
氏名 博士論文題目 日時 場所

李夢丹 
Essays on wage inequality and COVID-19 control in
China

令和3年12月17日( 金)
15:00 ～ 16:00 オンラインにて開催

RASOLOMANANA
ONJANIAINA

MIANIN'HARIZO

Bankruptcy Prediction Model Using Machine
Learning
（機械学習による倒産予知モデル）

令和3年12月9日(木)

15:00～16:00 オンラインにて開催

米永 航志朗

Functionals of a Wishart matrix and a normal vector
and its application to linear discriminant analysis.
（ウィッシャート行列と正規ベ クトルの関数とその線
形判別分析への応用）

令和3年12月9日(木)

14:00～15:00 オンラインにて開催

尹　クン

The effects of paradox mindset on individual
unlearning
in the workplace: A mixed study

令和3年11月29日(月)

14:00～15:00 オンラインにて開催

間島 羽奈子
社会教育施設のサービス品質に関する経験的・理論的研
究

令和3年6月10日（木）

16：00～ オンラインにて開催

尤　歆惟 価値形態論および貨幣生成論理への再考

-宇野理論における「形態的な同質性」説に基づいて-
令和3年3月24日（水）

13：30～

林　麗桂 メンタリングがメンターの態度及び学習に与える影響
令和3年3月23日（火）

13：00～

Enkhzaya
Nergui

The entrepreneurial process from intention to
behavior: Focusing on the moderating roles of social
networks, financial capital and human capital
起業意図と起業行動の関係:社会的ネットワーク、財務
資本、人的資本に着目して

令和2年12月3日（木）

10：00～

Fiyori Negash
Afeworki

エリトリアにおけるマイクロファイナンス機関と
中小企業の関係に関する実証分析

令和2年12月2日（水）

13：00～

永田　正樹 部下育成行動とリフレクション支援
令和2年12月2日（水）

10：00～

吉野　有助 心理的エンパワーメントに関する実証研究
令和2年11月19日（木）

15：00～

寺内　伊久郎 組織的共同研究における企業と大学の関係構築プロセス

築部　卓郎 認知的徒弟制に基づく心臓外科医の育成プロセス

小田　和正
知識社会学に関する学説・理論的研究
―K.マンハイムを中心に

令和2年2月20日（木）

15：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W407教室

アハマド ワ
カール カシム

Trade Policy, Lobbying and Heterogeneous Firms 令和元年12月19日（木）

16：00～
経済学研究院研究棟

3階会議室

オンラインにて開催

オンラインにて開催

令和2年9月24日（木）

10：00～ オンラインにて開催
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唐 雨テイ 管理会計における人的要素管理の展開と実態

吉見 明希
コンテンツ産業における管理会計の研究
―放送事業の事例を中心に―

海　大汎 信用貨幣の生成原理に関する研究
令和元年12月12日（木）

16：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W407教室

柳田 具孝 閉鎖的企業における会計ディスクロージャーの諸問題
令和元年12月6日（金）

13：00～
経済学研究院研究棟

110演習室

史　磊
Bayesian Analysis on Ordered Probit Models with
Individual Heterogeneity

令和元年12月4日（水）

9：30～
経済学研究院研究棟

110演習室

高　平 Bayesian analysis on spatial econometric models 令和元年12月4日（水）

10：30～
経済学研究院研究棟

110演習室

小野寺 美希子 看護師のプロフェッショナリズムとケアリング
平成31年3月20日（水）

13：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W303

山田 大地
Essays on Labor Migration,Education and Beliefs
（労働移民・教育および信念）

平成30年9月26日（水）

10：30～
経済学研究院研究棟

113演習室

高橋 史早 知覚価値に関する実証研究
平成30年6月18日（月）

13：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W304

高良　佑樹
Panel Data Analyses on Cultural Goods Trade
パネルデータ用いた文化財貿易に関する実証研究

平成30年3月16日（金）

14：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W102

金　仁子 現代韓国における「貧困の女性化」
平成29年12月14日（木）

10：30～
人文・社会科学総合教育研究棟

W407

藤村　哲史 N.W.シーニアの救貧法改革に関する見解
平成29年12月14日（木）

13：30～
人文・社会科学総合教育研究棟

W407

陳　ブン君 企業買収合併における最適支払戦略の動学モデル
平成29年12月13日（水）

10：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W304

趙　テイテイ 原価企画研究の展開
平成29年8月2日（水）

10:30～
人文・社会科学総合教育研究棟

W102

ソムサイ
オウアンピラ

ライ

Empirical Analysis of Household Consumption,
Health, and Education : The Case of Laos
（ラオスにおける家計消費，健康，教育に関する実証分
析）

平成29年1月11日(水)
16：30～

人文・社会科学総合教育研究棟
W102

令和元年12月12日（木）

10：30～
経済学研究院研究棟

112演習室
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黄　ボク寒
Essays on Determinants and Measurements of
Productivity
（生産性の決定要因と計測に関する研究）

平成28年12月22日(木)
13：30～

人文・社会科学総合教育研究棟
W102

山﨑　慎吾

Essays on Rent Seeking, Tax Competition, and
Private Provision of Public Goods
（レントシーキング，租税競争，そして公共財の自発的
供給についての研究）

平成28年12月22日（木）

15：00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W102

白木澤　涼子 明治地方自治体制と町内会
平成28年12月16日（金）

16：30～
人文・社会科学総合教育研究棟

W102

岡野　泰樹 非財務情報の保証
平成28年12月1日（木）

15:00～
人文・社会科学総合教育研究棟

W102

小林　大州介
イノベーションと人工物進化―シュンペーターとネオ
シュンペーター学派の理論的再考を通じて

平成27年12月17日(木)
15:00~

人文・社会科学総合教育研究棟
W304

髙橋　平徳 仕事現場における連携と学習：救急救命士の実証研究
平成27年12月16日(水)

13:00~
人文・社会科学総合教育研究棟

W102

ｶﾚﾝｶﾞ=ｺﾞｲ=ｼﾞｮﾝ

DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY IN
CONGO:COPPER INDUSTRY IN KATANG, 1906-
2012 （コンゴ鉱山業の発展：カタンガ地域の銅産業

1906年～2012年）

馬
　マ

　嘉
　カ

繁
ハン

中国国有銀行における内部労働市場の形成

深山　誠也 高齢者介護組織の経営

鎌田　直矢
サプライチェーン・マネジメントにおけるインテグレ
ーションと成果の関係

小林　陽介 米国における産業の再編と経済の金融化
平成26年12月4日(木)

15:00~
人文・社会科学総合教育研究棟

W407

五十嵐　岳
Essays on some nonparametric boundary-bias-free
density estimators （境界バイアスのないノンパラメト
リック密度推定量に関する研究）

平成26年11月27日(木)
13:30~

経済学研究科研究棟
3階会議室

王　学龍

Essays on Rural-Urban Disparity in China
:Interaction,Migration,Financial Development
（中国における都市農村格差に関する考察：相互作用，
出稼ぎ移民，金融発展）

平成25年12月19日(木)
13:00~

経済学研究科研究棟
113演習室

李　思ビョウ
Theoretical and empirical examinations of decision-
making under different institutions.
（異なる制度下の意思決定に関する理論・実証研究）

平成25年12月19日(木)
10:00~

経済学研究科研究棟
112演習室

平成26年12月4日(木)
13:00~

人文・社会科学総合教育研究棟
W310

平成26年12月8日(月)
15:00~

人文・社会科学総合教育研究棟
W407
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村上　理
会計の政治化に関する学際的研究－基準設定機関と
パブリック・セクターの相互関係の観点から－

平成25年11月21日(木)
17:00~

人文・社会科学総合教育研究棟
W310

中村　将人 戦前期日本における鉄道会計の史的展開に関する研究
平成25年11月21日(木)

16:00~
人文・社会科学総合教育研究棟

W310

小杉　雅俊
イギリスにおける品質コスト概念とその適用に関する
研究

平成25年11月21日(木)
15:00~

人文・社会科学総合教育研究棟
W310

南川　高範
対外開放政策推進下の中国における物価動向に関する
研究

平成25年6月5日(水)
13:00~

人文・社会科学総合教育研究棟
W304
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