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 日本語と英語のあいづち表現の差 
 日・英の映画字幕の比較－原語と翻訳語との間にズレはどれほど生じるのか－ 
 略語から分かる年齢による言語の差 
 女性タレントにおけるあいづちの対人関係による変容 
 悪役らしいセリフを中心に日英語対照研究をする 
 日米の「ほめの返答」にはどのような違いがみられるのか 
 LINE における依頼表現–心理的・社会的距離、負担度に応じた比較– 
 パブリック・スピーチにおけるジェスチャーの役割－日本語母語話者と英語母語話者

の比較－ 
 ドラマ「アンナチュラル」における非言語コミュニケーションの研究－若者の方言使用

の実態-地方出身芸能人での比較－ 
 アメリカホラー映画の邦題に見られる特性：原題と比較して 
 日本語と韓国語における断り表現の比較 
 誤った敬語の標準化 
 大学生が 1 人称に抱くイメージとその男女差 
 親子間・夫婦間の呼称の変化と要因―女性 10, 20 代を対象としてー 
 男女の文末表現―近年のテレビドラマにおいて― 
 日米の「ほめの返答」にはどのような違いがみられるのか 
 外国につながる子どもへの支援の在り方―国、地域、民間の支援とフィリピン人コミュ

ニティ調査から考える―  
 排日運動による日系人のアイデンティティーへの影響―日系アメリカ人と日系アルゼ

ンチン人との比較―  
 カナダの言語教育と日本の小学校英語教育―日本の英語教育には何が必要か―  
 日本の外国人労働者の受け入れ政策―ドイツの事例から―  
 英語教育―他国の言語教育から学ぶ日本の英語教育に必要なもの―  
 「生活」を目的とする外国人のための公的な言語学習機会―オランダとドイツの事例

を用いて―  
 共生社会における国際結婚家庭への支援―日本に住む外国人妻のコミュニケーション

に焦点を当てて―  
 日本の英語教育について 
 言語コミュニケーションにおける不自由さの問題―「レイシャルハラスメント」の観点

から―  
 中国における格差の現状―格差の歴史と教育―  
 外国人児童生徒を含むすべての子どもたちの未来を保障する教育―ICT 教育と日本語



指導の重要性―  
 多文化共生社会の社会保障―社会保障に関するサービスを見直す―  
 複数言語環境にいる子供達のための支援― マイノリティの子供たちにとって居心地

の良い学習環境とは―  
 日本での多文化共生のための教育―多文化共生を教育から考える―  
 多文化社会における教育について― ESD 教育としてのアイヌ文化学習―  
 まちづくりを通した多文化共生社会―外国人コミュニティと地域社会のあり方―  
 多文化社会とメディア―エスニック・メディアの歴史と課題―  
 発達障害とされる外国にルーツをもつ子どもたち―増えている理由と必要な支援につ

いての考察― 
 ジェンダー格差解消に向けた取り組みと課題―南アジア地域の事例を中心に― 
 理工系分野における女性の現状と STEM 教育の課題 
 日本の国際 NGO 広報の現状と課題―NGO の広報力強化と広報が果たすべき役割― 
 日本の教師文化の特徴と課題―アメリカの教師と比較して― 
 シンガポールにおける言語教育の現状と今後の展望 
 日本における生涯学習の現状と社会人の学び直しの機会均等への取り組み 
 経済格差による学力格差を是正する教育方法のあり方―日米比較を中心に― 
 外国人児童生徒・保護者から見た日本の学校教育の課題と支援者の役割 
 障害児・病弱児が取り残されないための教育の課題―ニュージーランドとの比較を中

心に―  
 フィンランド・日本における生涯学習社会の構築に向けた教育政策の比較研究 
 日本のいじめ対策の現状と課題―アメリカとの比較を中心に― 
 自殺の現状と自殺予防の対策 
 フィリピン女性および OFW 女性が抱える問題と解決策 
 地方における日本語教育の実態と課題―都市部との比較を中心に― 
 日本における外国籍児童生徒に対する学習支援の現状と課題 
 日本と北欧の教育の比較考察 
 パキスタンにおけるジェンダー格差是正策の現状と女性支援の課題 
 日本と東アジア諸国における英語教育の比較分析 
 日本とドイツにおける人の国際移動の現状と課題―日本の多文化共生社会の構築に向

けて― 
 「女らしさ」を強いる日本社会からの脱却 
 日本は難民とどのように向き合うべきか―周辺国・欧州の対応を例に考察する― 
 正しい更生とは何か―青少年犯罪から考える日本の更生－ 
 教育におけるジェンダー格差の現状と課題 
 道中記から見る江戸庶民の旅とは 



 ファン・ボイ・チャウの東遊運動と対日思想 
 映画を比較して考察するネイティブ・アメリカンのイメージ構築 
 インドにおけるカースト制度の現状と課題 
 少子高齢化の現状と課題 
 働き方とモチベーションの関係―ワーク・ライフ・バランスがとれた社会を目指すため

に― 
 「フランスの移民における差別問題から考える共生社会」 
 ファッション雑誌廃刊から見る日本人の多様性 
 地方創生を目指すために地域経済活性化を考える 
 コンビニエンスストアにおける食品ロスの現状とその解決策 
 国家賠償請求権の意義について―特別送達郵便物損害賠償責任免除違憲判決を参考に

して― 
 アフリカの児童婚について～現状と解決への取り組み～  
 認知症高齢者を抱える家族の現状と課題 
 今 敏の作風とは―『パプリカ』を例に― 
 日本の子どもの貧困は何故見えないのか 
 言いたいことを人にうまく伝えるにはどうすればよいのか 
 誰も傷つかない学校社会を望んで 
 ガーナの貧困に比べて日本の貧困はどのような状況なのか 
 幸福に生きるために経験すべきこと 
 キリスト教とジェンダー問題 
 自分を愛している人は他者にも優しくできるのか？ 
 男女平等を実現するために必要なこととは何か 
 英語母語話者と日本語母語話者の英語表現に現れる違いにある背景とは 
 ガーナの児童労働の実態 ～日本はどのような支援が可能であるか～ 
 児童虐待の予防と発生後のよりよい対応を実現するには 
 アフリカの戦争や紛争による貧困問題と子どもたち 
 ゾラの小説の着想と技法の考究 
 女性が家庭もキャリア向上両立できる社会を構築するために必要なことは何か 
 幸福な人生とは 
 男女意識が芽生える原因とは 
 RE.UNIQLO を継続することは可能か 
 障害者への差別や偏見はどこから来るのか、偏見や差別を取り除く方法とは 
 多文化社会オーストラリアの言語政策―国際化が進む日本の言語教育が学ぶこと― 
 メディアは戦争を防げるか～国内外の事例から～ 
 自由貿易は日本経済に必要か 



 紛争後社会の教育～イエメンにおける教育の再建に向けた考察～ 
 日本の多文化社会の形成～アメリカにおけるアジア人差別から何を学べるか～ 
 パレスチナ紛争における民間人は守れるか～ガザ地区住民の人権回復～ 
 日本の難民問題 
 日本における持続可能な観光の実現～SDGs の視点から～ 
 ロヒンギャ問題解決にむけての国際協力～バングラデシュにおける難民キャンプの現

状から～ 
 日本における多文化共生社会の形成～外国人労働者問題から～ 
 日本の男女差別を改善するには～雇用された際に起こる男女差別の現状と対策、及び、

アイスランドとの比較～ 
 マイクロファイナンスと女性のエンパワーメント～日本におけるシングルマザーに焦

点を当てて～ 
 アメリカにおける黒人の教育格差解消 ～アファーマティブ・アクション中心に～ 
 『結婚式のメンバー』から Frankie の歪んだジェンダー観を考える 
 制御力、認知対人論、生きる活力－Kate Chopin 作 The Awakening における自立心の

確立 
 反体制、メディア、社会問題の物語―Thomas Pynchon の Vineland 
 男女差別と人種差別、容姿差別、女性の価値―Toni Morrison の The Bluest Eye におけ

る人間の幸福について 
 カタルシス効果、自己肯定感、自己中心性―Ernest Hemingway の A Moveable Feast― 
 お金、結婚観─F. Scott Fitzgerald の The Great Gatsby における好景気の最中のお金

の重要度 
 大人と子どもの世界にいるホールデン 
 男女の関係、愛、生と死、戦争 Ernest Hemingway の A Farewell to Arms における生

命の価値 
 教育、目的に対する意志―Incidents in the Life of a Slave Girl の奴隷状態― 
 女性像と戦争—Ernest Hemingway の The Sun Also Rises 
 欠乏感、アルコール依存、主体性—The Sun Also Rises のヒロイン Brett Ashley の相関

関係から見る言行不一致の要因 
 教育学、心理学から読み解く彼の青年期―J.D. Salinger の The Catcher in the Rye 
 意識変容、偏見、民主主義―Reginald Rose の TEWLVE ANGRY MEN における正義 
 弱者、孤独、自由意志―John Steinbeck の OF MICE AND MEN における社会的弱者と

孤独 
 経営戦略における経営資源の活用―Benjamin Franklin の The Way to Wealth(1758)  
 女性性、生き方、人種問題―William Faulkner の Light in August 
 『リア王』女性の描き方は男性に比べて豊かに描かれているのか？ 



 異なる文化背景を持つ者同士の友好的な関係構築は可能か否か: E. M. フォースター著
『インドへの道』から考える 

 『クリスマス・キャロル』による人に指示しないことの有効性 
 『私を離さないで』の結末はバッドエンドと言うのだろうか 
 メディアにおける情報発信者と情報受信者の関係性 
 『オセロー』におけるイアーゴーの役割は何を象徴しているのか 
 『ロミオとジュリエット』におけるダイアローグ分析 
 『ハリー・ポッター』シリーズにおける社会問題： 物語の悪役は社会問題における何

を表しているのか？ 
 シェイクスピア『リア王』における道化の役割：シェイクスピアの喜劇に登場する道化

とは異なるか？ 
 The Dark Knight Rises におけるバットマンとジョーカーの関係性：バットマンは人類

にとって正義の味方か。 
 ギャツビーをグレートにしたのは何か：ギャツビーとデイジーはお互い本当に愛し合

っていたのか 
 映画『崖の上のポニョ』から考える なぜ他者を受け入れることが出来なくなるのか 
 多様なワーク・ライフ・バランスが実現される社会には何が必要か―日本とオランダの

比較― 
 ディズニープリンセスから考える多様性 
 母語の力を生かした英語教育 
 子どもの精神的幸福度とキリスト教教育の効果 
 メディアが終わらせたベトナム戦争と報道規制をされたイラク戦争 
 母親と娘の関係―子どもの役割― 
 モチベーションは生活の質を高める 
 パーソナリティの形成とメディアの関係性 
 心理学に関する事柄を研究したことによる更なる興味 
 児童労働と教育の関係 
 不安について 
 日本外交史からみる太平洋戦争 
 生殖問題に関する諸問題～倫理的背景からの考察～ 
 日本のインクルーシブ教育の課題はなにか 
 多種多様な社会の中でなぜ人は人種差別をやめないのか 
 「創造都市」という新時代の都市形態についての考察 
 女性差別問題─ジェンダーバイアスの視点から 
 対象者の QOL を向上させるためには 
 心理的支援法 



 格差を食い止めるにはどうすべきか 
 非正社員と正社員の格差と解決策としてのリカレント教育 
 日本で TATTOO に偏見がある理由 
 日米で比較する音楽の性質と背景 
 保育士養成課程から見えてくる諸課題 
 グローバルマーケティングの視点から見た K-POP の世界進出 
 メキシコの貧困から考える貧困の連鎖 
 新しい子育ての在り方 
 LGBTQIA 容認に対する自国の遷延と解決策 
 HSP 気質の遺伝とエピジェネティクスの視点から見る発現の差異 
 日本の産業廃棄物問題から見るサスティナブルな住まいづくり 
 小学校と中学校における英語教育の現状と課題 
 幸福とは何か 
 不登校児童のカウンセリング対応による心理的影響 
 日本と他国間の国際結婚をめぐる労働問題の現状について 
 フィンランドが注目される理由と読解力が高い理由 PISA 学力の結果から 
 装いの心理効果 
 生殖補助医療ー諸問題と法ー 
 ゴフマンの概念から見る SNS における人々のキャラ形成 
 自殺率抑制の手引き 
 日本における制服選択制度の動向とその問題点 
 二つの地域から見る文明の発展 
 ひとり親家庭における子どもの貧困と行政の介入 
 ヒットドラマから考える日本人女性の家庭・社会での役割 
 ファストファッション普及の背景と環境への影響 
 バルト三国における言語政策～旧ソ連諸国と比較して～ 
 母子家庭の母親が本当に必要としている社会福祉－夜間保育と病児保育 
 2050 年カーボンニュートラルに向けた―再生可能エネルギー関連政策・事業のありか

た—デンマークと比較して― 
 道徳の教科化とそこから考える社会の変化 
 少年法のあり方と社会 
 国民皆保険制度からみる健康格差の課題 
 介護業界から見る高齢化問題－北欧の社会福祉との比較－ 
 ワーク・ライフ・バランスと働く男性の実態－日本とスウェーデンの国際比較－ 
 コロナ禍で困窮する非正規雇用女性の仕事と親の介護の両立に向けて―産業化から現

代における女性の役割の変遷をたどって― 



 少子高齢化と労働力人口の減少－女性・若年層の不本意非正規の救出 
 外国人に寛容な日本社会となるには―外国人材をとりまく課題と求められる入管法の

改革－ 
 ダイエット行動のメディアによる影響 
 米国におけるヘイトクライム～SDGs ゴールズの実現に向けて 
 ロストジェネレーション世代や私たちは非日常体験とどう共生していくべきか 
 ジェンダーギャップ指数上位国と日本の比較 
 The existence of Lookism that afflicts women living in modern society 
 William Shakespeare’s Influence on the English Language 
 Reduction of culture shock provided by experience and previous knowledge 
 What you can do to get the right information from SNS 
 How corporations influence social media users 
 Women's Career Development in Japan: Based On The Employment System 
 Eating disorders: and their increase in covid crisis 
 Child marriage and girls 
 What kind of working environment against women is linked to the gender gap? 
 Color Psychology 
 The influence of celebrity endorsement and women’s beauty standards 
 The Impact of Poverty on a Child’s Success 
 Influence of pressure to diet on young Japanese women 
 Commitment to “Liberty” in Multicultural American Society 
 Female Employment: Why Japanese woman Employees lagging from World？ 
 Causes of Conflicts in African Countries: The Relationship between Developed 

Countries and Conflicts in African Countries 
 War Policy in Japan: Reasons for Amending Article 9 of the Japanese Constitution 
 How modern advertisements should be? : what information environment are Japanese 

consumers who receive daily advertisements in? 
 How we support people with school refusal: How they free themselves from school refusal 
 Social welfare systems of other countries: Why is Sweden's welfare policy regarded as 

good by many countries, including Japan 
 Considering Jane Austen’s Motivation by reading Pride and Prejudice: What are the 

paths to ideal marriage? 
 Bullying problem in Japan: Consideration of bullying problems and teaching methods 
 Regulation on adverts in UK: Harmful gender stereotypes 
 Why do people buy paper magazines? 
 Measures against dog euthanasia: How is Germany taking measures to protect dogs from 



euthanasia? 
 In order to improve the status of Japanese women: Consider Japan's discriminatory 

policies and the way women work 
 The Great Gatsby: The Cycle of Economic Inequality in Modern Society 
 Why is poverty in Japan difficult to grasp?: Women’s Poverty 
 Japonisme: The Revolutionary Influence of Japanese Art on the Impressionists 
 Late 20th and early 21st Century Japanese Music: Why Does the Music Industry Have to 

Change Drastically with the Times? 
 The EU as an Organization from a Legal Perspective 
 Reading Portfolio 
 Live-action Movie Version of Cinderella by Sony and Disney 
 Why are Japanese Young People Addicted to K-POP? 
 Studying Abroad for the Japanese 
 Differences in Values for Makeup among Men and Women 
 The Impact of Spanish Colonialism on Baybayin 
 Final Report about My Reading 
 Relationship between Birds and Flowers in Manyoshu and Life at That Time 
 How Disney Transformed Fairy Tales into a Movie Story: The Snow Queen and Frozen 
 The Relationship between Child Labor and Education 
 What is Freedom in the Novel 1984 from the Perspective of Ethics? 
 Management Strategy that Keeps Disney Customers 
 Many Japanese Mispronounce English 

 
 

 


