
2019年度　総合グローバル学科　卒業論文・卒業研究/専門論文・専門研究　題目一覧

北朝鮮はなぜ独自の核開発に固執するのか

―中国との同盟関係、安全保障認識の推移からの考察―

タイの民主化の変遷と近年の後退要因

「汚い」に垣間見える権力関係―日本とムスリム社会の婚外性交渉へのまなざしの比較―

イスタンブルのカフヴェ文化に見る社交的役割の特徴―ヨーロッパ諸都市との比較分析―

アメリカ移民法改革について─なぜドリーム法は成立にいたらないのか─

インドネシアにおける華僑・華人―対華人政策が同化に与えた影響をタイと比較して―

小国フィンランドが和平調停者となった背景とその意義

日本に真に必要な「働き方改革」とは ―多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて―

インドネシアの農村部における貧困削減について

中国と気候変動外交―核心的利益にみる「ただ乗り国」から「環境リ―ダ―」への転換―

フィリピン社会におけるLGBTの可視性と差別

―メディアを通してみえる受容と制度から見る排他―

豊かさを再考する日本型新資本主義の模索―脱成長日本経済における協同組合の役割の検討―

女性のキャリア形成の困難と展望―女性の初期キャリアの重要性とその影響に焦点を当てて―

ガ―ナのインフォ―マル経済に対する課題と取り組み―インフォ―マル経済従事者の視点から―

規範的統制下での感情労働によるモチベ―ションと精神的負担との相関性

―規範的組織と非規範的組織の２つのフィ―ルドワ―クを通して―

アンダルシア州の移民政策と社会統合政策―「反うわさ戦略」から目指す共生社会―

沖縄県民の安全が駐留米軍に脅かされ続ける要因

東アジア系アメリカ人はどのようにして描かれたか

―対抗芸術運動「ワン・ウェイ・オア・アナザ―」を手掛かりに―
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ケニアのセックス・ワ―カ―の権利確立に向けて

「ラオス料理」はなぜないのか 東北タイ・イサ―ン地方との関係性から

スペイン・アンダルシア地方におけるイスラ―ム建築とその影響

エストニアにおける電子政府の成立・成功要因―エストニアが電子国家と呼ばれる理由―

ハワイ州におけるダ―クツ―リズムの可能性を探る

―日系二世から見える「もう１つのパ―ルパ―バ―」を例に―

海洋プラスチック問題―なぜ日本で消費を通した海洋プラスチック問題解決が行われないのか―

(un)known hearts

大阪市西成区の都市再生における行政改革とジェントリフィケ―ション―新しい西成と掻き消さ

れる人―

エジプト・ムスリム同胞団の政治活動方針にみられる漸進性

フィリピンにおける「公正な」選挙の実現に関する考察―不正の歴史と市民団体の活躍―

サイバ―スペ―スにおける国際規範はなぜ不十分なままなのか

―サイバ―スペ―スの安全をめぐる対立―

ドイツ・フランスから見るヨ―ロッパのポピュリズム

香港「雨傘革命」の失敗と世代間ギャップ―社会運動史から見る歴史的考察―

イギリスのEU離脱と欧州懐疑主義

東南アジアにおける「インド化」とその実態―扶南とシュリ―ヴィジャヤの比較―

再生資源貿易と海洋プラスチック

日本における外国人の共生の要因―西葛西におけるインド人コミュニティを事例に―

国際結婚と対日イメ―ジの関係性―日中国際結婚を事例として―

とあるベドウィンの物語『シ―ラ・バヌ―・ヒラ―ル』の魅力―口承文芸の観点から―

日本で暮らす庇護申請者の就労と社会統合 ―庇護申請者は何のために働くのか―
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新自由主義下における韓国福祉国家─福祉拡大の推進力と抑制力─

人間らしく生きること、人間らしく死ぬこと ―徳之島の健康長寿の事例から―

第1期、２期、プ―チン政権におけるロシアの対欧米外交の検討

―NATO・EU東方拡大の観点から―

アメリカにおける移民に間で生じる格差―ヒスパニック系移民と韓国系移民からの考察―

南アフリカの多言語状況

宇宙空間の安全と環境問題への国際社会の取り組み

―衝突防止とスペ―スデブリ対策の視点から―

知的障害者の家族を生きる―私と兄の20年―

トンキン湾事件の社会的影響―メディア、世論、議会の変化―

一国二制度を香港に導入する中国の利益

ニクソン訪中から考える二国間の融和

南北ス―ダンにおける平和構築―和平合意の役割と国際社会との関わり―

子どもの「聴かれる権利」の保障

―家庭内体罰等を受けている子どもたちのアドボケイトを通じて―

アファ―マティブ・アクションに反対する黒人たち―米国社会で問われる差別是正措置の可否―

中国の台頭 オバマ政権時代の米中関係

日本のサブカルチャ―の変遷―ナショナリズムからグロ―バリズムへ―

気候変動とASEAN―ASEAN Wayの克服―

日本サッカ―界のグロ―バル化についての一考察

―サッカ―強豪国欧州との比較の視座から考える―

Blinded in one eye ：Modern American Political Polarization

ポスト冷戦期におけるドイツの外交・安全保障政策の変化

―個人的要因としての首相・シュレ―ダ―を探る―
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シリア難民問題への国際社会の対応と難民受け入れの課題

―国際機関と主要各国の対応・政策分析―

アメリカ南部の保守派白人にとってのカントリ―・ミュ―ジック                                                       ―

リル・ナズ・Xの『Old Town Road』の事例より―

在日コリアンとヘイトスピ―チ ―大阪市と川崎市での対応を事例に―

日本てでヴィ―ガンを取り巻く環境と今後の菜食の可能性

― ヴィ―ガンの経験と日本の食文化史、欧米との比較から ―

南アジアの児童労働の問題と構造からみる文化的配慮の重要性

ジンバブエの英雄と独裁者―独裁の裏に民主化はあるのか―

日本のIWC脱退―なぜ日本は2018年にIWCからの脱退を発表したのか IWC総会における
日本の国際交渉からの考察―

Malaysiakiniから見るマレ―シアの民主化

覇権安定論にみる21世紀の国際秩序 ―米中覇権戦争は起こるのか―

価値観教育のあり方と可能性

日本のヒッチハイク文化の考察と今後の可能性 ―九州のへのフィ―ルドワ―ク体験して―

石油依存の構図がもたらす功罪―ナイジェリアを事例に―

現代東ティモ―ルにおける精霊信仰―コレメタンの事例を通して―

日本の医療制度と英・仏・独との比較

外国人児童の教育を担う教員の育成―ドイツとの比較研究を通して―

なぜエコツ―リズムは浸透しないのか？―タイ・プ―ケット島の事例から―

「従属的男性性」を持つ男性への支援策の一考察―介護虐待の事例を用いて―

ASEANと南シナ海の領有権問題―COC策定の課題―

台湾の未来―独立か統一か―

ポスト戦後70年における戦争体験の記憶と継承
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南アフリカにおける黒人優遇政策 ―人種格差への貢献の考察と今後の展望―

冷戦後のNATOとトルコ

アフリカ都市インフォ―マルセクタ― の都市化とコミュニティ―ガ―ナ都市クマシを例に―

東アフリカ地域のランナ―はなぜ速いのか？―従来の視点に加え、組織・体制という視点から―

アフリカ内陸国の経済成長について―インフラの視点から―

ディズニ―映画におけるプリンセス像の変容
―『モアナと伝説の海』にみる新世代プリンセスの在り方―

トルコ系移民が生きるドイツ―共生の舞台となる「並行社会」―

経済多様化を図るブルネイへの日本企業進出の可能性―ハラル産業を事例として―

インドネシアのバイオマス発電の実態と意義

UHC達成にむけた政策的示唆―ASEAN諸国間での比較から―

1980年代の冷戦と日本のアジア外交

日本政府の行う観光政策は持続可能なのか

日本経済外交のグロ―バル化要因分析―ASEAN経済台頭の影響の検証―

人間の安全保障からみる日本における難民受け入れ問題―在日難民の現状を考察して―

シリア和平プロセスからみる紛争解決のあり方―一方的な勝利によるアプロ―チ―

カガメ政権におけるルワンダの発展と「アフリカの奇跡」誕生の真相

文化外交か文化交流か？―マレ―シアにおける日韓のポップカルチャ―の受容から考える―

シンガポ―ルにおける多文化共生―多民族・外国人との共生と残された課題―

ソ―シャルメディアが分極化に与える影響―インタ―ネットの可能性はまだ消えていない―

ディズニ―・プリンセスにおけるディズニ―・プリンセス像の変容

LGBTの権利を求めて―南アフリカとナミビアにおけるLGBTの歴史と現状―

日本のクルド人受け入れ問題とクルド人コミュニティについて
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イスラエル・パレスチナの歴史的分析―和平交渉の道はなぜ閉ざされたままなのか―

金融取引税が経済危機の抑制において有効性を発揮するには

米中貿易摩擦に伴う一帯一路構想における中国の姿勢変更

―「債務の罠」を避けプロジェクトの確実な実施へ―

韓国モデルに基づく日本の入管政策の展望

在日日系ブラジル人が歩んできた道とこれから―decasséguiから定住者、定住者から高齢者へ―

オ―ストラリアにおけるアボリジナル社会の歴史と現状

在香港フィリピン人家事労働者のフィリピン・アイデンティティ

ドイツの難民政策と歴史的課題

「中国残留婦人」の記憶をめぐるポリティクス

―『忘れられた女たち―中国残留婦人の昭和―』から読み解く―

マジョリティ〈日本人〉とナショナリズム

―「新しい歴史教科書を作る会」とその支持者を対象に―

『沈黙の春』の著者レイチェル・カ―ソンが環境保護の変革をもたらした論理                              ―

5つの著作と現代の環境活動家の事例から考える―

UNAMIRと国際社会から見るルワンダ ジェノサイド

空気を読む日本人―就職活動の服装から考える―

持続可能な社会に向けた社会的責任投資の発展と今後の可能性

健康の社会的決定要因：ソ―シャル・キャピタルと健康―健康・長寿の沖縄から見えるもの―

日本企業が労働分野で果たすべき責任とは―グロ―バル・アパレルが抱える労働搾取を事例に―

「自由・平等・博愛」の国、フランスが抱える社会問題

―エスニック・マイノリティとの関係性からみるアイデンティティ・クライシスについて―

中東地域における地域主義の進展は可能か

人道的介入における和平交渉の意義とその障害
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パリ同時多発テロの影響と反実仮想―起こらなかった場合、パリはどうなっていたのか―

国連授権下の武力行使に関する考察―その正当性と実効性について―

日本の集団的自衛権―行使容認の背景にあるもの―

徴用工問題とは何か―問題の「解決」を考える―

「構造調整」の功罪 ―3大陸、6カ国の比較分析から学ぶこと―

Reconsider Political and Economic Transition in Algeria with Habitus

現代社会におけるスポ―ツの教育的価値の再検討

日本における移住女性の多様性―「家族滞在」資格に焦点を当てて―

ファッションレンタルサ―ビスは、ファストファッションにおける問題の解決に繋がるか？

イラク・シリア情勢から考える「イスラ―ム国」―拡大を許した要因は何か―

タイ人の国王崇拝の形成過程―国家と国民の認識からみる―

アメリカにおける気候変動政策の意思決定主要因

日本でなぜ再生可能エネルギ―の普及が進まないのか ―ドイツの脱原発政策との比較研究―

大正時代の異文化受容―「月の沙漠」と『アラビアン・ナイト』の知名度比較を通して―

国内民間企業における性的マイノリティに対する雇用差別をなくすために

―性別職域分離の検討―

外国人留学生の日本における就職活動の困難―ベトナム人留学生を例に―

連携型中高一貫校の抱える課題とその影響についての研究

―宮城県南三陸町における県立志津川高等学校を事例として―

ETAとバスク社会 ―バスク地方とテロリズムの過去・現在・未来―

日本の「子どもの貧困」問題の解決における教員の役割

タイのプラスチックごみ問題

在沖縄米軍基地と沖縄の政治指導者―日本復帰前後での交渉の変遷―
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カンボジアにおけるボランティア活動への参加が高校生にもたらすもの

日本におけるCSR活動の課題―ゲ―ムソフト企業の取り組みを事例に―

日本におけるSIBの普及・発展の課題

不確かな時代における思考力と行動力

ダム建設に伴う移転住民の貧困化問題から問う大規模インフラ整備の可能性

欧米と日本の比較からみる日本の菜食主義の可能性

―日本人のヴィ―ガンやベジタリアンへの意識を深めるために―

政治マ―ケティングの視点から見る2016年大統領選挙

―ドナルド・トランプの当選の要因について―

マハティ―ル政権の外交政策―なぜマレ―シアは一帯一路に協力的になったのか―

サヘル地域における砂漠化と住民参加型農業の可能性

メディアによって操作されるセックスワ―カ―像と高学歴セックスワ―カ―の現状

バンコク・クロントイ地区のスラムツ―リズムにおける「見る側」と「見られる側」の関係性

―ゲスト側の視点から―

女性殺しが多発する場所、ラテンアメリカ―フェミサイドの原因と解決策を探る―

日本の対アフリカ経済戦略

性別役割分業はなぜなくならないのか

インドネシア・ジャワのイスラ―ム教育と持続可能性

エコノミック・ステイトクラフトの観点から見た日本による韓国の「グル―プA」除外

日本の医療界から見るジェンダ―不平等と性別役割分業

―男女のライフワ―クバランスの改善に向けて―

ファストファッションの製造からみるサステイナブルな社会の実現

―ミャンマ―の工場を手掛かりに―

現代日本の「貧困」を考える―疎外される若者の実像―
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多文化共生論の裏：朝鮮学校の排除を考える―戦後から幼保無償化問題まで―

日系企業の海外進出と国際政治の癒着

―日系IT企業海外進出拡大期における政治制度と進出の関係性―

ナイジェリアにおける石油開発とナイジャ―・デルタ地域における反対運動
―石油産業へ依存し続けることは本当に善であるのか？―

文化再生産論から見るOverseas Filipino Workers―出稼ぎがもたらす文化資本の変化について―

日韓関係改善の可能性を探る

ASEANの熟練労働者の自由移動はなぜ進まないのか EUとの比較分析

宗教倫理の適用された社会構築 ―エジプトにおけるイスラ―ム経済の検討―

エジプトとチュニジアにおける政変後の現状と展望 政治・経済的不安定性から

シンガポ―ル・カトン地区におけるプラナカン文化
―観光客の興味関心とプラナカン文化の継承者が見せたい文化の魅力のずれを事例として―

日本の都市部が今後目指していくべきヒ―トアイランド現象対策とは

―東京都23区における建物緑化政策からその展望を探る―

タンザニア都市部における女性主体の経済活動―ダルエスサラ―ムを事例に―

私費外国人留学生に対する日本語教育の現状と展望について

核兵器誕生がもたらした戦後国際システムへの影響

Reunite the African Diaspora：The Revival of the Roots of American Descendants of Slavery

市民共同発電事業の意義

ハリウッド 映画の表象

日本における食を媒介としたコミュニティづくりの可能性―栃木県鹿沼市を事例に―

海洋プラスチック問題の改善に向けて

先進民主国家における政治参加とポピュリズム

ペアダンス・スポ―ツにおけるジェンダ―平等を目指して―パフォ―マティブ理論を用いて―
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独立後のチュニジアにおけるフェミニズムの発展と限界

日本の移民政策―「特定技能」制度が進める外国人受け入れ政策の検証―

セネガルとカザマンス ―セネガル政府は長期化する紛争にいかに向き合うのか―

廬武鉉政府の国政運営と国民支持の再検証

アルフレド・レイナルドの道化論―東ティモ―ルにおける政治の演劇性―

バリ舞踊を踊る日本人―文化受容に着目して―

持続可能な開発におけるESG投資の役割

市民社会組織による若年女性支援のあり方―当事者中心の支援の提案―

宗教における死生観の比較

東南アジアの伝統医療と健康の向き合いかた―インドネシア伝統薬ジャムゥを例にして―

外国人児童生徒に対する学校外の教育の意義

―北区学び場Let's Studyでのフィ―ルドワ―ク調査をもとに―

竹島領土問題の始まりとその後の経緯について

スポ―ツ界に潜むナショナリズムとコマ―シャリズム

―フランスの移民系サッカ―選手から見えるもの―

なぜポピュリスト政権が成立するのか―ヴェシェグラ―ド諸国の事例から―

偉人のライフスト―リ―から考察する逆境を乗り越えるために必要な要素とは

南部タイにおけるムスリムと仏教徒の宗教対立

ヘイト・スピ―チと表現の自由というジレンマ―日本は今後どう向き合って行くべきか―

日本におけるハラ―ルショップ間のネットワ―クをハラ―ル肉の流通から見る

―東京都内と千葉県のハラ―ルショップを事例として―

The Evaluation of MEGUKO's SMS Program

「神―の島」の観光開発―バリ・ヒンドゥ―の商業化から見る現地への影響とその課題―

10/12



2019年度　総合グローバル学科　卒業論文・卒業研究/専門論文・専門研究　題目一覧

遺伝子組み換え農業システムの歪みはなぜ起こるのか
―生産・消費の両面で選択の自由が奪われている構造の実態―

南ス―ダンにおけるヌエル社会のアイデンティティ変容―貨幣経済、結婚、年齢組組織―

「ハラル」に関する報道と人―が持つ「イスラム」イメ―ジの関連性

―日本の非ムスリムに対する聞き取り調査をもとに―

インフラシステム輸出戦略におけるODA

―なぜ国益重視の風潮が再び見受けられるようになったのか―

「広報の父」と現代 エドワ―ド・バ―ネイズの広報モデルが現代に与える影響についての考察

白いハリウッドに存在する人種差別―映画から読み解くハリウッドのマイノリティ人種観―

在日朝鮮人の社会運動の変遷とアイデンティティ―戦後の法と権利獲得運動に着目して―

スカンジナビア三か国ポピュリズム比較―ポピュリズムへの最後の砦―

Brexitをめぐる英国内の混乱―メイ政権と北アイルランド問題―

観光開発と地域住民の共存は可能か
―東アフリカ地域の国立公園内で起こるCBTプロジェクトを例に考える―

対ASEAN価値観外交における日本の独自性とその意義

朝鮮半島非核化に向けた米朝間の対立
―アメリカ・北朝鮮の掲げる非核化ロ―ドマップからの考察―

フィリピン人の海外就労による女性と子どもへの影響 ―家族圏概念や規範との関係性―

タイ華人―間を生きるタイ人―

リゾ―ト開発は沖縄の発展に資するのか―恩納村・竹富島から考える内発的発展の視座―

フィリピン・ミンダナオ島のムスリムにおける「ジハ―ド」

―イスラム国のジハ―ド主義思想と比較して―

日韓の政治的対立と文化交流の非対称性

経済と治安の関係性について
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日本の歴史認識問題に対する中国・韓国の対応の差異

返還後香港市民は一国二制度に不満を持つ要因

日本のフ―ドバンクの現状と課題

まちづくりと都市開発の系譜からみるベッドタウン開発事業の現状
―埼玉県越谷市レイクタウン周辺を事例に―

武力紛争後の平和構築と社会文化政策―民族・宗教的亀裂の克服を目指して―

映画の中の奇妙な白人「ホワイトトラッシュ」 南部の希望、エルヴィスとヴァンスから学ぶステ
レオタイプからの脱出

イスラエルの社会経済状況と入植地

統一後ベトナムの地域性

日韓「慰安婦」問題はなぜ解決しないのか―2015年合意の問題点から―

ドイツの移民統合問題は何故解決しないのか

東南アジアのジェンダ―観 ―日本とタイの比較を事例に―

米中の対立は新たな冷戦の始まりなのか

日本の原子力政策の国際的分析―対米関係を軸に―

2017年仏大統領選挙と争点としての徴兵制

現代シリアにおける市民社会と「安定」への思考
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