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2019 年度ゼミナ－ル論文タイトル 
 

 

 小説『高慢と偏見』における「女ことば」－翻訳で見る「女ことば」の使用の変化－ 

 メディアの言論が及ぼす大衆心理および世論形成への影響－批判的談話分析から読み解く

日本政府の記者会見－ 

 ジブリ映画における女性役割語の変遷－終助詞・代名詞・感動詞に注目して－ 

 男女のほめ表現における日英差と重層性－日本語話者と英語話者の比較－ 

 擬音語・擬態語の使用－若者と大人でどのように違うのか－ 

 若年層の談話展開の方法と地域差－東京方言と徳島方言の比較－ 

 日本語の対称詞から見る性差－テレビドラマ『コード・ブル－』より－ 

 ドラマから見る女ことばの使用差 

 日英語の語順の違いに視点をあてた第二言語習得に関する一考察－言語学的レベルの科学

的アプローチを通して－ 

 報道番組におけることば－若者の理解度－ 

 メディアに煽られる Twitter ユーザーの嫌韓意識 

 日米雑誌化粧品広告の対照研究 

 日本語コミュニケーションにおけるほめ表現の機能分析と男女差－ジブリ映画での会話を

通して－ 

 映画アラジンからみる、ジェンダー表現の変化 

 男女での謝罪の違い 

 年齢別にみる子どもの言語的特徴－絵本の読み聞かせ場面における子どもの発話－ 

 アニメーション映画における日本語字幕の正確さ 

 テレビのバラエティ番組で使用される様々な種類のテロップ 

 日本語の謝罪の男女差－ドラマから見る謝罪状況と謝罪表現とストラテジー－ 

 20 年前と現代のファッション誌におけるカタカナ事情 

 漫画で見る男ことばの変遷 

 上下関係・親疎関係における依頼表現の違い－直接的/間接的な依頼・ポライトネスの観点

から－ 

 地域方言の文末詞にみる男女差－福島県郡山市の方言に焦点を当てて－ 

 日本における子育て支援の課題とネウボラの実践－フィンランドとの比較を中心に－ 

 バングラデシュの貧困層の女性への効果的な援助のあり方－マイクロファイナンスを中心

に－ 

 日本における多文化教育のあり方－ドイツとの比較を中心に－ 

 フィンランドと日本の教育比較研究 

 子どもの自尊感情を高めるための教育の課題 
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 イマージョンプログラムの日米比較 

 日本の ODA と NGO による途上国への支援活動の現状と課題 

 サブサハラ・アフリカにおける女子教育の推進に向けた効果的な参加型開発のあり方 

 日本におけるバイリンガル教育の可能性－カナダのイマージョンプログラムを参考に－ 

 壁塗り代換から考察する外国にル－ツを持つ児童生徒の日本語教育の現状 

 日本の地域社会における多文化ソーシャルワーカー育成の現状と課題－カナダとの比較を

中心に－ 

 日本における LGBT への教育支援の状況と課題 

 カンボジア政府と NGO によるジェンダー主流化に向けた取り組みと課題 

 西アフリカのカカオ産業における児童労働の現状と課題 

 日本における児童虐待から子どもを救うための取り組み－アメリカ・イギリスとの比較を

中心に－ 

 オランダの学校制度の現状と課題－イエナプラン教育を中心に－ 

 日本におけるコンピテンシー・ベイスの教育のためのカリキュラム改革の課題－シンガポ

ールとの比較を中心に－ 

 日本における開発教育カリキュラムの現状と課題 

 －イギリスのグローバル・シティズンシップ教育との比較を中心に－ 

 日本におけるジェンダー平等の実現に向けた課題－フィリピンとの比較を中心に－ 

 日本における外国人児童に対する行政・地域・学校による支援の現状と課題 

 東日本大震災の被災者のメンタルヘルスと支援 

 日本の小学校における英語教育の現状と課題 

 日本の障害者支援とソーシャルワ－ク実践の課題－地域福祉の視点から－ 

 日本における移民の歴史と現状－多文化共生に向けた課題とは－ 

 発達障害－発達障害児への支援教育－ 

 ホ－ムレス化に追いやられる若者 副題－日本における自殺と労働の関係について－ 

 人間の幸福とは何か ～ なぜコンサ－トに幸福を感じるのか～ 

 死との共存 ～「死」というものに対して社会的に恐ろしく否定的なものだと思っていたが

本当にそうなのか～ 

 エリクソンのアイデンティティの確率から考える〜青年期の恋愛依存症について〜 

 「大量虐殺に至った経緯」～現代の問題と比較して考えられること～ 

 日本と南ス－ダンの子どもの貧困問題～私たちに出来る事～ 

 子どもの貧困〜世界と日本の比較〜 

 現代の若者とネット依存～依存に陥る原因と心理学的関係～ 

 生命倫理における人工妊娠中絶－人工妊娠中絶を減らすには－ 

 介護支援副題：日本、アメリカ、スウェーデンの介護 

 女性は誰のために服を着るのか — 変化するファッションスタイルと女性の自己意識— 

 死刑制度に対する国民の主張は正しい情報のもとにあるのか〜死刑制度存続における危険



 

3 
 

性を日本の現状と冤罪を基に考える 

 顧客満足度と従業員満足の関係性〜顧客満足と従業員満足の業績関係〜 

 少子化の現状と対策について～日本とスウェーデンの子育て支援の比較～ 

 テロリズムと平和構築〜アメリカとアフガニスタンを例に〜 

 ジェンダ－の多様性〜映画界からみる LGBTQ〜 

 音楽と健康～音楽が私たちに与えるメリット～ 

 現代日本の子育ての課題〜現代日本における子どもの精神疾患の増加と愛着システム〜 

 源氏物語における語り手の効果－桐壺巻、夕顔巻－ 

 幸福と近代化〜急速な近代化が進んでいるブ－タンの国民は幸福なのだろうか〜 

 LGBT と就職〜企業と当事者の観点から探る課題と解決策〜 

 幽霊の正体－日本人の宗教観と死生観－ 

 カミュ『異邦人』についての考察～ムルソーとカミュにとっての母～」 

 存在とは何か ～ ハイデガ哲学から考える～ 

 孤独、一体化、心情 －Paul Auster の Ghosts における人とのかかわり 

 自由・孤独と社会の関連について  Truman Capote の Breakfast at Tiffany’s を用いて 

 過去、現代、近未来、差別の中で生きる女性たち －Margaret Atwood の The Handmaid’s Tale 

 ジェンダー問題からみる John Irving 作 The Hotel New Hampshire 

 自己確立の重要性、欲望と理性  より自分らしく生きるには  Paul Auster 作 The Locked 

Room 論 

 ギャツビーの階級意識とアプローチについて Scott Fitzgerald の The Great Gatsby 

 忠誠心、偽り、冷徹 －Samuel Dashiell Hammett の The Maltese Falcon 

 人間社会の問題  対人関係がもたらす利点と欠点  J.D. Salinger 作 The Catcher in the Rye 

 琥珀にとらわれた虫－とらわれて生きる人間 Kurt Vonnegut 作 Slaughterhouse Five と 

Cat’s Cradle 

 Ernest Hemingway, THE OLD MAN AND THE SEA  主人公サンチャゴの孤独からの解放まで 

 成功の要因  Benjamin Franklin の The Autobiography of Benjamin Franklin  

 各登場人物と罪との向き合い方  Nathaniel Hawthorne の The Scarlet Letter における緋文字

「 A 」の意味の解釈について 

 トルーマン・カポーティのティファニーで朝食を 

 Edger Allan Poe の作品における主人公の現実逃避現実から目を背けた者の末路 

 インディビジュアリティーに対する重要性や憧れ－Edith Wharton 作 The Age of Innocence 

におけるエレンとメイの魅力 

 ベル・ジャーの中で    The Bell Jar  Sylvia Plath 

 地獄に生きた人々の人間性 －Elie Wiesel の Night における人間性の変化 

 Alice Walker の The Color Purple 

 ギャッツビーにとってのデイジーと 2 人をつなぐお金とお金の役割  F. Scott Fitzgerald 『グ

レート・ギャッツビー』 
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 奴隷制度において 主人と奴隷、自由、人種差別 エドワード・ P ・ジョーンズの『地図

になかった世界』 

 レイモンド・カ－ヴァー  愛について語るとき レイモンド・カ－ヴァー 「愛について語

るときに我々の語ること」 

 人間が起こす魔女狩り  人間の本能はとても醜いものである  Arthur Miller  The Crucible 

 何故シェイクスピアの喜劇が不朽の名作であり続けるのか？ 『夏の夜の夢』、『十二夜』、

『空騒ぎ』を中心に考える 

 宮崎駿の『千と千尋の神隠し』における自然と人間 －若者に足りない「生きる力」－ 

 『高慢と偏見』における理想の結婚とジェーン・オースティン －エリザベスとダーシーの

結婚は？－  

 『マクベス』は何故四大悲劇に選ばれたのか： 道徳の欠落とマクベスの悲劇  

 現代のアニメ：聴覚と声優の関係性  

 ラファエル前派とアートの誕生 

 『ロミオとジュリエット』における恋愛観とその批判 

 ハンナ・アーレント、悪の概念の理解 

 ～根源悪から陳腐な悪～ 

 The Great Gatsby の中で看板広告のエクルバーグ博士の目はなにを見つめているだろうか。 

 東南アジアの貧困と観光：貧困解消に「観光」はどのような役割を担えるか。 

 マッカーシズムとジャーナリズム 

 人々に与える音楽の力とは何か－クリストファー・スモールの提唱から考えて－ 

 スクルージの変化が私たちに与える影響－クリスマス本来の意味－ 

 日本のまちづくりにおける問題について －SNS との関係性から－  

 印象派とジャポニズム 

 見る観光から体験する観光に「聖地巡礼」は観光文化を変化させたのか？ 

 ジブリ作品の「食」へのこだわり 

 Vanity Fair によるイギリスの資本主義社会の形成 

 バラッドから見たイギリス社会について 

 映画『となりのトトロ』から観衆が読み取れるメッセージとは？ 

 ディズニー映画におけるジェンダーステレオタイプの変遷 

 有責配偶者からの離婚請求について －民法 770 条 1 項 5 号の解釈－ 

 韓国における高等教育の変化と比較 

 ドイツにおける貧困問題について 

 フランス宗教戦争期における王権の寛容政策－ナント王令成立過程およびその内容－ 

 日本における補助犬の現状と課題 

 海外へ出稼ぎするフィリピン人 －終わらない貧困－ 

 少子高齢化社会の課題と解決策 

 ペットの殺処分と実態 －現状と解決策－ 
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 プロダクトデザインにおけるファッション領域 －流行の形成と変形－ 

 大手化粧品会社の戦略－昔と現在の化粧－ 

 水俣病問題長期化の理由および争点について 

 日本における児童虐待 －メカニズムと今後の課題－ 

 化粧のジェンダーレス化 

 拡大する日本の宿泊業界 

 第三帝国の総統と闇の魔法使い〜独裁者の歴史を歩む〜 

 YouTuber は職業か？ 

 訪日外国人に対する日本の観光サ－ビス現状と課題 

 日本における性別役割分業 

 日本の食品廃棄問題について 

 ICT を活用した学校教育 

 マンガにおけるジャンル分けとジェンダー 

 日本における出生前診断と優生思想 

 多文化共生社会に向けた日本語教育支援 

 高齢者の QOL とその家族への支援に関する考察 

 －北欧における福祉制度の比較－ 

 敬語使用の時代による変化についての考察 

 「一帯一路」が ASEAN のインフラ整備に与える影響 

 「東アジア共同体」構想に関する考察－東アジアの地域協力と日本外交－ 

 災害時のテレビ番組の社会的影響に関する考察 ～近年のデジタル社会において～ 

 Wuthering Heights『嵐が丘』のキャサリンに関する考察 

 現代イギリスにおける容認発音の社会的役割についての考察 

 「キリスト教の信仰による心の平和」～ルワンダ・ジェノサイド後の和解～ 

 夫婦間のミス・コミュニケーション（誤解）に関する考察 

 「わかりやすい日本語」で法律文書を改善しよう 

 方言の使用と方言意識に関する考察 

 日本人の異文化理解力の問題についての考察 

 フェアトレ－ドの現状と課題に関する考察 ～フェアトレ－ド周知に向けて～ 

 Online Advertising Strategies in Social Media Platforms to Preserve the Endangered Kapampangan 

Language 

 新語・流行語からみる 俗語の造語法の時代変化に関する考察 

 コミュニケーションに表れる性差についての考察～長年続く国内アニメから～ 

 日本人のコミュニケーション・スタイルの質的変化に関する考察 

 言語政策から見る日本語学習熱 

 テレビニュースにおける娯楽化傾向についての考察 

 キューバ危機とゲーム理論 
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 音楽はワンルームからはじまるか 

 犯罪社会学の試み 殺人事件を性別により類型化することの意義 

 『レ・ミゼラブル』論   時代に翻弄されるジャンバルジャンとジャベールの運命 

 親のありかたとは 

 Jean－michel Basquiat 

 法と倫理  －法が各人の考え方をコントロールしている可能性について－ 

 シリアルキラー テッド・バンディはなぜ誕生したのか 

 Road Rage 

 Adolf Hitler 

 SNS の発達による人間関係の変化 

 Seamus Heaney の詩の世界 

 詩の定義とは何か    T.S.エリオットの『荒地』を読み考察 

 The Great Dictator におけるチャプリンとヒトラ－の考察 

 人を殺してよい理由 

 平和であることの幸せ  ホロコーストの詩を読み考えたこと 

 ナチス占領下のパリの詩人ポール・エリュアールの「自由」に込められた想い 

 体罰を未然に防ぐには 

 日本における在住外国人に向けた公立学校での教育政策における問題点を多文化主義先進

国カナダの実践例から比較考察する 

 変わるべき社会制度 

 生涯スポーツと関わることのメリット 

 SNS アカウントを使用したマーケティングの効果に関する考察 

 日本でバイリンガルは育つのか 

 結婚式は無くなってしまうのか 

 発展途上国の教育はなぜ改善されないのか 

 日本の男女格差とその課題 

 化粧がもたらす心理的効果 

 日本のアニメが海外で注目される背景 

 CHANEL が唯一無二のブランドであり続ける理由 

 日英比較から見る日本人の英語コミュニケ－ションに必要なこと 

 アニメ産業の現状と課題 

 周りからの第一印象を良くするためには 

 ネット時代に国内旅行代理店は生き残ることができるのか 

 ファストファッションは必要か 

 ブラックミュージックのルーツと歴史 

 AI 時代の働き方・教育からみる論理的思考の育成 

 反抗期－反抗の対象から友達関係へ 
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 J リーグを考える 

 人前で話すときの損得 

 アスリート選手から見る運動神経との関係性 

 ヒップホップの歴史とヒップホップダンスの今とこれから 

 歌舞伎を世界に －舞台芸術、バレエとの比較－ 

 刺青文化と日本人の価値観 

 アフリカの国際協力における異文化間コンフリクト－国際協力と異文化間コミュニケーシ

ョン 

 日本の女性における貧困と格差 

 日本のケアマネジメントはどうあるべきか？－高齢者に対するケアのあり方 

 少年の SNS を利用した非行の対策 

 ドイツの移民政策がもたらした社会の変化 

 OFWs: Heroes of the Philippine Economy – A Research 

 求められる女性の美と社会のあり方 

 学校教育における子どもへの評価－現代の教育環境の問題点 

 オーガニック食品を選ぶべき理由 

 和製英語 

 Intercultural Communication  

 Against Prejudice 

 Japan Should Adopt Finland’s All Level Education System as a Model  

 The actual situation and countermeasures of cyber-crime 

 A Brief History of Criminal Law  

 Climate Change: Impacts and Solutions 

 The Right Ways to use Social Media 

 Developing Plurilingual Competence In Japan  

 Education in Japan 

 Giving Girls in Developing Countries a Chance for an Equal Education  

 Attachment and Personality  

 Why We Still Need Feminism 

 Science and Religion 

 Mutual benefits of Business to Consumer Fintech in Japan 

 How Starbucks Captures Consumer Attention   

 The Katana in Contemporary Japan 

 Media and gender 

 Impact on modern society and people by SNS 

 Determining The Legitimacy of Military Intervention 

 A Literary Analysis of Jane Eyre 
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 Japan should have rights for foreigners 

 The Japanese language education environment in Japan: The issue of education support for students 

who need education support 

 Cannibalism; Why some people practice cannibalism? Focus on Oceania 

 Various issue related to fashion: Fashion and environmental issues; The relationship between feminism 

and fashion 

 The protest march against religion in France: Why they attend to the protest march? 

 Creating an environment with no bullying in Japan: for the next generation 

 Multicultural education in Japan: education for multicultural coexistence 

 Intercultural Education in Germany: How Intercultural Education has been Developing in Germany 

 Affirmative action: in terms of women and people with disabilities 

 Education about bullying: Why children bully at school in Japan 

 Bilingual education in Japan: Focus on Japanese and English 

 Men's beauty sense in Japan; with impression management 

 Discrimination in Republic South Africa: Why Discrimination Will Continue 

 What to do improve women's social status: eliminating women’s discrimination in the UK 

 Regional economic disparities in Vietnam: the importance of education 

 Women's social advancement in Japan: Current status and future of women’s career advancement 

 Education for foreign children in Japan: Focus on school refusal and children who cannot attend school 

 Multicultural Marketing: Adding Color (Diversity) to Advertising in the U.S. 

 Foreign workers: The current situation and Japanese government’s response in Japan 

 History of Japanese clothes culture: How are fashion trends determined 

 Affect of the system on people in Denmark: How Denmark’s education and welfare systems affect 

people’s happiness/satisfaction in society? 

 Support for school education in multicultural coexistence in Japan: Focus on the Vietnamese 

community in Japan 

 Australia, a multicultural country: Aboriginal status and relations with the Australian government 

 Early childhood education in Norway: How is the education system organized 

 Changing of Hinduism: Outsiders and Hindu Nationalism 


