
修了年度 専攻名 学籍番号 論文題目 指導教員
令和３年度 社会環境学専攻 KM19102 フードサービスにおけるO2Oマーケティングに関する研究 松藤　賢二郎
令和２年度 社会環境学専攻 KM19101 タオバオの成功要因とプラットフォーム戦略 尹　諒重
令和２年度 社会環境学専攻 KM19103 中国の再生資源輸入政策の転換が輸入廃棄物加工園区に与えた影響 藤井　洋次
令和２年度 社会環境学専攻 KM17201 中国におけるCSRへの取り組みと財務業績の関係に関する実証分析―中国における不動産業を中心に― 李　　文忠
令和元年度 社会環境学専攻 KM18101 中国におけるサプライチェーンへのMFCAの適用可能性に関する研究 李　　文忠
令和元年度 社会環境学専攻 KM18102 日系ドラックストアの中国進出について 松藤賢二郎
令和元年度 社会環境学専攻 KM18103 中国における廃棄物資源化に関する調査研究ー大連市の事例を中心としてー 坂井　宏光
令和元年度 社会環境学専攻 KM17202 中国における船舶リサイクル産業の現状と課題 藤井　洋次
平成３０年度 社会環境学専攻 KM17101 福岡県の持続可能な水産物の振興－有明海産アサリに焦点を当てて－ 藤井　洋次
平成３０年度 社会環境学専攻 KM17102 小売業における環境経営の有効性と課題－小売業における省エネ投資の在り方－ 松藤賢二郎
平成３０年度 社会環境学専攻 KM17104 中国の地域格差から見える持続可能な発展への展望 鄭　　雨宗
平成３０年度 社会環境学専攻 KM16203 中国養豚業におけるマテリアルフローコスト会計の展開と適用可能性 李　　文忠
平成２９年度 社会環境学専攻 KM16101 福岡県の生物多様性の保全と環境教育に関する研究 坂井　宏光
平成２９年度 社会環境学専攻 KM16102 中国重慶市における環境汚染企業の移転政策とその課題 藤井　洋次
平成２９年度 社会環境学専攻 KM15001 中国金属リサイクル産業における産業政策の課題と展望 藤井　洋次
平成２９年度 社会環境学専攻 KM15002 中国における鉄スクラップ貿易の現状と課題 藤井　洋次
平成２８年度 社会環境学専攻 KM15003 防災を取り巻く現状と、ArcGISを活用した糟屋郡新宮町における3D防災地図製作について 森山　聡之
平成２８年度 社会環境学専攻 KM14006 忘れられる権利 : 中国におけるインターネット環境での個人情報保護の将来 中川　智治
平成２８年度 社会環境学専攻 KM14010 中国の再生可能エネルギーの現状と発展 : 風力発電に関する事例調査を中心に 坂井　宏光
平成２７年度 社会環境学専攻 KM14001 中国の大気汚染問題と石炭火力発電所の環境対策 ：中国・青島の熱電会社を事例として 坂井　宏光
平成２７年度 社会環境学専攻 KM14002 2000年以降の中国内陸都市における経済発展とリサイクル政策の課題 : 内モンゴル・バヤンノール市を事例として 藤井　洋次
平成２７年度 社会環境学専攻 KM14004 夏目漱石「それから」中国語訳の研究 : 呉樹文訳の分析 徳永　光展
平成２７年度 社会環境学専攻 KM14005 マテリアルフローコストの理論と事例研究 : 中国における木材製造業を中心に 李　　文忠
平成２７年度 社会環境学専攻 KM14009 中国における若年層の就労意識の変化と雇用管理について : 日本の雇用モデルの中国企業への応用 松藤賢二郎
平成２６年度 社会環境学専攻 KM13001 日本と中国における企業の社会的責任の比較研究―サッポログループと青島ビールの事例を中心に― 李　　文忠
平成２６年度 社会環境学専攻 KM13003 夏目漱石『心』中国語訳の研究 ―1982年版から2013年版までを手掛かりとして― 徳永　光展
平成２５年度 社会環境学専攻 KM12001 太陽光発電普及の要因分析と政策評価 鄭　　雨宗
平成２５年度 社会環境学専攻 KM12003 身近なニュースの重要性――ジャーナリストの取材活動に対する提言―― 徳永　光展
平成２５年度 社会環境学専攻 KM12004 中国新疆における水資源のマテリアルフローコスト会計導入の可能性 李　　文忠
平成２５年度 社会環境学専攻 KM12005 夏目漱石『心』中国語訳の研究―林少華訳の評価をめぐって― 徳永　光展
平成２５年度 社会環境学専攻 KM12006 中国人日本語学習者にありがちな問題点 徳永　光展
平成２５年度 社会環境学専攻 KM12007 日本と台湾のエネルギー政策に関する比較研究 坂井　宏光
平成２４年度 社会環境学専攻 KM10002 中国家電産業の発展～ハイアールを中心に～ 加来　祥男
平成２４年度 社会環境学専攻 KM10004 地方自治体による協定を用いたレジ袋削減策の動向と課題 阿部　　晶
平成２４年度 社会環境学専攻 KM11001 マテリアルフローコスト会計の理論と事例研究―中国における建設業を中心に― 李　　文忠
平成２４年度 社会環境学専攻 KM11003 日中の廃棄物問題に関する比較研究―福岡市と厦門市における廃棄物の処理状況を中心に― 坂井　宏光
平成２３年度 社会環境学専攻 KM10001 中国河北省における農業用水と“一提一補”制度 小川　滋
平成２３年度 社会環境学専攻 KM10003 中国内モンゴルオルドス市の都市化と飛砂防止について 小川　滋
平成２３年度 社会環境学専攻 KM10005 中国水汚染防止法の規定に内在する問題-日本の水質濁汚防止法と比較しての研究- 阿部　晶
平成２２年度 社会環境学専攻 KM09001 中国の経済発展に伴う日中貿易の構造的変化の研究 高多　理吉
平成２２年度 社会環境学専攻 KM09002 ホルチン沙地における生態経済モデルに関する研究 小川　　滋
平成２２年度 社会環境学専攻 KM09004 日本と中国におけるマテリアル・フローコスト会計の動向 李　　文忠
平成２２年度 社会環境学専攻 KM09005 企業における環境報告書に関する研究―日本及び中国の家電メーカーの事例を中心として― 野上　健治
平成２２年度 社会環境学専攻 KM09006 中国における直接投資の動向と問題 加来　祥男



平成２２年度 社会環境学専攻 KM09007 地方自治体による森林整備等によるCO2削減の認証制度について 小川　　滋
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08001 持続的経済発展を模索する大連 高多　理吉
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08002 中国の携帯電話産業 加来　祥男
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08003 中国ホルチン沙地における砂漠化及び農牧業の現状と課題 小川　　滋
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08004 環境ビジネスの市場拡大と中国の課題 高多　理吉
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08005 ダム上流にある産業廃棄物処分場の問題－解決に向けた市民運動－ 阿部　　晶
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08006 中国における経済発展と産業構造の転換－中部地域を中心に－ 加来　祥男
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08007 ドイツ・日本・中国におけるエネルギー政策に関する研究～再生可能エネルギー政策を中心に～ 高多　理吉
平成２１年度 社会環境学専攻 KM08008 急拡大する中国の自動車産業の動向と将来の方向 高多　理吉
平成２０年度 社会環境学専攻 KM07001 中国における「退耕環林」政策中止に関する問題と今後の展望 小川　　滋
平成２０年度 社会環境学専攻 KM07002 中国における企業の環境経営の研究と提言 桂木　健次
平成２０年度 社会環境学専攻 KM07003 中国における環境会計の研究 李　　文忠
平成２０年度 社会環境学専攻 KM07004 レジ袋削減方策 阿部　　晶
平成２０年度 社会環境学専攻 KM07005 中国における環境マネジメント・システム－地方政府の事例を中心に－ 桂木　健次


