
  

【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

「精神病者監護法」の評価について　－帝国議会論議をもとに

時間の多相性に着目したグリーフサポートの可能性　～僧侶の語りと遺族の記録
から～

脳血管疾患及び脳外傷後の患者の、急性期における障害認識の特徴

精神障害に関する興味関心及び社会的距離、イメージの変化

「誤嚥性肺炎を起こさないための食事介助」における知識尺度の作成

看護・介護従事者を対象としたＬＧＢＴ等へのイメージに関する測定尺度の開発
及び信頼性、妥当性の検証

不登校児童生徒の家庭を支援するための学校とスクールソーシャルワーカーとの
協働の在り方　－スクールソーシャルワーカーとの協働の実態と教員の支援有効
感からの考察－

就労継続支援Ｂ型事業所の作業療法士の関わり　～３事例からみるアセスメント
による要因の特定～

地域特性に合わせた認知症を支える活動について　－奈良県S地域の方向性－

特別支援学校に理学療法士が外部専門家としての介入で果たす役割　～医療の立
場から「効果的である」とは何かを考える～

日本における医療事故被害者の現状と今後の課題　－無過失補償制度の導入に向
けて－

血液政策の変遷による医療現場の変貌

子どもの権利条約と自治体の子どもの権利に関する条約との関係について

障がい児・者の兄弟姉妹がいるヤングケアラーの実態と現状

自治体における包括的支援体制の構築に向けた保健師の役割　～生活困窮者自立
支援制度に係る連携体制の構築を経験して～

修士論文リスト（２０１９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

走行路面による車椅子操作の身体負荷の変化

鏡像提示の媒体とタイミングに条件を設けたミラーセラピーが運動習得に与える
影響

重量作業現場において作業者の下肢を支える伸縮可動アシストスーツによる作業
負荷軽減とIoH／IoT機器としての“アシストスーツ”の進化

磁気センサ型指タップ装置を用いた認知症患者の手指巧緻性評価

訪問看護導入に難色を示す医療的ケアを必要とする子どもの母親への訪問看護師
の働きかけ

地域在住女性高齢者の転倒と閉眼動的平衡性との関連性　～重心動揺の視点から
～

整形外科外来に通院する地域在住高齢者における痛みの多様性と運動機能の関連

心疾患患者における 高酸素摂取量と骨格筋筋輝度の関係

口唇閉鎖力・舌圧と口腔湿潤との関連性

「我が国伝統の鍼灸療法の不明瞭性と再構成過程における一考察」　－医史学的
コンテクストにおけるクロノロジカル及びロジカルアプローチによる課題抽出－

職場の朝礼参加を通じた産業保健師の支援

一時保護所に来る子どもたちの食に関する問題と情報共有について

CVD(cardiovascular disease)riskの上昇するNon-HDL値の検討

一般市民の倫理指針認識状況から考える研究者に求められる姿勢

人口動態統計と国民健康栄養調査を活用した都道府県の生活習慣病に関連する要
因の探索

生活健康科学プログラム

修士論文リスト（２０１９年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

基本チェックリストを用いた余市町における健康老人のプレフレイル及びフレイ
ルの研究　～降雪地域における冬期の運動指導の有効性について～

高次脳機能障害者の就労に関する研究　－「職業準備性」「仕事環境」の主観評
価に着目して－

小児を対象とした PET-CT 検査における 適な CT 撮影条件の設定　（画質評価
と被ばく線量評価を用いた検討）

心臓植込み型不整脈治療デバイスの遠隔モニタリングに関する費用対効果分析

乳がんサバイバーの疼痛の有訴率及び疼痛に影響する因子の検討

幼稚園教諭の保健活動および保健に関する専門的知識の実態とニーズ　－千葉県
中央・西地域における質問紙調査より－

臨地実習におけるペア体制導入効果の検討

日本リハビリテーション栄養・脳卒中（回復期）データベースの二次利用におけ
る「経口摂取の向上」に関する要因分析

VMATプランにおけるターゲットサイズ変化による３次元線量検証の影響に関する
研究

断面的デザイン調査データによる東京近郊在住の周産期妊婦における自律神経機
能を含むストレスプロセスと sense of coherence との関連性

学校の教育活動における養護教諭のリスク認識　－学校救急看護の視点から－

胃がん検診に対する受診者の認識に関する研究　～胃カメラ検査とX線バリウム
検査の併用に焦点をあてて～

生活リスクマネジメントに資する公立図書館の役割　－神奈川県内の図書館協議
会会議録分析からの考察－

保育士養成校における保健安全教育の現状についての研究　－「子どもの保健」
から見た危機管理教育に対する提言－

事業継続計画（BCP）と相互に連関した生活継続計画（LCP）の策定　～大規模地
震発生を想定して～

修士論文リスト（２０１９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

ＡＬＳ療養者の時期別に焦点をあてたコミュニケーションにおける実態調査

慢性炎症の病態に対する食物繊維の影響について

住居を喪失した人々をどう支援するか　－生活保護（住宅扶助）の役割を考える
－

介護離職に対する中小企業経営者の認識と行動について　－栃木市中小企業介護
相談員派遣事業を通して－

過疎地域の地域包括支援センターにおけるソーシャルワーク実践についての基礎
研究

高齢者就業の現状とシルバー人材センターの将来展望　－宮城県におけるシル
バー人材センター会員の働き方と事務局から見た諸問題および理想像を中心とし
て－

聴覚障害のある人のスポーツ活動の実態と課題について　～聴覚障害当事者への
質問紙調査から～

高齢無職世帯の可処分所得の推計（2012から2027年）と家計への影響

身体機能低下と住宅改修のニーズの相関性　－住宅改修の指針の検討－

給食施設における経皮感作アレルギーの実態　～大量調理従事者の手荒れの調査
を通して～

学童期の朝食における出し汁摂取習慣が成長期以降の和食嗜好および和食摂取習
慣形成に与える影響

THE KINETIC ANALYSIS OF POTASSIUM ELUTION FROM RICE GRAINS

成長期の給食経験が大学生の食生活に及ぼす影響に関する実態調査

生活健康科学プログラム

修士論文リスト（２０１９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

適切な新生児保温管理のための保育器内温度環境の研究

災害拠点病院指定要件の改正における検討会の役割

重症心身障害児・者のきょうだいの困りごとは出生順位によって異なるのか

高齢者における低栄養リスクのスクリーニングに関する検討　－３か月連続する
体重減少はスクリーニングの指標となりうるか？－

精神科看護師が直面する倫理的ジレンマの実態把握と対処の関連性

女子大学生の精神的健康に及ぼす発達障害傾向とソーシャルサポート、SOUとの
関連　－首都圏1大学を対象として－

介護・障害者施設における職員の労働上の問題点　～夜勤、及び職員へのハラス
メントの現状と課題～

母親たちの思いをもとに「ケアの社会化」の在り方を探る　～知的障害者を子に
持つ母親たちのインタビューから

修士論文リスト（２０１９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

自然体験活動が子どもの自然観に与える影響

子どものシティズンシップ教育における社会教育の有効性（遊佐町少年議会の考
察）

公民科倫理における生命倫理教育

音楽系大学等出身者の進路選択に関する研究　－アスピレーションの冷却と転調
－

不登校、ひきこもりを経験した高校生に対するボランティア活動の影響について

珠算能力伸長の有効性

キャリアコンサルタントのキャリア形成と能力向上の取り組みについての探索的
研究

エピソード記述のリライトによる教育的効果　～保育者養成におけるエピソード
記述活用の課題～

理学療法分野における卒後教育の現状課題と今後の展望

成人期夜間女性労働者の自己の発達に関する語られたライフヒストリーの分析に
よる研究　－歓楽街のスナックなどに着目して－

戦後の民主化改革における新制大学の創設　－旧制高等学校・専門学校を中心に
－

6年制薬学部における薬用植物園の現状と活用について　～私立大学の事例～

ブラジルにつながる日本育ちの子供の言語環境と学習　－聞き取り調査から－

横浜市における分権型教育行政の成果と課題

県立高等学校事務職員制度の現状と学校経営参画への課題　－採用・配属と職務
意識、専門性のあり方－

修士論文リスト（２０１９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

高等学校における女性管理職登用の現状と課題　－なぜ女性管理職は少ないのか
－

大学におけるキャリアデザイン教育の効果に関する基礎的研究　－中堅私学での
自校教育の授業実践から－

運動部活動指導員と顧問教員との連携に関する研究

素材の工夫により実感を伴った学習が生徒の学習意欲に及ぼす影響について

協調問題解決活動を通じた学習者の理解深化過程の分析　～問いの生成に注目し
て～

我が国の食料生産に関する不十分な認識とその修正　－「自己対話法」の効果－

児童・生徒の社会化に向けた上級生等からの影響について　～小中一貫校及び非
一貫校における上級生等からの影響の変化を通して～

外国語による読解における文法・構文の知識・運用力が与える影響

ネグレクト事例に対するスクールソーシャルワーカーの関わり　～ネグレクトの
発見から支援開始に至るプロセスに焦点化して～

保育所保育士の学びの中の「科学知」

知的障害児における協調学習の研究　－生徒の認知過程の解明と学習環境デザイ
ンへの示唆－

ピアノ演奏技能の習得を促す学習者のモチベーションに着目した効果的な集団授
業構築への取り組み　－小学校教員養成課程ピアノ初心者に対する実践から－

小学校における保健委員会活動が児童の学校享受感情に及ぼす効果の検討

知的障害教育における「育成を目指す資質・能力」の指導に関する研究　－中学
校特別支援学級における社会科授業を中心に－

「自然愛護・環境保全」に関する道徳・ＥＳＤカリキュラム　～史的経緯と展開
構想～

人間発達科学プログラム

修士論文リスト（２０１９年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

「系統・関連指導」を重視した理科授業の具体とカリキュラム編成の視点

高等学校における義務教育段階の算数・数学の支援方法　－東京都における「校
内寺子屋」の事例をもとにして－

自立活動において教員が備える専門性に関する研究

小学生の公正観を育む道徳科学習の在り方についての研究

こども園のお迎え場面における母親の対児行動の変化について　－１歳児の発達
に焦点を当てた参与観察から－

美術を通した学びで培う思考習慣　～創造的教養の育成に向けて～

どのような「学習に対する信念」が社会人の学習を促進するか　－「良心的無関
心」を手がかりにした検討－

リハビリテーションを学ぶ学生の臨床実習における自己効力感の変化

インターネットのレビューは極性化するか？　－映画評価およびレビューの分析
－

マニュアル化をめざした医療通訳実践法　－言語変換以外にできること－

修士論文リスト（２０１９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

教育課程に食育を効果的に位置付けるための研究　－地域の食文化を視点とした
授業実践－

海外日本人学校における教員研修の現状と課題

就学援助の運用実態に関する自治体間差異と、その生成要因　－文部科学省によ
る悉皆調査の２次分析を通して－

総合学科における基礎的汎用的能力の育成に関する研究　～A高校の探求型学習
の授業実践分析を通して～

学習意欲の喚起と理解の深化をもたらす授業の開発　－看護形態機能学に即して
－

リハビリテーション領域専門職養成校における教育実践　－効果的なICT活用教
育を目指したアクションリサーチ－

小学校社会科授業における「問い」の検討と提言　～児童の主体的な追究を促す
価値判断・意思決定への着目～

児童期・生徒期からの小学校教員に向けた教職キャリア形成の筋道　～予期的社
会化の視点から～

ワーキングメモリ機能と評価技術習得との関連　～実践的な指導を目指して～

修士論文リスト（２０１９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

アニメーターと「創造力」　－分析心理学的視点からの一考察－

心理療法において治るとは何か　－コンステレーション的観点からの考察－

施設入居高齢者の個別・継続的回想及び現在・将来に向けての「語り」が人生の
意味づけに与える影響

紙芝居による「メンタルヘルス」心理教育の試み　～企業内での「メンタルヘル
スに関する風土醸成」に向けて～

当時者（IP）不在でも面接は成立しうるか　－事例論文からの検討－

〝子を愛すること″に関する研究　～養育者の語りを通して～

中年期における境界例心性と記憶の構成に関する検討

自己中心的傾向と脱中心化の抑うつとの関係

死と生の意味づけと超越へのプロセス　－身近な死の体験を通して考える－

親と子の読み聞かせ場面での昔話の体験過程の研究　－昔話の残酷性に焦点を当
てて－

職務を通して遭遇したトラウマ体験に続く不適応からの回復　～中年期クライシ
スという視点からの一考察～

高度生殖医療領域におけるMSSMを用いた心理面接に関する研究

言語コミュニケーションの困難な重度知的障害者との描画を媒体とした心理面接
過程

児童自立支援施設において、心理療法的ケアによって心理的自立への意欲が促進
されていった事例

被災児童の不安を軽減するための方法の検討

修士論文リスト（２０１９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

不登校・ひきこもり状態を経験した者がひきこもりから「回復」するプロセスに
関する研究

教師が保護者から強い攻撃的・依存的な感情を向けられたときの反応について
～教育委員会等で示す「対応の流れ」に沿って～

管理監督者の傾聴研修は、職場のストレスを低減するか

事業場労働者に実施したストレスマネジメント研修の効果　～単回のマインドフ
ルネス研修から～

不登校にある子どもとその保護者への効果的な支援について　～チーム学校の視
点からみた支援についての考察～

急性期病院における社会的行動障害を有する患者の家族に対する心理支援の検討

保育所・幼稚園・認定こども園における心理士の巡回訪問の在り方について

発達障害児を対象とした集団プログラムの試み　－Ａ児と保護者の事例－

障害者をきょうだいに持つ女性の「自分らしさ」形成

養護教諭の欲求不満場面における反応過程　～曖昧性と主体性に焦点をあてて～

教師レジリエンスと自己肯定感，幸福感，同僚性　～マインドツリーと語りを中
心に～

患者への否定的感情に対する精神科看護師の葛藤とその対処に関する臨床心理学
的研究

臨床心理学プログラム

修士論文リスト（２０１９年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

外国人介護人材受入・育成に関する研究

「特定非営利活動法人シェーネ・ルフトの障害者（児）を inclusion する地域
共生社会への取組」 －cha-cha タウン実践による共生社会－

東京都心部周縁地域における人口減少期および人口回復期における諸相　－－東
京都墨田区における地域衰退とジェントリフィケーションに関する考察－－

地方都市における市民の「居場所」について　－市立図書館を事例として－

特別区のコミュニティバス導入後の評価と今後のあり方について

信用金庫のガバナンスに関する考察　～職員外役員の理想と現実：Ｘ信用金庫の
事例を中心として～

建設業における元請企業と下請企業の組織内取引に関する実証分析　－取引費用
論の視点を通して－

メディア産業が行う国際的音楽事業におけるアートマネージャーの機能　－テレ
ビマンユニオン制作の音楽ドキュメンタリー番組を事例に－

千葉県葛南地域における一般廃棄物排出抑制策の評価　－経済的手法とその併用
施策－

100歳時代に相応する高齢層にも利用しやすいベンチの設計と設置　－千葉市花
見川区さつきが丘地区における実証実験－

安全性と快適性および経済性を三立する空調方式の実験証明

東日本大震災及び福島第一原発事故における震災遺構の保存について　－富岡
町・大熊町・双葉町・浪江町を例として

防衛力整備における無人航空機　－研究開発、運用の米国との比較検討を中心に
－

サウジアラビア政府とアラムコによる1950年の利益折半協定成立について　－戦
後における米国政府の中東石油政策を中心に－

戦前期の内国植民地北海道における行幸啓についての考察　－アイヌとの関わり
を中心に－

修士論文リスト（２０１９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

『タイム』、『フォーチュン』、『ライフ』の天皇裕仁像の考察

対等な男子どうしの絆と幕末の政治運動　－吉田松陰の一人称　＜僕＞を通じて

格差社会のソーシャル・ツーリズム　－タイの取組みから社会的権利としての観
光を考える－

営業活動における暗黙知とその移転に関する考察　～法人向けITソリューション
営業分野における高パフォーマーへのインタビュー検証～

知識労働者のなかの経営コンサルタントの育成・教育について

地方公務員のキャリアの研究　～政令指定都市Ａ市の事例から～

人事評価の考察　－ビジネス上手を育成する人事評価の再構築－

宇宙安全管理手法の医療安全管理手法への適用検討　～重大転倒・転落事故防止
対策について～

大手製造業の製品安全保証上の不適切行為はなぜ起こったのか

都道府県内における広域圏別景気指数の作成～宮城県を事例として～

市町村合併から15年を経て見つめ直すまちづくり　－中山間地域・富山県南砺市
に見る－

分譲マンション管理組合の役割と課題

首都圏郊外における疲弊の現状

「０７年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約」の発効を契機とした我が国
における放置船問題にかかる国内法の改正について

『親向け官製婚活』はなぜ生まれたか　－人口政策、家族政策の視点から－

修士論文リスト（２０１９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

日本のソフト・パワー政策の全体像と課題　－「価値の多様性」を組み込んだ外
交思想の分析枠組の構築と価値観外交におけるメッセージの考察－

「分析的政治哲学」とは何か　－ロールズ理論の検討を通じて－

ロールズ『万民の法』における「良識ある階層社会の容認」と「重荷に苦しむ社
会への援助義務」について

国際建設契約における紛争予防と紛争解決方法

不特定多数の消費者の利益の実現　－適格消費者団体による差止請求制度の役割
と実際－

修士論文リスト（２０１９年度修了者）

社会経営科学プログラム

14



【 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

内発的発展論の再考と新しい働き方との接点に関する考察　－多拠点生活実践者
の質的調査から－

地方公共団体における現金管理について　～公金とそれ以外の現金の存在～

技術者のコミュニケーションとは何か　－品質問題を事例に

エコアクション21への加入事業者増加の研究

地方分権・高齢化社会における地方議会と議員行動

中国における海上法執行機関の統合と改編

ニュージーランドの1980年代新自由主義改革における民営化の政治過程

新興宇宙企業の台頭と安全保障における宇宙空間の変容　－宇宙の安定的な利用
を巡る攻防の巧妙化－

日本の中小企業における外国人人材活用に関する研究　－社内コミュニケーショ
ンに焦点を当てて－

物流業における離職率の低減について　～人材不足への対応～

犯罪被害者が刑事裁判に関与する制度に関する考察

修士論文リスト（２０１９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

17世紀のフランス絶対王政期における芸術と文化　－フランス式庭園ル・ノート
ルの庭を中心として

北大路魯山人の芸術と美学

青騎士グループの芸術家と芸術理念

イングランドにおけるキリスト教の信仰を表す宝飾品について　－トア・ア
ビー・ジュエルのモチーフからの考察－

「フリースクール青砥」における不登校や発達障害青少年の支援活動

『温泉旅館の成り立ちとその変容』　－西伊豆・土肥温泉の形成と変容－

三柱鳥居考

『ふいご祭り』の考察

デカルトにおける心身二元論を捉え直す

日本武道としての空手道その普及と発展　～徒手体操との親和性からの考察～

道元の仏道修業

古流武術・竹内流の技と伝承　～小具足腰廻25箇條について～

クワインのホーリズムと科学の進歩について

『日本霊異記』研究　－悪い金持ちはなぜ死んだか－

シモーヌ・ヴェイユにおける政治と宗教　－権力をめぐって

修士論文リスト（２０１９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

多重知能（MI）理論を活用した英語指導法の考案

主語優勢型言語への通訳を意識した日本語情報発信について－国際社会にもの言
う構えの工夫－

インドネシアの英語教育の特徴

ヨソモノ流入が浮き彫りにする在来技術と生存戦略　－志摩市阿児町甲賀のアマ
漁の民族誌－

因幡に伝わる茶道志野流の考察

15世紀ブルゴーニュ公国の装飾写本に見る≪若さの泉≫の図像と寓意　－≪『ア
レクサンドロス大王の征服と事蹟』写本≫から－

中世後半期の石塔と社会集団　～宮崎県北部における石塔の形態と宗教を中心と
して～

中世における清水坂非人の存在形態　－犬神人・奉行を中心として－

執権政治の得宗専制への変質と在京人庄氏の西国進出と北条被官への過程

越後国内に所在した東大寺領荘園の実態

僧と社会事業　－重源の事例

歌舞伎「曾根崎心中」復活上演の戦後歌舞伎史における意義

近代山岳文学と美術への展開　－串田孫一の『アルプ』と小島烏水の浮世絵研究
を中心に－

絵入根本『絵本いろは仮名四谷怪談』の成立　－「東海道四谷怪談」初演台帳と
の比較を通して考察する－

堀辰雄と美術との関係における研究

修士論文リスト（２０１９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

伊勢及び『伊勢集』に関する考察　－歌人として、女房として－

西行の研究　－「もの思ふ僧」西行－

「心中天網島」と改作物「心中紙屋治兵衛」

作家赤江行夫論　－≪占領≫の文学

詩人尹東柱の「抵抗詩人」像に関する一考察

永禄～天正年間における摂関家内部対立の様相　－近衛前久の政治闘争を中心と
して－

幕末期のコレラ流行と緒方洪庵　－『虎狼痢治準』出版を中心に－

伊勢暴動の実態と再評価　－在地史料からみた暴動－

近世駿河国愛鷹牧の管理運営と野付村の役割

江藤春代の編物普及活動　明治～昭和期における編物の変遷

太平洋戦争期における日本の海上交通保護戦略の展開と崩壊

津和野町に残る史料等からみえる国目付

近世中後期における丹後田辺藩城下祭礼の成立と展開　－朝代祭礼行列の城内巡
幸を中心に－

秋田県下の普選と地域社会

軍令の運用実態に関する基礎的研究（明治40－昭和12年）　－主に予算財源の観
点から－

修士論文リスト（２０１９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

問いかけの機能と日韓対照

書き言葉における助詞「は」の「非用」と「多用」と「誤用」
－日本語学習者と母語話者のとりわけ名乗りの「私は」を中心にして－

ベトナム人日本語学習者のポライトネス意識に関する調査研究

上司・部下間における誤解・すれ違いの原因と対処のストラテジーに関する一考
察

近世東アジアにおけるロシア語研究

ルオーの道化師

生理学者と世界観の闘い　－戦前期木々高太郎の研究

シンガポール人の「サヤン」をシンガポール英文学から探る

修士論文リスト（２０１９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

印象派絵画と社会・経済の変化　－19世紀後半のフランスにおける印象派絵画と
社会・経済の変化との相関性に関する一考察

オスカー・ハマースタインⅡ世　～その作風と変遷～

病いを飼いならす　－現代日本における慢性の病いを生きる人々の生存技法

『竹取物語』の現代性を解く　－メルヘン仕立ての魅力

日本語母語話者が期待するクレーム対応場面での謝罪の形式と内容

修士論文リスト（２０１９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

プログラミング的思考の指導方法　～Scratchを用いた授業デザイン～

メタバースの教育利用における活用方法の提案

ラベルなしコーパスを活用した近代文言語モデルの構築によるドメイン適応性能
の向上

エントロピーを用いた宅内音響の解析　－独居者の見守りシステムへの応用可能
性検討

ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル

永野川における水位予測精度の向上

マルチエージェントシミュレーションによる学級いじめの仕組みの考察

オープンデータを活用した防災情報の提供について

定言的三段論法の新たな図的解法とその検証ツールの開発

第二言語としての日本語読解力習得過程における眼球運動分析

日本語形態素解析における辞書登録の自動化手法、アルゴリズムの提案

閉合近接ＳｆＭ写真測量による土地境界の自動測量

出現文字を用いた機械学習によるDNSトンネル検出の研究

OODAループにおける「情勢判断」の一考察

P2P システム起動の違法性回避のための技術的対応の研究

修士論文リスト（２０１９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

トピックモデルを用いた高齢者保健福祉に関する施策調査の自由記述及びマイク
ロブログの分析

ブックレビューの要約を目的としたトピックモデルによるレビューテキストの分
析

商業高校における地域連携プロジェクトに対応したルーブリック評価モデルの開
発

小学校「外国語活動」における動作化による発音指導に関する考察　－動作化を
取り入れた動画コンテンツ活用の効果－

公的支援の利用を阻害および促進する要因の分析　－沖縄県における若年者への
聞き取りから－

算数科における数直線活用に関する児童のつまずきの分析

プログラミングを取り入れたアニメーション作りと「プログラミング的思考」育
成に向けた事例開発

IoＴによる在庫管理の支援（機械学習を用いたBLEの距離測定）

新規事業におけるシステム開発履歴の分析

シンギュラリティ（技術的特異点）の定義に関する考察　－Vernor Vinge 論考
に見る議論の原点－

ITS技術の進展に伴う歩行者支援システムの提案について

DNS における正引きと逆引きの不整合に関する研究

日本の新聞は長時間労働について、どの様に報じて来たのか　－「長時間労働」
をキーワードとして、1985（S60）年～2017（H29）年33年間における朝日新聞、
読売新聞、毎日新聞を量的・質的に調査・分析－

スマートフォンカメラを利用した視覚障害者の鉄道ホーム転落事故防止について

自治体職員のスマホによる動画内制の有効性に関する研究

情報学プログラム

修士論文リスト（２０１９年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

震央距離と地震動属性に基づく解析手法の提案

仮想化コンテナ技術を活用した電子メールの安全性評価環境の開発

探索的テストにおけるテスト指示書の詳細度とテスト対象ソフトウェア理解度の
関係

IoＴがもたらす影響と将来のＩＴ市場の課題

修士論文リスト（２０１９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

準備書きを用いたプランニングが文章産出に及ぼす影響

原子力発電所防災の一考察 ： 外国人観光客の誘導・避難はどのようになってい
るか

流路切り替えシステムの研究　－並列計算機のスイッチング理論に着目して－

遠隔合同授業による小規模学級の人間関係の変容

小学校６年生における読者のスタンス変容過程の分析

自主防災シミュレーション・システムの開発について

ろう学校における文字情報保障の改善と実践

音声合成手法の比較研究

情報学プログラム

修士論文リスト（２０１９年度修了者）

24



【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

完備局所環としての p  進整数環 Zp  の構造について

ゼータ関数について

札幌市における再生可能エネルギーの可能性　－都市部のエネルギー問題につい
ての考察－

北部九州（～日本）産恐竜化石の産出報告をまとめる

1次元GCMを超大陸Amasiaが形成される2.5億年後の地球に拡張し、気候を予測す
る

八丈島東山恒常河川を形成する湧水の湧出成因に関する研究

3栄養階段の捕食・競争系における生物の個体数変動の数理モデルによる解析

兵庫県南西部の田畑が点在する市街地の多品種栽培の小規模畑地における昆虫類
の群集構造

トマト土耕栽培における有機質肥料の効果に関する研究

和歌山市における干潟の環境条件と貝類の分布

鹿児島県における県立自然公園に影響を与えた風景地の一般選定及び自然公園の
選定条件について

千葉県北西部の水稲栽培地における鳥類種組成に影響する要因

植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）の分析を通じた国際植物防疫行政の課題

動いている物体の電気力学を読む

量子コンピュータ　～現状と今後の展望～

自然環境科学プログラム

修士論文リスト（２０１９年度修了者）

25



【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

弾性体を活用した部品の故障に至る時間推定

音響理論の分子論的基礎づけ

簡単な機構の自己励磁発電を試みる

SDSSデータから調べた銀河進化と環境効果に関する研究

銀河渦状腕の動力学について　－密度波理論を超えて－

潜在性結核（LTBI）の治療の要否　－成人Ｔ細胞白血病ウイルス（HTLV-1）キャ
リア妊婦のLTBI治療の可否の考察

アリの採餌行列についてのシミュレーション

Caenorhabditis elegans  ７回膜貫通型受容体・偽遺伝子における非同義置換率
/同義置換率の比の解析

葉序の研究

バイオデータベース・ツールが研究活動に与える影響の定量的分析

電弱相互作用と中性カレントの研究

実生活に結びつく理科授業プランの開発　＝上下水道のしくみ＝

クチナシ青色素での羊毛の染色に関する研究　－グリシン由来のクチナシ青色素
による染色実験と量子化学計算

修士論文リスト（２０１９年度修了者）

自然環境科学プログラム
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プログラム 修士論文題目

フラクタルについての研究

ヒガンバナの都市公園と霊園とでどのようなメリットがあるかについて

正弦波インディケータを活用した為替レート変化方向予測の研究

修士論文リスト（２０１９年度修了者）

自然環境科学プログラム
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