
 

  
 
 

新潟県立大学国際地域学部国際地域学科 

2017年度卒業研究発表会 
 
 

 発表者受付(1313) ------------------------------ 9:20～9:50 

 第一セッション ----------------------------- 10:00～11:00 

 第二セッション ----------------------------- 11:10～12:10 

 昼休み ---------------------------------------- 12:10～13:00 

 第三セッション ----------------------------- 13:00～14:00 

 第四セッション ----------------------------- 14:10～15:10 

 第五セッション ----------------------------- 15:20～16:20 

 閉会 ---------------------------------------------------- 16:30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

会場内では、大学の広報活動に使用する目的

で、写真撮影が行われることがあります。 
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 1112      1206 
10:00 
 ～ 
11:00 

アンダーグラウンドにあったヒップホップがアメリカで
メジャーになった要因 

 日系ブラジル移民文学作家松井太郎の作品に見る場所の
感覚 

   

非行少年の立ち直りにおける地域社会の役割と課題につ
いての考察 

 映画館に「あの時代」「これからの時代」が埋まっている 

～再犯防止から地域社会の力を問い直す～  ～映画館とまちづくり～ 

カントの『永遠平和のために』の再考  イタロ・カルヴィーノの視線 

   

正しい人道的介入とは  非核芸術の歩み 

  核の可視化へ向けた人々の試み 

11:10 
 ～ 
12:10 

原発立地が人間関係にもたらす影響の研究  フランツ・ファノンの思想 

柏崎刈羽原発周辺地域の住民を対象にしたインタビュー  ２つの植民地と脱植民地主義 

六ヶ所村の受難史から見る核依存の要因  ことばとアイデンティティについて 

  ―温又柔のことばの世界を通して― 

何故、沖縄には米軍基地が多いのか  「近代への呪術師」と共に生きる 

  『苦海浄土』から考える水俣病 

アドルフ・アイヒマンと悪の陳腐さについて  アメリカ独立系映画史に見る恐怖表象と「搾取」演出の
関係 

   

13:00 
 ～ 
14:00 

若者における日本語の感謝表現  China's Behavior in the South China Sea 

喜びと恐縮が混在する場合を中心に  : from the Perspective of Strategic Culture 

日本と韓国のことわざ比較 －十二支の動物に関するこ
とわざを中心に－ 

 北京の歴史的地区における新しい動き 

  前門・楊梅竹斜街の試み 

日韓の受身表現の特性 ―東野圭吾(2014)『ナミヤ雑貨店
の奇蹟』と翻訳版の比較を通して― 

 台湾意識と台北・台中に残る日本の建物 

  〜台湾史の一部としての日本〜 

『再訳 朝鮮詩集』から見る日韓の擬態語の特徴  台北における日本統治時代の建物の保存と活用 

  台湾人意識の形成との関係 

14:10 
 ～ 
15:10 

韓国公務員制度による韓国社会の変化  北京の伝統地区における再開発と住民 

キム・ヨンラン法をめぐって  南池子と煙袋斜街の 10 年の変化 

韓国における華僑社会の形成と変容  北京における文化地区の形成 

教育と政策を中心に  会館・国子監を核とするまちづくりの成否 

安重根が考えた東洋平和論  蟻族について 

   

日本と韓国における地方観光政策の比較  魯迅「阿 Q正伝」から見る現代中国 

   

15:20 
 ～ 
16:20 

朴婉緒の作品に見られる儒教的性別役割分業と男児選好
思想 

 中国雲南省にみる少数民族 

   

韓国語文法-아서,어서,여서の意味に関する研究  満洲族 

―村上春樹の『ノルウェイの森』と유유정訳『상실의 시대』の比

較から考える― 
 

その歴史変遷と現在 

韓国の短編小説の翻訳から見える日本語と韓国語の微妙
な違い 

 中国人の姓名について 

   

欧米風へと変わる結婚式  プロパガンダから見る戦争 

～日本と韓国～  日中米のプロパガンダを比較して 
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 1208      1250 
10:00 
 ～ 
11:00 

映画に見る独ソ戦  日本語との違いから見る英語の発想 

   

セルゲイ・エイゼンシュテインの映像作品  翻訳から見る日英対照 

思想と時代背景について  小説が映し出す文化の相違 

字幕の奥深さ  発達障害のある生徒への英語授業での支援・配慮 

  ーインクルーシブ教育の観点からー 

日本語の格助詞とロシア語・英語の前置詞の対照研究  日本語と英語の対照 

～場所と時間の捉え方～  日本の漫画の翻訳を通して 

11:10 
 ～ 
12:10 

英語のスウェアリングについて  若者の関西方言の使用について 

現代英語とシェイクスピアの用いた英語の悪態表現   

『アンナ・カレーニナ』にみるアンナの選択  生活の変遷と言葉の変化 

   

女性の考える「美人」の基準  新潟県の方言の実態 

  ～家族の中に見る方言の差異～ 

コーヒーの歴史と嗜好  若者の敬語意識調査 

Wie schmeckt der Caffee süße  敬語の使用の変化 

13:00 
 ～ 
14:00 

原子力発電の問題点  日本における外国人労働者雇用の現状と課題 

   

公共図書館と前川理論  新潟県の方言の分布 

1960 年から 80 年代における前川恒雄氏の活動からわかること   

千尋とキキと雫  ケベック社会の言語による市民の統合 

ジブリ作品は成長物語なのか  Statistics Canada から読み解くケベック・アイデンティティの

変容 

ヒューマノイドロボットのジェンダー  『ヴェニスの商人』におけるシャイロックの正義 

  ハッピーエンドで終わる悲劇 

14:10 
 ～ 
15:10 

学校におけるセクシュアル・マイノリティ  ロアルド･ダール作品の魅力は何か 

   

大島弓子『綿の国星』論  オードリー・ヘップバーン 

  今もなお愛される”永遠の妖精" 

文化に根差した病を考える  物語の中の狐たち 

  ～そのキャラクターと分類～ 

食文化からみる日本人の精神性  妖精の起源と創造された妖精たち 

【お弁当】と【ファッションフード】に注目して   

15:20 
 ～ 
16:05 

女／男という身体とジェンダー  シェイクスピア演劇における「女」 

  少年俳優であることで もたらされる意味とは 

想いを託された人の姓と名  『RENT』はなぜ観客の心を掴むのか 

  原作『ラ・ボエーム』との比較と現代的テーマからの考察 

人は何故パートナーを求めるのか  ミュージカル『マイ・フェア・レディ』の原作『ピグマリ
オン』について 

ー家族を生み出す夫婦関係に注目してー  G.B.ショーが伝えたかったこととは 
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 1350      1352 
10:00 
 ～ 
11:00 

日光市の地元学活動「日光学」について 

 The Potential Influence of the Great East Japan 

Earthquake on the Emerging Identity of a Fukushima 

Person:  Insights from autoethnography 

現状調査と評価、改善提案   

サードプレイスがもたらす地域への効果と今後の可能性 
 An investigation into a Japanese woman's identity 

and intercultural issues during foreign study 

新潟市江南区のコミュニティカフェと地域の茶の間の事例を通

じて 
 

Insights from narratives 

町家を活かして活動する住民団体に関する研究 
 Exploring British and Japanese fantasy stories: An 

Analysis of their appeal across generations 

新潟市と金沢市の事例を比較して   

ロックフェスによる地域活性化 

 A Discourse Analysis of Frozen: Investigating 

changes in Japanese and English sister's talk from 

childhood to adulthood. 

～東北地方を対象に～   

11:10 
 ～ 
12:10 

大学周辺地域の魅力の発掘と発信に関する研究  Discourse Analysis of Maikos' language: Kyo-Kotoba 

『大形地区の伝説・口碑マップ』の制作を通して   

経済活動からみた目指すべきインバウンド観光のかたち  アクティブラーニングの可能性 

山梨県を対象にした観光プランの提案  ー英語教育にどのように取り入れることができるか？ー 

大学生の地域参加に関する研究  英語学習に対する動機づけ要因について 

～新潟県立大学の取り組みを事例に～  そこから見える教師の役割とは 

慶尚北道と新潟県の観光交流の提案  TED TALK は学校英語の Listening 教材になり得るか 

  発話速度の観点から 

13:00 
 ～ 
14:00 

3D ソフト Blender の可能性  「装い」から見る 1920 年代アメリカを中心とした女性像

の変化 

  歴史・ジェンダー・表象の視点から 

ニューツーリズムによる地域活性化  黒人差別とそれへの抵抗に関する一考察 

燕三条地域の産業観光  Black lives matter という現代の社会運動を中心に 

オープンデータ流通環境の整備に向けた一考察 

 内に向かう反抗の意識 

 ヒッピーとアーミッシュが求めた精神的豊かさとは 

 「女性」のつくられ方 

～天明町をケーススタディとして～  2 つの映画と広告からみるジェンダーバイアス 

14:10 
 ～ 
15:10 

地方都市中心部における地域のポテンシャルを活かした

シェアリングエコノミーの可能性 
 映画からみるアメリカ南部の人種問題 

新潟市中央区天明町における未利用空間等に関する一考察  人種分離法(ジム・クロウ)と多様な白人意識に関する考察 

テーマパークから見た花街空間システムとの相関性に関

する研究 
 「女子力」から考えるジェンダー 

ー花街文化の継承に向けた提案ー  「女子力男子」に関するアンケート調査からの考察 

都市近郊・中山間地域の都市における現状と課題  付加詞からの摘出について 

五泉市の人口減少と学校統廃合から見る課題   

高速道路と休憩施設の変遷と展望  指定部からの摘出について 

ー50 年の歴史をたどってー   

15:20 
 ～ 
16:20 

『道の駅』の実態と新潟市南区への『道の駅』設置に関す

る考察 

 Improving teacher training for elementary schools 

in Japan 

   

木質バイオマス発電と木質ペレット暖房機の現状と課題

の比較研究 

 What Japanese teachers should do in elementary 

schools’ English education 
  ~From a viewpoint of ALTs~ 

農家レストランによる地域活性化の可能性 
 Practice and difficulties of using CLT at junior 

high schools in Japan 

   

 
 Reconsideration of "Yakudoku" in language learning 

in Japan 
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 1361      1362 
10:00 
 ～ 
11:00 

被災者のための災害関連法  子どもの安全保障 

東日本大震災から考える  インドの子どもと世界の子ども 

少年法とは  ワイマル民主制の問題点 

  ナチス台頭の原因とは 

観光立国推進基本法  オバマ政権 8年間の核政策を考える 

取り組みと課題とは  ─オバマは何を考え、何を実現したのか─ 

死刑存廃をめぐる議論  日本の愛国心教育 

  〜これからの愛国心教育にむけて〜 

11:10 
 ～ 
12:10 

多角的にみる第三帝国とニュルンベルク国際軍事裁判  トルーマンと原爆 

歴史的事実から学ぶ現代への教訓  何が原爆投下をもたらしたのか 

ヘイトスピーチ規制と表現の自由  The U.S. military intervention and Obama's puzzles 

in Syrian conflict 

～拡大するヘイトスピーチにどう向き合うのか～   

犯罪被害者の実名報道は必要か  「標的殺害」〜過去・現在・未来の姿〜 

プライバシーと表現の自由から考える   

日本の天皇制  先進国 G7 の中で、なぜ日本は国際組織犯罪防止条約の批
准が遅かったのか。 

〜女性天皇の是非を考える〜   

13:00 
 ～ 
14:00 

犯罪が発生する要因  ガーナはなぜ政治的に安定しているのか 

   

自殺の発生要因に関する分析  SNS における炎上に関するテキスト分析 

都道府県レベルデータを用いた分析   

J リーグにおける結果の不確実性と観客数の関係  日本の外国人労働者受入れ政策 

観客者数に影響を与える要因  ドイツとの制度比較の視点から 

日本人の幸福要因とは  新潟県の地域医療に関する研究 

JGSS(General Social Surveys)から見る幸福度調査   

14:10 
 ～ 
15:10 

J リーグにおける各クラブの選手人件費と成績、各クラ
ブの収益と成績の関係 

 地域財政破綻後の産業構造転換による都市の変貌 

  米･ペンシルヴェニア州ピッツバーグを例に 

ひとり親の母の就労問題  国内人口移動 

  ―社会増減に基づく都道府県間移動の考察― 

スポーツジムによる高齢者のソーシャル・キャピタル向

上についての研究 
 韓国における企業社会と中小企業の位置づけ 

   

定年後の高齢者雇用の提案  「イスラーム国」のメディア戦略 

  〜隠された技法とその特異性〜 

15:20 
 ～ 
16:20 

アクティブシニアの特徴  人道的介入の是非 旧ユーゴスラビア紛争を中心に 

高齢期を活動的に過ごすために   

高齢者の衣生活に関する基礎的研究  Diversity Management の必要性 

  －蔑ろにされたマイノリティ LGBT－ 

高年齢者の継続雇用と再就職の課題・展望  日露間における地域間交流の重要性 

  ―北方領土問題の平和的解決に向けての糸口― 

  日露北方領土問題 
  -ユーラシア地政学の視点から- 

 
  



 p. 5 

 

1207（ポスターセッション） 

[立ち合いセッ

ション] 
15:00～15:50 

インバウンドを意識した観光拠点の研究 

～名古屋市と群馬県を例にして～ 

欧米人から見た金沢の観光地の評価 

～ 日本人との比較 ～ 

五頭温泉郷の魅力の発信方法の研究 

 

コンピュータネットワークの構築と評価 

～ 同一セグメントの場合 ～ 

訪日韓国人観光客の動向と傾向の分析 

-長野を例とした韓国人観光客向けの観光推進- 

新潟―東京間の交通に関する研究 

 

ろうきんと JA における定期預金の比較 

 

新潟市と富山市の美術館の比較研究 

 

 
 
 

 
 


