
平成2４年度　修士論文審査日時 Ｈ25.1.22

平田　和博 奥村哲史 松村　文人 程島　次郎 経済格差と貧困を緩和する会社組織
 1月23日（水）

  15：00  ～ 16：00
４３ゼミ室

高木 　浩一 河合　勝彦 大神　正道 臼杵　政治
オープンソース開発手法について
－ソフトウェアからハードウェアへの展開－

 1月23日（水）
  18：00  ～ 19：00

第２院生室

寺口　大造 茨木　智 神山　眞一 程島　次郎
JR本州３社の安全性確保に関する企業評価
－重大鉄道事故から見えるもの－

 1月24日（木）
  10：30  ～ 11：30

第２院生室

趙　光勲 田中　彰 木谷名都子 藤田菜々子
中国石油化学産業の競争力
－産業競争力と企業競争力から－

 1月24日（木）
  1３：00  ～ 1４：00

第４院生室

佐藤　安宏 井上　泰夫 向井　清史 中山　徳良 夕張市の社会経済的分析
 1月24日（木）

 17：00  ～ 18：00
第1院生室

北出  敬幸 板倉　　健 外谷　英樹 川端　　康
日本のＯＤＡがインドネシアの経済成長に与えた影響の
考察

 1月25日（金）
  13：00  ～ 14：00

第２院生室

  稀稀 角田隆太郎 出口　将人 高橋　二朗
中国におけるホテル業再生の道
－ホテル業のサービスを取り上げて－

 1月25日（金）
  17：00  ～ 18：00

第２院生室

吉田　均 奥村哲史 出口　将人 高橋　二朗
営業職の経験と役割から信頼への考察
－経験や信頼はどのように成果に結びつくのか－

 1月28日（月）
 14：30  ～ 15：30

４３ゼミ室

足木　茂 村瀬　英彰 外谷　英樹 伊藤　亮
都市交通事業が地域に及ぼす経済的効果に関する事例
研究　－地下鉄桜通線「野並～徳重」延伸に伴う地価上
昇効果について－

 1月28日（月）
 15：00  ～ 16：00

第1院生室

後藤　敏 奥村哲史 田中　彰 下野　由貴
金融機関に期待されるＣＳＲの本質的使命
－メインバンクの企業救済支援・企業経営改善支
援活動の考察より－

 1月28日（月）
 15：30  ～ 16：30

４３ゼミ室

大北三千代 村瀬　英彰 外谷　英樹 伊藤　亮
大都市既成市街地（名古屋市区別）における人口変動の
住宅地価への影響

 1月28日（月）
 16：00  ～ 17：00

第1院生室

伊藤　達也 村瀬　英彰 外谷　英樹 横山　和輝
米国の経済教育の現状の分析と日本における経済教育
の今後の方向性についての研究

 1月28日（月）
 18：00  ～ 19：00

第４院生室

金澤　宏樹 焼田　　党 森田　雄一 横山　和輝
資産課税の在り方について
－資本課税と土地課税－

 1月29日（火）
 13：30  ～ 15：00

第3院生室

彭  琛 角田隆太郎 板倉　　健 下野　由貴 中国企業の日本市場参入戦略に関する研究
 1月30日（水）

  15：00  ～ 16：00
第２院生室

神野　瑞枝 大野　幸一 板倉　　健 濱口　泰代
タイにおける地方間格差の構造
－所得格差とケイパビリティ－

 1月30日（水）
 10：00  ～ 11：30

第２院生室

井村　日登美 奥村哲史 河合　篤男 山本　奈央
顧客満足に繋がるサービスの質と収益との関係性
における日本的なもの　－日本のホテルを事例に

 1月30日（水）
 14：00  ～ 15：00

４３ゼミ室

王  辰 出口　将人 大神　正道 坂和　秀晃
在中日系企業の人事管理の研究
－問題の源泉とそれへの対策－

 1月30日（水）
 14：00  ～ 15：00

第１院生室

服部　一彌 河合　篤男 出口　将人 坂和　秀晃
転換期における経営者の戦略立案に関する研究
－中小企業オーナー経営者の事例を基として－

 1月30日（水）
 16：00  ～ 17：00

第１院生室

武藤　高治 出口　将人 河合　篤男 小川　淳平
働く人の自律性に関する考察
－なぜ自律性が発揮されないのか－

 1月30日（水）
 18：00  ～ 19：00

第２院生室

中世古康之 森　　　徹 森田　雄一 川端　　康
インターネットによる国際取引の普及と消費課税上の課
題

 1月30日（水）
 18：00  ～ 19：00

第1院生室

遠藤　智広 河合　篤男 大神　正道 下野　由貴
知識創造を持続するためのインセンテイブシステ
ムの研究

 1月30日（水）
 19：30  ～ 20：30

第２院生室

大澤　憲明 森　　　徹 森田　雄一 澤野孝一朗 消費税の価格転嫁に関する実証的検証
 1月30日（水）

19：30  ～ 20：30
第１院生室

西田　　要 森田　雄一 森　　　徹 木村　匡子
金融所得課税の税制変更が家計の資産選択に与える影
響について

 1月31日（木）
 16：30  ～ 17：30

第１院生室

朝倉 尚子 森田　雄一 森　　　徹 中山　徳良 法人税と日本の投資行動に関する考察
 2月1日（金）

 14：40  ～ 15：40
第１院生室

久保　吉人 角田隆太郎 大神　正道 山本　奈央
デザイン主導型の事業イノベーション　－製品開
発ケースにみる意味的価値創出のマネジメント-

 2月1日（金）
 19：00  ～ 20：00

第２院生室

田　昆鵬 三澤　哲也 程島　次郎 臼杵　政治
事業投資判断に関わるＲＮＰVロジットモデルの基
礎的検討　　　－火力発電設備投資を題材に－

 2月5日（火）
 13：00  ～ 14：00

第１院生室

増木　宏徳 星野　優太 吉田　和生 小川　淳平
バランスト・スコアカードによる戦略実行と効果測
定

 2月6日（水）
 17：00  ～ 18：00

第２院生室

河合　利典 山本　陽子 松村　文人 澤野孝一朗
障害者に対する所得保障
－障害年金の観点から－

 2月6日（水）
 18：00  ～ 19：00

第1院生室

久保　康治 松村　文人 藤田菜々子 濱口　泰代
障害者就労拡充に関する考察
－特例子会社における福祉経営に関する研究－

 2月8日（金）
10：00  ～ 1１：０0

第1院生室
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