリシタン資料の本語表記について
カス型動詞について
ウケる上⽅漫才の展開的構造
キリシタン資料における半濁⾳符
間接的な発話に対する⽇本語学習者の理解
「ない」に関する語学的考察

⽇本語学・⽇本語教育学分野

英語学・英⽶⽂学分野

⽇本⽂学分野


