
【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

家族介護とは ６つの概念とその支援についての当事者研究　－11の事例より－

復職支援プログラムにおける運動療法の考察

職場におけるメンタルヘルス対策についての一考察　「公立小中学校現場におけ
るメンタルヘルス対策をどう進めるか」

インターネット依存とその対策について

緩和ケアチームにおける作業療法士の役割

介護職者のヘルスケアとしてのアロマテラピーの可能性　－フランキンセンス精
油によるアロマハンドトリートメントの有効性の検証－

認知症のある人に対する看護学生の肯定的な態度と共感性の修得にＶＲ教材の有
効性の検証

中学校における児童虐待対応に関する教員とスクールソーシャルワーカーとの協
働について　－教員が感じる課題補完に向けた校内チーム支援－

認知症者をもつ家族の責任と責務

1933年児童虐待防止法における法目的の変質を巡る考察　－貰児規制の消失と児
童労働の縮小に注目して－

トリアージシステムの為の電波併用型超音波測位

花卉管理マニュアル作成に向けた消費者意識実態調査

筋電計の表面電極貼付位置のずれに配慮した肩関節屈曲動作時の棘下筋の活動に
ついて

乳幼児のインタラクティブメディア視聴における親のコントロールに関する研究
～スマートフォン・タブレット端末に着目して～

地域で生活する男性重度身体障がい者の性的ニーズとＱＯＬ　～射精介助に対す
る訪問看護師としての支援のあり方～

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

生活健康科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

母親－娘のインタビューに現れる育児環境や育児に対する意識の変化

大学アメリカンフットボールチームにおける傷害調査

高齢女性における歩数増加のためのウォーキング事業の効果とその定着度

歩行条件の違いが歩行時の下肢筋活動に与える影響　－歩幅・歩行率・歩行速度
変化に着目して－

大腿骨近位部骨折術後患者におけるバランス練習アシストを用いたバランス練習
の効果

急性腎障害の有無におけるＩＣＵ入室患者へのリハビリテーションの有害事象発
生率の検討

視覚障害者の健康・医療情報アクセシビリティーの意義と実際的課題　－パラク
ライミング競技選手を対象に－

日本語版Promoting Maternal Mental Health During Pregnancyの作成と信頼
性・妥当性の検証　～質問紙作成の予備調査～

頭部ＣＴ angiography でのVolume rendering法における血管径描出能の真正性
の検討

抗菌薬適正使用支援チーム活動のための対象患者抽出方法の検討　－菌血症予測
に用いる因子の選択－

チーム医療におけるインシデント事例について

従業員食堂を通した健康栄養情報の認知度と食選択に関する研究

視能訓練学生教育における眼科検査動画教材を用いた臨床推論授業プログラム導
入の試み　～学生の関心と思考過程の分析～

血糖自己測定（ＳＭＢＧ）に及ぼす影響因子とリスクマネジメント　～血糖自己
測定における環境温度における影響～

高齢者の健康づくりとコミュニティ活性化を目的とした運動教室参加者の体力・
ＡＤＬ・歩数の変化　～埼玉県Ｓ市ＵＲ・Ｈ団地における「さわやか運動サロ
ン」と「体操カフェ」の実施～

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

生活健康科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

卵巣明細胞腺癌における基底膜物質の出現と細胞診断への応用のための基礎的検
討

ヒト型コミュニケーションロボットによる認知症患者の認知機能の質的診断と改
善効果の検討

ディスポーザブル血圧トランスデューサキットの周波数特性と圧力波形再現性に
ついて

青年期脳性まひ児者の自己申告によるＱＯＬと介護者負担についての考察

看護師特定行為からみられる看護の展望とは

地方公務員の公務特性分類並びにストレッサー、ストレス反応との関連性

理学療法士のプロフェッショナリズムの評価とその実態に関する研究

高齢者の社会生活におけるリスクマネジメント　－振り込め詐欺被害を防ぐ新し
いリスクコミュニケーション手法の研究－

記述的意思決定論の視点によるリスク報告（内部告発）の探索的研究

保育リスクマネジメントの体系と小規模保育事業での組織的取り組み

先天性心疾患児を持つ家族の在宅療養に関する文献研究

高等教育機関のキャリア教育における主体的な生活者育成の可能性について

ファミリー・サポート・センター事業による病児・病後児預かり活動の進展に向
けて　－東京都の実態把握と課題の考察－

地域における栄養、摂食・嚥下サポートのための多職種連携と訪問看護師の役割
～訪問看護師の挑戦～

ドーパミントランスポーターのマウス脳内局在

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

生活健康科学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

母親が抱く子育て・家事の負担感　－女性教師の場合－

Methylated Septin9 is a potential biomarker for Colorectal cancer

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

生活健康科学プログラム
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プログラム 修士論文題目

中高年世代における生涯学習と市民活動との関わりについて

看護師養成所看護教員の省察行動とストレス及び職業的社会化，職業経験の関連
性について

「看護学生の実習前後における気持ちの変化」　－死別経験とレジリエンスにお
ける発達との関連－

大学低学年次でのインターンシップ経験がもたらす学習効果

高校教育におけるキャリア教育の取り組みについて

日本の大学の学部名称に使用されるキーワード

エビデンスに基づく犯罪予防としての幼児教育　－米国における縦断研究と日本
の幼児教育政策－

市民の学習観の現状　－自由時間における「学習」はどう捉えられているか－

公立大学における職員育成の現状と問題点

ピアノ学習者におけるメンタルトレーニングの実践と効果

生徒の満足度から見た高等学校商業科の教育課程の研究

教員育成指標の意義と実際　－若手教員の育成に向けて－

学校への中間職層導入の成果と課題　－東京都における主幹教諭制度を中心に－

生徒が主体的に取り組む「避難所運営訓練」によって「生きる力」を育む体験的
防災教育プログラムの提案　－宮城県南三陸町立志津川中学校での試み－

大学生の海外経験による自己の認識変容を促進する効果的なメタ認知支援の方法
について

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人間発達科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

大学生の海外短期ボランティア経験が及ぼす学習成果の認知　－ワークキャンプ
型とホームステイ型の違いに着目して－

中学校社会科現代史学習における領土に関する教育についての実践研究　－竹島
問題の平和的解決に向けた対話に着目して－

教科外教育課程の工夫改善による中学校再生の事例研究　－「集団プレゼンテー
ション」と「５Ｓ活動」を中心とした実践とその発展的活用－

高校理科授業における能動的な学習の成立条件　－生徒と教師の授業評価の比較
を通して－

放課後児童クラブにおける攻撃性、衝動性の強い児童への支援の考察　～国内外
の文献研究から～

課題の設定が学習意欲と知識・技能を活用する力に与える効果に関する研究　－
中学校３年・理科「力学的エネルギー」の学習において－

高校段階から教職を目指すためのキャリア教育のカリキュラムの改善について
－高田高校教育コース１２年間の成果と課題から－

理学療法士養成大学における学生の学習動機づけとその支援方法に関する研究
～職業的アイデンティティの視点から～

保育所におけるカリキュラム・マネジメントの実態と課題についての一考察　－
難しさの要因とその改善に向けて－

特別支援学校における一人一人の教育的ニーズ反映の実態と今後への提言　～個
別の教育支援計画と授業に関する保護者と教員へのインタビュー調査から～

学習者参加の評価を活用したカリキュラムの研究　－外国語教育を通した自立的
学習者の育成をめざして－

幼児期から学童期の視聴コンテンツが女子高校生の制服の着方に及ぼす影響　－
キャラクターに対するモデリングに着目して－

逆上がりの上達に繋がる持久懸垂の筋持久力の向上に生きる運動遊びの効果

脳卒中患者がリハビリテーションに向かう原動力　－50歳代で発症した人の語り
から－

法律はヒトのように発達するのか　－マズローの欲求階層説を通して－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人間発達科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

社員が安全運転をするようになる仕組みの構築への模索

成人期の愛着スタイルと対人関係との関連性　～愛着スタイルごとの自分や他人
に関する不安や悩み～

ＬＩＮＥによるコミュニケーションがクライエントに与えるカウンセリング効果
の検討　－対面とＬＩＮＥアプリコミュニケーションの有用性の比較

選択肢喪失場面が意思決定に及ぼす影響とその阻害要因

外国人児童生徒等に対する効果的な日本語初期指導

ＳＮＳを活用した災害救援者の惨事ストレスケア

回復期の脳血管疾患に対する応用行動分析にもとづく日常生活動作の練習の効果

日本語学習と市民相互理解を両立させるファシリテーターの発話機能　－地域日
本語教室活動の会話データ分析から－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人間発達科学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

大学入試問題を活用した高校数学における主体的・対話的な深い学びを実現する
授業に関する研究

英語のコミュニケーション能力育成に関する一考察　～小学校での英語の教科化
に向けて小中連携の英語教育のＰＤＣＡサイクルをどう活かすか～

高校生の学習戦略・学校文化・進路意識に関する考察　－高校入学時の学力偏差
値群による分析－

高校英語におけるアクティブラーニングの有効性　－学習を深める活動について
－

公立高等学校におけるインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育
の推進　－校内研修についての一考察－

専門職大学等における建築系カリキュラム開発に関する研究　－逆向き設計論の
視点から－

盲学校理療科及び保健理療科生徒の学業継続に影響する要因に関する事例研究
－中途視覚障害者を対象として－

工業高校生の特質　－自己効力感と学習観に着目して－

少年鑑別所入所時にイレズミがある者の特徴

発達障害のある（またはその疑いのある）母親の当事者による対処戦略と求める
子育て支援に関する研究

保育者養成課程における「身体表現」科目の学習成果に関する研究　－アクティ
ブラーニング視点"深い学び"に着目して－

学ぶ意欲を高め、国語の力を伸ばす学習指導の工夫

女性リーダー育成プログラムにおけるアクション・リサーチ

小規模大学における初年次教育の取り組み　－専門職養成課程で求められる学内
教育の役割－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人間発達科学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

非日常的な脅威の体験による抑うつに関わる怒りの作用　－ハワイ・火山の女神
ペレの神話と身体系個性化－

医療機関における発達障害の心理アセスメントの実態と心理士の役割に関する調
査研究

スクールカウンセリング活動におけるＭＩ理論による特性を活かしたコンサル
テーション　－担任への継続的な関わり－

通級指導教室を利用する児童の怒りの対処行動に関する一考察

ひきこもり経験への現象学的アプローチおよび分析心理学的視点からの一考察

子育ての「辛さ」と地域に根差した「遊び場」　～東京都Ｅ区のプレーパークを
利用する母親へのインタビューからの一考察～

性的虐待の影響と回復に向けてのプロセス

自由遊びにおける相互的関わりの場について　～放課後等デイサービスでの参与
観察を通して～

学生相談における「なんでも相談室」が持つ心理的意義に関する探索的研究　－
ある国立大学における調査を通して－

高齢者の自分への優しさとマインドフルな自己受容と心理的 well-being との関
連　～ネガティブ感情の受容困難さの視点から～

統合失調症者のパートナーであり続ける体験プロセスと意味についての研究

心理職の他職種連携・協働における困難さと対応方法

自閉症スペクトラム障害の特性をもつ児童への学校における「自己」と「関係
性」の発達支援

重症心身障がい児（者）の母親の障害受容とアイデンティティ変容過程　～先天
性障害と後天性障害の相違～

箱庭の中で心理的自由さを広げていった肢体不自由児の事例　～特別支援学級で
試みた「イメージ表現活動」の中から～

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

臨床心理学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

非行臨床の援助者が捉える非行からの立ち直りに関する一考察

産前産後の母親への心理的支援の試み

自律性支援の認知・本来感・組織価値の統合が、労働者の主観的幸福感・ストレ
ス反応に与える影響について　－労働者のモデレーターの検討－

認知症高齢者の心理臨床的支援の可能性についての研究　－箱庭療法を用いて－

キャリア転機を経験した中高年雇用者における「働くこと」の意味づけについて
－スピリチュアルな次元を視野に入れて－

生活保護受給者の「自立」のあり方に関する一考察　－福祉事務所に勤務する
キャリアカウンセラーへのインタビュー調査を通じて－

教育相談従事者のストレスとその対処に関する一考察

共依存からの回復における心的変容プロセスに関する研究　～断酒会に参加する
アルコール依存者の妻へのインタビュー調査から～

教師の被援助志向性と巡回相談によるコンサルテーションの効果について

腰椎患者の抑うつ性に関する臨床心理学的研究　－性別、年代、出生順位、疾患
との関連に着目して－

親の離婚に関する子どもの意思表明と心理的影響　－回復につながる心情把握の
ために－

非行化した少年に対する児童自立支援施設における治療教育と心理的支援　－逆
境的体験からの回復－

重度心身障害児に向き合ってきた母親の心理的変容

精神障がい者の生活支援を行う心理臨床家のＰＡＣ分析

乳幼児の母親を対象とした自己効力感向上プログラムの開発　～首都圏と地方都
市における地域差の検討～

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

臨床心理学プログラム
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プログラム 修士論文題目

臨床心理学プログラム 高等学校内「居場所」における臨床心理学的支援の検討

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

11



【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

ミチューリン会機関紙に見る農業技術運動の展開と変容

ダム撤去による流域における土砂堆積の変化と生態系再生　－荒瀬ダム撤去の事
例研究－

南スーダン税関の能力向上を例とした問題主導型反復適応モデルの適用可能性

農業協同組合における地域貢献活動の方向性　－和歌山県を事例として－

ひとり暮らし高齢障害者の「自立」の社会学

山間地域の自治会の実態と課題　－埼玉県飯能市名栗地区の事例をもとに

第三の消費文化としての「クラフトホビー消費」について　－消費三相理論を手
がかりにして－

商標の品質保証機能に関する研究　（商標（trademark）は、商品の品質やサー
ビスの質をどのようにして、そして、どこまで保証することができるのか）

医療機器営業人材に求められる能力・適正要件の比較検討における考察　（診断
系と治療系営業における比較検討）

建設業における ISO9001 は本当に必要なのか　－建設業と ISO9001 との係わり
合いと歴史－

国立大学法人の法人性の活性化について　－学校法人との比較を基に

非伝統的金融政策の有効性　－株高が家計の金融資産、消費動向に及ぼす影響を
中心として－

中途採用職員の管理職としての能力開発モデル試論　－中規模私立大学の事例か
ら－

ＦＴＡ活用時の取引コストに関する考察　～生産のアンバンドル化が原産地証明
に及ぼす影響～

『さいたま市外郭団体に関する一考察』　～「再開発型商業施設」比較を中心と
して～

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

社会経営科学プログラム

12



【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

公共交通空白地における「ライドシェア」を利用した高齢者等の交通手段確保の
可能性検討

消防隊に共有されているソーシャルキャピタル（絆）の構造とその効果について
の考察

沖縄県慶良間諸島の持続可能な観光と両立するサンゴ礁環境保全手段の環境経済
的な研究

「消費者市民」とは何か

『低炭素社会におけるＬＥＤ普及の検証』　～その影響力・貢献度・将来性を考
える～

開発事例に学ぶ小水力発電施設の維持管理性向上とコスト削減のための研究

日本の艦艇輸出　－台湾向け魚雷艇輸出から見た人的交流の重要性－

高齢者雇用に関する考察

医薬品製造における分業化の仕組みと問題点についての考察

公務部門における障害者雇用の在り方についての考察　－民間の取組事例と公務
の個別紛争事例を手がかりとして－

現代の職場環境とメンタルヘルス対策

新エネルギー車（ＮＥＶ）における中国政府の産業政策と比亜迪社（ＢＹＤ）の
経営戦略について

企業内資格認定制度が労働意欲や生産性に与える影響について

総合職ワーキングマザーの就労継続に有効な組織的アプローチ　～インタビュー
とワークショップを実施しての考察～

時間制約があっても成果を出すための行動や意識とは　～育児と仕事を両立させ
る女性マネジャーのインタビューから～

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

社会経営科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

歩行者の視点からみた駅前広場の環境空間

江戸の防災組織におけるネットワーク機能に関する実証的研究

高齢化社会の深化に向けた生涯住宅の機能研究

空き家・空き地・所有者不明土地について

分譲集合住宅におけるコミュニティ形成について

イギリスとＥＵ　－イギリスはなぜＥＵ離脱を選択したのか－

安全保障貿易管理から考える日本の安全保障　～ミツトヨ不正輸出事件を振り
返って～

交通犯罪を減らすために

サッチャー政権期のアカウンタビリティ概念の変化について

トルコによる中央アジアへのソフト・パワー　－トルコ製アパレルによる新疆ウ
イグル自治区への影響力－

米海軍式意思決定プロセスの研究　～その歴史と意義及び民間利用の可能性～

中国から見た中東・サウジアラビア　エネルギー事情を中心に

市町村合併の政治過程における一考察（事例研究）　－相模原市と津久井郡４町
の合併における住民の意思表示－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

社会経営科学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

講と地域社会の関係性　～三峯神社の講を例として～

お墓の今までとこれから

展示会出展ブースの出展効果に関する一考察　～第45回東京モーターショー2017
の調査分析より～

生活を豊かにしてくれる新しい考え方

ハンナ・アレントのPublicの概念　＝『人間の条件』の全数調査

ＳＤＧｓのために大学ができること，大学のためにＳＤＧｓができること

グローバルサプライチェーン構築におけるＢＣＰ及び危機管理

教会の建築意匠と空間体験

市街地中心部の歩行回遊性の向上に関する研究　～福岡市中心部とドイツ諸都市
の比較から～

東京都心部における個人住宅の保存・継承にみる課題

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

社会経営科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

持続型社会における環境思想

≪郡上十二景≫と≪近江八景≫と≪瀟湘八景≫と　－山内多門を通しての「近代
日本画」考序－

今道友信の美学・神学的考察

１７世紀スペインの画家　ムリリョ　－聖母マリア≪エル・エスユリアルの無原
罪の御宿り≫－

宮大工棟梁の存在とその歴史を追う　－飛鳥・奈良仏教建築を基礎として－

ヴェルディのオペラにおけるキリスト教からのアウトサイダーの考察

戦後日本のクラシック音楽と大衆

読経とドイツ歌曲の唱法について　～阿弥陀経とシューマンの歌曲を中心に～

レヴィナスの反持続的時間論及び「他者」の概念についての考察

明治期における陶磁器についての一考察

村山槐多と窪島誠一郎　信濃デッサン館と無言館建設の道のり

ドイツ兵による板東俘虜収容所の自治の概要　－所長・松江豊寿の運営と管理－

中国東北部少数民族について、現地滞在報告

文化人類学における「文化」概念と「文化」の変容における文化要素の強度に関
する考察

武州御嶽山への多様なまなざし御師集落の内的景観と外的景観

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人文学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

茨城県五霞町における水害への備え　－これまでとこれから－

All the Queen's men : ジャワ南海の女王 Ratu Kidul に関する考察

縄文時代から弥生時代の「食」　～大きな「食」の変遷に関する一考察～

縄文時代の土偶の形態変化および墓制との関係性　－仙台湾周辺における中期か
ら後期への展開－

渋沢栄一の思想とその現代的な意味

許容される殺人行為とは何か　－終末期医療を中心とした未来像－

「統一的存在としての人間」における「認識」と「価値」　－アントニオ・Ｒ・
ダマシオの理論を踏まえて

茶の湯者の心得　－茶室，茶庭，茶事を貫くもの－

緒方洪庵の適塾の教育　－福沢諭吉、長与專斎を視座に

ハイデガーのブレーメン講演が問いかけるもの

現代における伝統派空手道の形稽古の存在意義と指導方法の研究

Intake の重要性　～コミュニケーション重視の英語教育における Input・
Intake・Output の役割～

日本語学習者に対する音読の効果　－ポーズを意識した音読指導の有効性に関す
る研究－

外国語教育における小・中学校の円滑な接続を図ったフォニックス指導の在り方

中国人留学生と「日本のお母さん」の関係について　－ボランティア活動より－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人文学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

効果的な英語の語彙指導の提案　～ガムラン音楽とフラッシュカードを使用して
～

幼児をからかって遊ぶフィリピンの風習とその背景にある「恥の文化」

精神科病院の中の作業　患者が行なっていた作業についての文化人類学的考察

井上円了の身体観　－『心理療法』を読み解く

名物薩摩間道の来た道　－中世のアジアにおける交易路との関連

中世イングランドにおける多言語使用と英語の変化

近代イギリス産業革命論再考　－背景としての＜科学革命＞と＜都市ルネサンス
＞を中心に－

クロード・ドビュッシーのピアノ作品にみられる音楽語法とその現代的意義

モーリス・ルブランとその作品の源泉としてのノルマンディー地方

下野国における東山道　－その影響と関わりについて－

将門の乱の再検討

内田百閒における古典と近代

『徒然草』の源泉としての紀貫之

『徒然草』における「有職故実章段」手箱・柳筥・経文の結い方等に窺える兼好
の有職意識の深層

永井荷風と江戸東京の風景について　－錦絵・近代版画を中心に－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人文学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

沢木耕太郎研究　「私ノンフィクション」の作品と方法について

万葉集の研究　－共同と個－

国民教育憲章とセマウル教育を通じた国民形成　－朴正熙政権の意図と韓国国民
への普及－

静岡学問所と明治新政府　－徳川政権から明治新政府への人材移動－

明治期における理学教育の普及と東京物理学校の役割

吉宗の輸入品国産化政策　～江戸時代の白砂糖づくり～

横浜開港前後の生糸売込商による交易　－吉村屋吉田幸兵衛を中心として－

植民統治下におけるインドの綿花生産と農村社会の変容

大正期日本教育へのゲーリーシステム受容と帰結　～コンプリヘンシブ（綜合中
等教育）構想への端緒～

日本宇宙開発史の研究　～実利用におけるキャッチアップと産業化の構造～　宇
宙開発事業団を中心とした基礎的考察

近世中後期における質地慣行の変化と名主の土地集積　…武州多摩郡田無村の事
例…

「草莽の国学者」宮負定雄の国学流説話集

失語症の方とその家族に対する支援について

日本語オノマトペの時代的変化　－シナリオに見る－

トーク番組における親しさのストラテジー

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人文学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

前漢武帝の封禅に関わる方士と儒家について

若山牧水の英訳と英語圏における受容について

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人文学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

「法華経－平和と共生のメッセージ」展にみる開催地の法華経観の変化と影響

日本社会における「和の精神」の由来と形成過程について

ヒトにおける「理性」の成立とその影響　－近代科学を中心として－

１９世紀の英語　Nathaniel Hawthorne を中心に

ドイツ統一実現の舞台裏

なぜサン＝テグジュペリは「死」を意識したのか

『更級日記』が描かれた理由

日本の短編小説について　（樋口一葉を中心として）

ビジネス日本語テストにおいて難易度に影響を与える待遇表現の要素に関する一
考察　～ＳＴＢＪ標準ビジネス日本語テストを素材として～

ケースカンファレンスのコミュニケーション機能　障害者支援施設の会話データ
からの考察

米国カントリーミュージック歴史と音楽の考証

メソポタミア洪水神話の創世記への影響と３ｖａｒｉａｎｔｓの構造，論理

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

人文学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

タブレット用授業支援アプリを活用した授業実践の効果検証　－表現力（聞く・
書く・話す）の向上を目指した取組を通して－

地方公共団体におけるＩＣＴ推進の提案　～市区町村でのビッグデータ・オープ
ンデータの利活用を中心に～

単語の分散表現を利用した Twitter からの幸福感の抽出に関する考察

ＬＳＴＭ派生型リカレントニューラルネットワークにおける隠れ層重み行列につ
いて

聴覚モデルを用いた楽音の協和／不協和に関する考察

ロボットスーツＨＡＬを用いた定量的手法による作業負荷評価に関する研究

地方中小企業に於けるＩＣＴ活用法の研究

掃除ロボットの研究

画像計測による特徴点抽出に関する研究　－利休茶道具の美しさの規則性につい
て－

ネットコミュニケーションのトラブル予防のための行動選択シュミレーションを
用いた教育プログラムの開発と実践

算数科学習理解を支援する視覚言語　Mathema-Picto の提案と検証

成人学習者の韓国語会話能力向上を目的とした反転授業の実践

学習者主体の情報セキュリティ教育ゲームの開発と検証

会議での意見収集を補完する Minute Paper の提案

可聴域を超える成分を含んだ音楽が血圧等に与える影響について

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

情報学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

読譜における付帯情報の効果に関する考察

異常検知を用いたプリント基板の外観検査手法に関する研究

小学生向けのプログラミング教育授業の実践

放送大学のメディア授業のアクセシビリティ　－音声認識によるテキストテイク
を利用する環境の最適化－

大学サイトの情報アクセシビリティの確保に向けて　－障害のある学生の修学支
援に関するコンテンツの調査・考察から－

大学図書館における図書館キャラクターの位置づけ

単語の分布表現を利用した異言語間の単語概念の比較表現

有価証券報告書の研究開発活動テキストによる企業業績向上・低下推定

インターネットにおける「忘れられる権利」について、日本では認められるの
か。

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

情報学プログラム
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

意味空間において特徴的に現れる語に対する計量的意味解析：　「２ちゃんね
る」における「電車男」を事例として

小テスト結果をもとに低理解度単元を復習することによる授業改善の試み　～全
学的ＬＭＳデータ活用の一歩として～

緑の背景における文字色のカラーユニバーサルデザイン

医学教育における情報リテラシーコースでのアンケート調査の有効性について

大学発明の帰属に関する諸問題

高等学校における検定成績の効率的な処理に関する研究　～ディジタル・アナロ
グデータ処理のベストミックスを探る～

別室登校における学校図書館の可能性

プロジェクトマネージャに必要なセンス（感性）に関する一考察

国内における電子書籍のコンテンツ配信ビジネスに関する研究

バドミントンのスポーツ映像解析における全天球映像活用と可能性

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

情報学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

許容区間推定を軸とする標本評価法の構築

Weierstrassの℘関数の満たす微分方程式の離散化と連続極限での帰着

可展面を有する立体の側面展開図の作成について

確率分布の解析とその応用

２０１６年、２０１８年冬季気象における顕著現象と低気圧を中心とした事例解
析

沈み込み帯における H₂O と CO₂ の挙動と経年変化

崩壊・地すべりの発生可能性リスクモデルの構築に関する研究

生命誕生の環境

組み合せ論による原始地球でのアミノ酸合成式推測

中国地方の霧の特徴　及び　福山中心部で発生する霧について

鈴鹿山系中部におけるイワカガミの分布調査　三重県側の登山道を中心にして

国法を補完する市独自の制度の創出の観点からの都市緑地保全行政のあり方
「市民の森」から見た神奈川県横浜市と北海道札幌市の緑地保全行政のあゆみ

駿河湾から遠州灘における潜在自然植生と防災林

ユネスコエコパークが持続可能であるために　～屋久島，綾，只見の事例の検討
～

湘南地域の谷戸における管理の状況と生物多様性

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

自然環境科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

量子電気力学の基礎的計算と繰り込みについて

「方程式の解をベキ根で表わす条件」の概略と４次（対称群）・５次（交代群）
の部分群

ガロア理論を回り道して理解する

下村寅太郎の無限論解釈とカントールの連続体仮説

国産市販天体望遠鏡の黎明期に関する考察

宇宙天気現象の社会インフラに対する影響に関する研究　～ハロウィンイベント
後の宇宙天気災害の整理～

軸対称回転する球状銀河ダークマターハローの自己重力による集団運動の解析

銀河の回転角運動量分布の研究

エピジェネティックスの疾病および障がいに対する関わり、そして環境から受け
る影響

腹部大動脈瘤に対する新規核酸医薬の治療効果

脳神経細胞ネットワークの人工的な作成、及びその生体反応　－ラット胎仔
ニューロンを用いた電流計測－

目の進化　－特に線虫に思いを馳せて－

ピコ水力発電におけるクロスフロー水車の羽根の長さと枚数が軸動力に及ぼす影
響

河川における汚濁指標としての底泥ナトリウム濃度の有効性

科学普及活動のための光教材の研究　－ＤＶＤ利用の簡易スペクトル観察器の開
発とその利用法－

修士論文リスト（２０１８年度修了者）

自然環境科学プログラム
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

自然環境科学プログラム 素粒子の世代数

修士論文リスト（２０１８年度修了者）
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【 閲覧不可 】 ※ このページの修士論文は、本学附属図書館で閲覧できません。

プログラム 修士論文題目

ニューラルネットワークのノイズ耐性に関する研究

位数から可解群と判定できる例

次世代型粘膜ワクチンに特異的な miRNA バイオマーカーの探索

光質制御がアオシソとエゴマの生育と機能性成分含量に与える影響

自然放射線の環境変化における考察

熱輻射の理論と量子論の形成にエントロピーが果たした役割

レドックスフロー電池の活物質の探索

自然環境科学プログラム

修士論文リスト（２０１８年度修了者）
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