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29 2021 3 1
ペットに関する法制度と課題

一消費者の倫理と意識の観点から一
岩本諭

今西寶心，鬼塚梨歩，木田智映里，北崎はるか，古賀大介，佐々木千尋，下野優希，光安桃

子，吉澤大横，吉田ひかり

29 2021 3 29 中古DVD映画の価格形成分析 張　韓模 清田早貴

29 2021 3 65

地域雇用課測究

学生のキャリア志向と佐賀県内の企業等による

若者のキャリア形成支援に関する調査研究

早川智津子
岩崎真季，長谷剖紗絵，大石純鈴，大川義博，大久保宰，大久保裕史，林田隆宏，安川敏

貴，安本理一郎

29 2021 3 77 原発訴訟の諸判決の比較 樫澤秀木 島萌生，高橋瑞穂，武田智夢，田坂茜，橋本詩織

28 2020 3 1
地域農業の現状と課題

一長崎県壱岐市からみる一
品川優 江口直希，近藤大晴，目京馬，佐藤賢志朗，副枝咲季，志方梨乃，立花弘睦，手嶋日菜子

28 2020 3 21
フーコーにおけるホモ・エコノミクス

一『言葉と物』から『生政治の誕生』への展開一
伊藤正哉 渕上善夫

28 2020 3 49

地域雇用課題研究

佐賀県内の企業などの新規大卒者を対象にした

若者雇用のマッチングに関する調査研究

早川智津子
（研究ユニット名「佐賀地域雇用課題研究所｣）中島有貴(プロジェクトリーダー)，光野静夏，井上翔

吾，河野一哉，高山花穂，高山雄太，田嶋隆人，友田七瀬，中村考大

28 2020 3 77 時間外労働における固定残業代の割増賃金該当性について 早川智津子 井上翔吾

28 2020 3 89 消費者問題としての「社会的弱者」 岩本諭
井上まなみ，井上由貴，内田千賀，門田真茄，古閑愛梨，園田彩織，中原梨緒，武富樹莉

亜，原田桃子

27 2019 3 1
行動ファイナンスの視点を踏まえた個人投資家の投資戦略に関する研究

～九州・関東の地域間比較～
竹村敏彦 安西健二, 益田ゆりか, 松永春奈, 宮崎和伸, 湯田洋介

27 2019 3 29
情報セキュリティに関するコンプライアンス違反についての研究

～エビデンスに基づく対策の提案～
竹村敏彦 阿比留翔子, 北島弘章, 武田亘広, 鶴田晶大, 松熊倫加

27 2019 3 61
投資家の行動に影響を与える要因分析

～投資と投機的行動の観点から～
竹村敏彦 末安亮太

27 2019 3 87
大学生が主体性を身に付けるための教育内容の改善に向けた提案

～高大接続を視野に入れて～
竹村敏彦 宮崎和伸

27 2019 3 117
解雇制限と打切補償

－専修大学事件最高裁判決からの示唆－
早川智津子 日高瑚都

27 2019 3 133 現行の選挙制度の問題点と提案 畑山敏夫
秋吉菜奈, 内野修吾, 浦郷遼太郎, 岡本里佳子, 折口賢太郎, 久保亮太, 児塔誠司, 西久保理紗,

能瀬佳奈, 藤田裕登

27 2019 3 157
大学生と消費者団体

－消費者運動と新しい担い手としての若者の可能性－
岩本諭 大坪由佳, 渋谷佳那, 城野雄司, 武田晃佳, 田中香織, 常松大聖, 政本諒太朗, 山口靖乃

26 2018 3 1
個人投資家の損切り行動に関する要因分析

～個人投資家の不合理行動に目を向けて～
竹村敏彦 渡邊健太郎, 戸次邦木, 重松浩太朗, 小谷理花

26 2018 3 27
情報漏えいを未然に防ぐためには

～アンケート調査データ分析から～
竹村敏彦 岩重星花, 古瀬智恵美, 上杉弥生, 上鶴知那, 古賀理紗子, 犬塚七生
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26 2018 3 49
パスワードの不適切な管理を防ぐために

～組織の環境要因と行動学的要因の視点から～
竹村敏彦 平松千紘, 末安亮太

26 2018 3 73 インターネット上の個人間売買における若年消費者の権利 岩本諭
安藤沙記, 伊東孝彦, 伊東仁視, 川端允人, 陣内絵理, 西本瑛飛, 樋口璃子, 宮崎純, 山根拓也,

吉村美南

25 2017 3 1 民法改正と債権者代位権 中山泰道 松枝崇弘

25 2017 3 19
地域通貨の史的考察

－佐賀県への導入を目指して－
金子晋右 矢ヶ部学

25 2017 3 43
スーパーマーケットの生存戦略について

～九州地方の地元資本を中心に～
金子晋右 濱方大樹

25 2017 3 71
スマートフォンにおける消費者契約・取引に関する現代的課題の研究

－｢実質0円｣と｢コンプガチャ｣の盲点を素材として－
岩本諭 下川建志, 長野遙夏, 堀江勇人, 毛利優希, 米田実喜

25 2017 3 103
地域雇用課題研究

佐賀県内企業等の新卒採用行動と佐賀大学生の就職活動に関する調査研究
早川智津子 田中茜, 宮園瑞穂, 鈴山咲希, 境美邦, 吉住秀之, 吉田辰吉, 山崎萩平, 大隈天音

25 2017 3 145
悪意のある投稿をする人はどのような人か

～アンケート調査データを用いた実証研究～
竹村敏彦 藤嶋良起, 竹島健人, 最所崇将, 篠原圭介, 原拓哉

25 2017 3 165
男子大学生の喫煙に及ぶ要因の検討

～佐賀大学経済学部生を対象として～
竹村敏彦 原拓哉

25 2017 3 183 これからのスマートフォン月額料金を考える 竹村敏彦 最所崇将

25 2017 3 201
大学生の大手企業志向に関する実証分析

－佐賀大学生の就職活動を事例にして－
竹村敏彦 篠原圭介

25 2017 3 229
ポイントプログラムのもたらす購買行動への影響

－佐賀大学経済学部生を事例に－
竹村敏彦 藤嶋良起

24 2016 3 1
日本の長期失業の現状と対策

－フレキシキュリティ・アプローチによる長期失業の改善－
薗田竜之介 古川隆一

24 2016 3 25 日本工業化と産業革命遺産 金子晋右 八尋翔太

24 2016 3 51
生活保護法における扶養義務の強化

－時代に合った扶養義務の範囲－
丸谷浩介 仁田原健佑, 吉武詩織, 坂本絢香

24 2016 3 71 高等教育における奨学金の返済状況 丸谷浩介 平野和成, 内田茜, 中川原大介, 吉田美沙都

24 2016 3 91 難病患者における就労環境の改善 丸谷浩介 中塚裕一, 木戸優香里, 友野真優

24 2016 3 109
金融システム全体を瓦解寸前に追い込んだ世界金融危機（2008年秋）

－銀行街で発生した取り付けが金融システム全体に波及する経路－
院生 吉田伸一
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24 2016 3 139 採用内定辞退の可能性と限界 早川智津子 浅野真由

24 2016 3 153
退職勧奨とみなし解雇

－ハラスメント事案に限定して－
早川智津子 小森亮広

24 2016 3 165
業務命令と懲戒処分

－懲罰的業務命令－
早川智津子 斧田彩花

24 2016 3 177
コンテンツツーリズムに関する

一考察－成り立ちと主導アクターに着目して－
戸田順一郎 伊東詩織

24 2016 3 205
異物混入からみた食品安全

－消費者と企業の視点から－
岩本諭 井上翔平, 岡部駿, 木下朋之, 白水里奈, 高田慎二, 徳淵晴香, 橋本理加, 松村大士, 山本志織

24 2016 3 231
若年層の投票行動に関する実証分析

－佐賀大学生の投票行動を事例にして－
竹村敏彦 野畑研人

23 2015 11 1 生活困窮者自立支援法は若年困窮者の支えとなるのか 丸谷浩介
毛利元彦, 後藤祐輔, 田中大樹, 長田遼, 中村拓真, 福山茉采, 藤原謙朗, 古澤日向, 水波諒太

郎, 安方涼, 齋藤愛美

23 2015 11 23
個人の危険資産保有比率を高めるためには

～個人投資家のアンケート調査データを用いた実証分析～
竹村敏彦 永友聡, 野畑研人, 丸田亮

22 2015 3 1
お金持ち研究

－お金持ちの妻－
三好祐輔 宇野正真, 権藤彩, 丸亀春華, 俵美紀, 西村龍二, 齋藤麻理奈, 栗原光, 仲彩花

22 2015 3 11
認知症高齢者を地域で見守る

－行方不明者を出さないために－
薗田竜之介 高田希

22 2015 3 39 デジタルデバイド解消モデル構築に関する実証研究 羽石寛志 岩田美樹, 木下瑞紀, 黒岩由夏, 黒木太陽, 那須千加也, 日高敬貴, 松岡紗希

22 2015 3 77
食品添加物と食品表示の考察

～より良い消費者市民社会を目指して～
岩本諭

川端美咲, 桑本祥平, 小林真実, 種田義満, 中尾航大, 中村信秀, 濱田翔太, 原田貢佑, 平嶋千

恵子, 古川真裕, 古澤翔太, 牧迫恵梨子, 松尾歩美

22 2015 3 97
債権者代位権の改正について

－債権回収機能を中心として－
栗林佳代 田中聖

21 2014 12 1 保育のニーズと待機児童 丸谷浩介 光武夏希, 遠藤裕子, 大友駿典, 山口笑子

21 2014 12 13 ブラック企業 丸谷浩介 朝川貴浩, 富田麻紗, 深町量子, 山下慧,

21 2014 12 23 児童虐待と親権停止制度について 丸谷浩介 小島いおり, 田島沙記, 鶴田優子

21 2014 12 35 生活保護の変遷と引き下げの議論 丸谷浩介 堺菜々瀬, 西尚子, 林さくら

21 2014 12 47 我が国の国際会計基準導入をめぐって 山下寿文 矢次亮, 宗辰, 宗穎, 高山聡
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21 2014 12 61
地域雇用課題研究　地域で働く佐賀大学生のアルバイト就業実態調査研究

－経済学部生を事例として－
早川智津子

本告知美, 小川葵正, 西綾, 浅野真由, 釜田彩花, 小森亮広, 辻新奈, 松田宗大, 真鍋雄介, 矢野

真由美

20 2014 3 1 シングル介護のワーク・ライフ・バランス 森周子 白木凪紗, 森みずほ

20 2014 3 41
お金持ち研究

－私達でもお金持ちになれるのか－
三好祐輔

一ノ瀬理佐, 岩村幸菜, 田島千里, 中村聡人, 南嶋遼太郎, 廣田愛美, 二又遥菜, 松本尚子, 丸岡

未侑, 桃園優

20 2014 3 59
食に関する消費者問題と消費者教育

－消費者市民社会の実現に向けて－
岩本諭

蘭理沙, 岩本直士, 梅崎充人, 崎山碧乃, 田中利奈, 鶴田幸奈, 中嶋真也, 中村衣里, 西浦福紗,

福地みずき, 松本祐介, 嶺川彩

20 2014 3 89 非嫡出子の相続分について 栗林佳代 松浦俊平

20 2014 3 107 有責配偶者の離婚請求について 栗林佳代 尾崎未彩

20 2014 3 131 民法における扶養について 栗林佳代 瀬尾千琴

19 2013 9 1 子どもの貧困対策法は世代間連鎖を断ち切るか 丸谷浩介 秋次麻衣, 大池桃子, 平本かおり, 白坂雄馬, 中村洸介, 大隈誠也

19 2013 9 27
定年制延長における高年齢者雇用への影響

～雇用形態および賃金体系の変化～
丸谷浩介 深町梨奈, 上田惠里香, 日隈諒, 相京弥希, 江田佳子

19 2013 9 45 企業結合会計の展開とその会計処理 山下寿文 神崎美帆, 草本佳奈, 清水啓, 清水龍太朗, 高山聡, 田中麻美, 西田幸平, 長谷川涼, 原稔

18 2013 3 1
お金持ち研究

－格差社会においての教育投資の必要性
三好祐輔

鎌田美里, 小嶺満由子, 権藤和歩, 下田隆順, 谷口志穂, 辻このみ, 徳吉麻子, 橋本彩華, 百武直

子, 山田千尋

18 2013 3 21 厳罰化と刑罰論の関係について 樫澤秀木 石戸成一朗

18 2013 3 49
消費者教育

－消費者教育推進法の制度と消費者教育の展開について－
岩本諭

荒木優花, 岩下美貴, 大西由美子, 鎌森春花, 篠原諒, 孫紅, 田中健太, 田平裕子, 寺口佳那, 中

島陽平, 馬場俊輔, 花川智樹

18 2013 3 75
看護師不足を解消するために

～潜在看護師を復帰させる～
森周子 黒岩元規, 廣橋直樹, 三浦光

18 2013 3 105
ホームレスへの居住福祉

～ホームレスへ住居を～
森周子 川居祐介, 新田崇士, 村山尚行

18 2013 3 129
充実した年金制度へ

～無・低年金者の救済と中年金者の年金の充実～
森周子 有馬優里奈, 黒岩麻莉惠, 小柳静香, 瀧本祥子, 彌永美穗

18 2013 3 163 ダイバシティ・マネジメントと企業パフォーマンス 山本長次 津留恵子

18 2013 3 193 民法714条の監督者注意義務の平等性について考える 栗林佳代 中村祐輔

4 / 8 ページ



号 年 月 頁 論題 ゼミ等 執筆者

学生論集
2021年12月1日現在

17 2012 9 1 不真正不作為犯の違憲性及び実行行為性 小坂亮 木本綾子

17 2012 9 25 現代の自殺問題と自殺関与罪 岩本諭 藤中美咲

17 2012 9 53
児童虐待

～一番の原因は児童福祉司の不足にあった～

丸谷浩介・

小坂亮

安達慶太, 安西雄紀, 伊藤千尋, 今村俊介, 小野孝一郎, 松延智子, 松本茂晃, 宮下佳那子, 村

上由記, 吉村祥子, 山本真太郎

17 2012 9 75 IFRS導入によるわが国の企業経営への影響 山下寿文 木寺穂浪, 白石大介, 白石恭平, 田代陽子, 徳永拓也, 平塚大暉

16 2012 3 1 暇疵担保責任における法改正議論 栗林佳代 末安陸斗

16 2012 3 15
男女間賃金格差の要因

－製造業と金融・保険業を対象として－
平地一郎 白澤佳南子, 外尾麻依

16 2012 3 37
地方百貨店が生き残るためには

－熊本の鶴屋百貨店の一考察－
山本長次 原翠

16 2012 3 55
お金持ち研究

－弁護士の資産構成－
三好祐輔

石橋克哉, 川野友希子, 橋本太郎, 白根優衣, 陣之内里恵, 高谷麻優, 武内悠理恵, 平田由布子,

待鳥遙香

16 2012 3 75 消費者教育の意義と展開の課題 岩本諭
磯田健太, 稲益みのり, 井上未来, 木室友希, 清村雄斗, 権藤美波, 平坂由美, 舟木昭人, 松尾彩

加, 松尾環, 元多鈴香, 森田幸子, 山下晃史

16 2012 3 97 なり手不足解消に向けた今後の民生委員制度のあり方 森周子 石岡佐央里, 光岡菜美子, 吉田唯奈

16 2012 3 127 ジェネリック医薬品から考える今後の日本医療 森周子 北川一輝, 福永由希, 山上由紀子

16 2012 3 161 がん患者の負担軽減に向けて 森周子 江口沙智代, 小樋静香, 中島弘介

15 2011 9 1 日本人男性のニーズに合った育児休業制度 丸谷浩介
一ノ瀬智美, 伊東尚美, 岩永有未, 上田雅人, 江頭亮, 大島陽子, 槻木智美, 田中智美, 田村希見

子, 櫻木昇平, 手嶋有紀, 富永真緒, 楢原樹

15 2011 9 31 わが国の銀行経営の展開と課題 山下寿文 荒木摩耶, 岩崎尚美, 黒岩香奈, 千井みなみ, 森貴和子, 成瀬雄太, 松永博徳

14 2011 3 1 不真正不作為犯における構成要件該当性と作為義務に関する考察 小坂亮 伊東啓介, 大森康之, 中野翔太

14 2011 3 55 ブルドックソースにおける敵対的M&Aと食品会社の財務分析 大坪稔 帆足美紀

14 2011 3 85
経営におけるモチベーション論

－人材と組織を活性化させるためには－
山本長次 小原沙絵里

14 2011 3 99 消費税について 畑山敏夫 阿南智美, 井崎裕子, 城戸優子, 坂口京, 須崎彩, 高取瑞穂, 野口ミカ, 廣田和佳奈, 若杉惟

5 / 8 ページ



号 年 月 頁 論題 ゼミ等 執筆者

学生論集
2021年12月1日現在

14 2011 3 127 消費者庁の検証 岩本諭 朝倉武留, 日野翔平, 二川雄介, 畑貴敦, 藤田大全, 山本美智子, 小池奈津未

13 2010 9 1 現代ヨーロッパ経済の個別性と統一性の歴史的分析 古賀和文 江副達也, 仲道健太, 福井舞, 中川円, 古澤絵梨

13 2010 9 27 急迫不正の侵害が存在し、防衛行為を誤信し過剰になった場合に関する考察 小坂亮 藤本智恵

13 2010 9 59
事後強盗罪の構造

－窃盗行為を行っていない中途関与者の罪責－
小坂亮 岩下結

13 2010 9 81 障害者自立支援法における費用負担のあり方 丸谷浩介 長柄友佳, 恒川美沙, 平田有美, 梶原千瑛, 西松千明貴, 大内田寛, 佐藤江利子, 木村ひかる

13 2010 9 107 我が国における連結会計基準化の展開 山下寿文
椛島裕也, 高瀬直彰, 名護辰理, 仲村博幸, 加茂奈々, 永原葉子, 二宮はるか, 福田亜寿佐, 満元

沙季, 陳晨

12 2010 3 1 スポーツメーカー業界の財務分析 大坪稔 山中雅行

12 2010 3 37
コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任

－ステークホルダー論の見地を中心に－
山本長次

内野真, 大津麻奈美, 大塚友貴, 徳田亜理奈, 福本愛, 古川真梨, 益元涼香, 松尾妃佐子, 水元

健太, 守田瞳

12 2010 3 55
お金持ちの研究

－大学教授の資産構成－
三好祐輔

石原美咲, 岩下みなみ, 菰方美香, 小柳智子, 田中綾, 田中美希, 中田愛美, 日高萌美, 福田美

穗, 山本久美子

11 2009 9 1 ｢働くってそういう事だったのか！｣ 丸谷浩介
大塚千恵美, 岩切香織, 上野和美, 川原崇裕, 國武亜梨沙, 白水かおり, 竹山依美, 津田啓伍, 堤

理枝, 中島絵美, 仲道美音, 松本修一, 本部美千子, 山口真里奈

10 2009 3 1 証券会社の合併の効果の計測 三好祐輔 早見文博, 牛島令子, 中山愛美, 中井マミ, 張正凝, 西田力, 益本真理, 大脇知子

10 2009 3 15 進化する景品･懸賞に対する法規制の現状と課題 岩本諭
今泉祐也, 岩崎真之介, 浦由貴嘉, 江里口実央, 大石佳和, 太田圭祐, 緒方亜衣, 川畑成央, 澤

谷香奈子, 浪平将志, 前田慎伍, 松枝加奈子, 松永寛史, 渡邊由香子

9 2008 9 1
非上場企業と上場企業の経営比較

－ビール会社を中心に－
大坪稔 侯博峰

9 2008 9 37 規制緩和に揺れる保育労働 丸谷浩介 中川祐佳里, 平田紋子, 三堂愛美, 矢次希恵, 山下常喜, 坂口歩美, 前里幸太

9 2008 9 67
実体経済を規定する新たな諸要因について

－本邦経済における産業構造の再編を展望して－
濱内繁義 堤孝之, 平田辰徳, 木原完爾, 加治木拓也, 原優, 大崎康平, 田中有光子, 藤松江梨香, 大石佑

8 2008 3 1
規制改革の検証

－生活者・消費者の視点から－
岩本諭

伊藤直子, 猪池豊, 大石貴子, 大石竜司, 大串和徳, 大谷雄作, 香妻春輝, 柴田綾子, 竹本顕一,

榮岩龍太, 橋本真一, 原圭佑, 樋口由紀子, 宮川英鷹, 山田裕樹

8 2008 3 45 株価と海外進出 三好祐輔 安藤靖子, 何江琴, 黒岩弥生

8 2008 3 69 アメーバ経営 山本長次 川島永美
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7 2007 9 1 “モノ言う株主”村上ファンドと企業経営 大坪稔 稲葉望

7 2007 9 41 年金分割制度と離婚・再婚 丸谷浩介
有原良美, 飯田信寛, 石川友貴惠, 植松恒太, 岡野隼士, 熊添裕介, 黒江ちづる, 庄崎那美, 田下

友美, 田中史織, 綴木祐基, 中岡賢明, 西村厚美, 平松聡美, 松元隆幸, 山本浩大, 横尾巧

7 2007 9 89
現段階における本邦企業の海外戦略について

－本邦多国籍企業の動向を中心に－
濱内繁義 大崎康平, 福島望, 加治木拓也, 松下育未, 中川奈津美, 鷲崎亮介, 平田辰徳, 果佳

7 2007 9 113
国際資本移動における決済システムの現状と課題について

－円安下におけるキャリートレードの動向を中心に－
濱内繁義 井上舞, 堤孝之, 大石佑, 中塚省吾, 木原完爾, 原優, 田中有光子, 藤松江梨香

6 2007 3 1 情報と株価 三好祐輔 稲葉成子, 岡崎祐美子, 武田裕美, 川野恵美

6 2007 3 23
食品安全行政の現状と課題

－食品安全基本法の制定を契機として－
岩本諭 江口貴子, 鬼塚由紀, 諸石佑子, 渡邊千尋

5 2006 9 1
企業競争力の新たな要因について

－知的財産の開発・管理を中心とした経営戦略の構築－
濱内繁義 大石佳奈, 岡崎真由美, 黒木洋平, 園田好規, 黒岩恵祐, 古賀建, 中川茉利恵

5 2006 9 27
ヘッジファンドの現状と課題

－国際金融市場との関連性を中心にして－
濱内繁義 江崎千夏, 松尾康平, 今井祐子, 三島宜幸, 周コン, 横溝さやか, 岸川豪介, 木下拓也

4 2006 3 1 日本電力業の規制と自由化 山本長次 池田達則, 大田諭, 下澤太志, 玉置和成, 味園大祐

4 2006 3 57
問われるCSR

－その意義と役割－
楊枝嗣朗 兼安武士, 春野雄生, 山口春陽

4 2006 3 103 生活保護法による一人親世帯への自立支援 丸谷浩介
園田尚之, 岩下真平, 香月良二, 高口仁美, 山本ひろみ, 西嶋誠也, 川副真裕美, 池本真一郎, 中

牟田哲寛, 藤本康寛, 林田陽介

4 2006 3 131 過失犯と緊急避難に関する考察 勝亦藤彦 山下城司, 西岡謙, 江口雅美, 酒井優, 中村大輔, 樋口耕平

4 2006 3 159
規制改革下における適正な消費者選択のための法規制

－消費者意識の実態調査の分析と考察－
岩本諭

新居大佑, 右近靖明, 萩生裕司, 杉野直樹, 多田直史, 野田哲郎, 井上真帆美, 今泉栄美, 坂田

沙緒里, 副島直子, 永岡紀香, 三ヶ島智子

3 2005 9 1 トヨタ自動車の中国進出 山本長次 横町朱美

3 2005 9 27 RURAL POVERTY AND SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN SRI LANKA 研究者 Mariko Miyazaki

3 2005 9 67
本邦経済における企業合併・買収の現状と課題

－敵対的買収に対する企業防衛策(ポイズンピル)の導入問題を中心に－
濱内繁義 内田優, 田中美帆, 小川祐子, 鶴田祥子, 古賀和徳, 富永菜穂, 富永麻起子

2 2005 3 1
ヨーロッパの世界の発見と前産業社会(1500－1800)への経済的影響

－西洋：大西洋トライアングルにおける経済変動
古賀和文 ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ･ﾗｲﾝﾊﾙﾄ, 山崎謙一, 山本圭大

2 2005 3 21 旅客運送事業における規制と競争 岩本諭 笠原容子, 山本奈央, 山本華代, 増本公一
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2 2005 3 53
大型店の出店自由化と今後の課題

－規制緩和下における小売業の発展方向について－
濱内繁義 古田宏子, 牟田恭之, 井手友子, 北島環, 加瀬雅裕, 平川香菜

1 2004 9 1
ペイオフ解禁後の金融機関の課題について

－公的資金の取り扱い問題との関連を中心に－
濱内繁義 井手友子, 北島環, 平川香菜, 古田宏子, 牟田恭之

1 2004 9 49 Efficiency of Monetary Policy in Thailand 研究生 Jakapong Anuluksa
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