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プログラム 修士論文題目

知的障害児・者の円滑な医療機関受診への支援について

COVID-19 流行禍の過疎地域にある医療機関の看護師教育についての課題　～看護
部長の視点から～

高齢者の主観的幸福感に対するエイジズムの影響　～放送大学に学ぶ高齢者を通
して～

滋賀県における「子ども食堂」によるアウトリーチ型支援に関するニーズ調査と
展望　～これまでの「子ども食堂」の発展経過を踏まえて～

作業療法における主観的評価「箱づくり法」を客観視する試み　－三次元動作解
析を用いた事例研究－

肢体不自由児教育における重度障害者用意思伝達装置活用の現状と課題

乳児虐待防止に向けた産後２週間健診の助産師の役割と課題

集団言語訓練が失語症者に与える影響　－２年間の訓練経過観察から－

マルトリートメントを受けて育った成人を対象とした地域保健活動の課題　－今
後求められている支援者の役割－

立位姿勢および胸椎可動性が Functional Movement Screen (FMS) に及ぼす影響
－高校サッカー選手を対象とした調査－

高齢待機的開心術患者への術前栄養効果の検討

パーキンソン病患者の歩行機能に主観的垂直肢位および前屈・側屈姿勢が及ぼす
影響

自然環境を利用したグループウォーキングが地域在住中高年者の身体，精神心
理，社会的機能に与える影響

ｅスポーツ選手の抱える健康問題および鍼治療の経験に関する質的調査　－プロ
ｅスポーツチームを対象としたフォーカス・グループ－

岐阜市学童健診における血管迷走神経反応予防策の検討

生活健康科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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プログラム 修士論文題目

頭部及びＭＲＩにおける被検者の体感時間と実際の撮影時間の差異の比較

肘部での剪断波エラストグラフィーによる尺骨神経の硬さの計測

医療的ケア児と家族が地域で「共に生き、育つ」ための健常児の親の関わりにつ
いて

臨床検査技師を志す学生の意識調査　～アルバイト経験とヒューマンスキルの関
連性～

薬剤師の病棟滞在時間がポリファーマシー改善に関する問い合わせに与える影響

1.5 Tesla MRI による磁気共鳴分光法（MR Spectroscopy）を用いた肝臓内脂肪定
量における呼吸停止時間の最適化に関する研究

HIV陽性者が一般医療機関を円滑に受診するためには何が必要か　－HIV陽性者と
HIV医療機関医を対象とした質的調査研究より

災害時における看護師プロボノ活動の現状と課題に関する研究　－被災地支援活
動を行った全国訪問ボランティアナースの会キャンナスおよび登録ナースの調査
から－

東日本大震災以降の10年間における企業の事業継続力の向上に関する研究

児童養護施設における子ども主体の支援は可能か　退所者調査から職員育成を考
える

デイケア利用者の健康関連QOLと「活動と参加」との関係についての質的研究　－
北陸地方の女性利用者に焦点を当てて－

看護系大学生の訪問看護への就業意向の実態

生活健康科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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臨床工学技士国家試験合格に影響を与える要因　－学会検定試験に着目して－

通所リハビリテーションにおける嚥下障害の実態把握およびスクリーニングを用
いた評価方法の組み合わせについて

大腿骨近位部骨折術後高齢者の下衣更衣の動作プロセスにおける二重課題干渉と
下衣更衣動作自立度との関連

学齢期以降の障害のある人を対象としたアート活動の意義　－アートに特化した
事業所の展開過程の分析から－

脳性麻痺児における視覚的効果を利用した匍匐動作誘発の提案

計量テキスト分析と質的分析の比較による看護倫理の主要概念の考察

テキストマイニングを用いた人工呼吸器インシデントレポート報告基準策定の検
討

在宅看護における「療養者の生活」の捉え方　－訪問看護師へのインタビュー調
査から－

精神科病院・精神病床における認知症看護ケアの難しさ尺度開発の試み　－北海
道・東北地方の４病院の横断調査データより－

介護者は，介護をどう受け止めたか　－在宅介護を終えた介護者の語りの分析か
ら－

高齢者の well-being に関わる文献調査

汁物調理後における塩味及び塩分濃度の変化

生活健康科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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和太鼓のわざ習得と身体知　～和太鼓の生涯学習効果の検討～

サラリーマンの自律と定年後の生きがい感との関係について　～定年後に生きが
い感を持って社会貢献活動をする人は自律したサラリーマンだったのか？～

児童自立支援施設に入所する生徒の動機づけ, 自我状態傾向を基にした授業改善
の方向性　～未熟な学習者から優れた学習者に近づく方策～

諸外国および日本の精神科家庭看護制度の研究　－日本の精神科長期入院患者の
「社会的入院」を解消するために

メンタリングを通した小・中学校若手教員の変容　～教科教育の省察に着目して
～

学習指導要領の変遷に見られる高等学校（後期中等教育）における外国語教育政
策史研究

高等学校化学における実験を取り入れたハイブリッド型授業の効果に関する研究

業績評価を中心とする教員評価制度の運用方法に関する事例研究　－公立小学校
校長、教諭へのインタビュー調査の分析より－

就学前施設の一元化に関する一考察

学校評価の効果的な活用方策に関する一考察

学校教育ならびに臨床実習が学生の患者像の形成に与える影響

小学校社会科における概念的知識の形成　－学習者とのルーブリック共同作成に
よる学習目標設定を通して－

極小規模校における児童の自己肯定感の向上を目標にしたソーシャルスキルト
レーニングの効果について

在宅看護論における TBL を用いた学習効果

オーケストラ指揮者の仕事について　－名演奏が成立する時、その演奏にはどの
ような現象が生じているのか－

人間発達科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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起立性調節障害生徒の支援　－医療と教育の連携のあり方を考える－

中学校道徳科の教科書教材において人権問題を取り上げる意義　－「性的マイノ
リティ」を例に－

全日制高等学校における学校内外の連携による特別支援教育システム　－学級担
任を中心とした支援システムの構築－

学校づくりのビジョンを共有する学校運営協議会と経営サイクルの条件　～小学
校での８月を起点としたサイクルモデルの提案～

キャリア・パスポートを活用したキャリア発達の支援

弱視者の iPhone/iPad における行間の下線引きによる読書速度および読みやすさ
に与える影響

世界市民性を育てる理念と小学校カリキュラム作成の視点　～ユネスコ・スクー
ルでの実践事例を通して～

幼児教育施設で育まれた知識・技能，積極性が数年後の成績，態度に与える影響
について

企業･施設側からみる大学生インターンシップの成熟と負担の構造　－受け入れ担
当者のインタビュー調査より－

2-4-6 課題における仮説検証　－課題の特殊性と反復反事実的方略の観点から－

チェックシートを用いた教師の賞賛行動が児童の学校生活亨受感情及び教師の
ワーク・エンゲイジメントに及ぼす効果

Web版サークルテストを用いた中年期の時間的展望に関する検討

偏見低減における人権教育の有効性

定年期キャリア移行を通じた肯定的展望成立プロセスの探索

亜急性期脳卒中片麻痺患者に対するウェルウォーク練習時のトレッドミル杖使用
の有用性，有効性，適応

人間発達科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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市民の社会参加を促す社会教育の機能と役割　－生涯学習センターにおける社会
教育実践事例から－

これからの時代に求められる教員研修の在り方の一考察　－CST（コアサイエンス
ティーチャー）の取組と実践共同体に着目して－

企業内オンライン研修を実施する際のインストラクション上の課題に関する一考
察

コロナ禍における美術館の教育普及活動について

自閉スペクトラム症（ASD）の児童に対する社会的スキル発達の支援　－小学校特
別支援学級の児童への自立活動における実践を通して－

今後の商業高校の在り方についての考察

専門職大学の制度化過程の分析　－専門職大学の制度化を推し進めたものは何か
－

作業療法士に必要な生涯学習のコンテンツに関する研究　－慢性疼痛治療の場合
を中心に－

高齢者のジェネラティビティと生活満足度との関連を探る　～TATの活用による新
たな測定の試み～

応援がトライアスロン・マラソン競技者のパフォーマンスと動機づけに与える影
響

中年期既婚女性の挑戦　－ミセス・コンテスト出場者における意識変化の経緯－

人間発達科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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中学校での心理教育実施の現状と”こころの整理学”の導入について

青年期におけるアタッチメントがいじめ加害傾向に及ぼす影響　－アタッチメン
ト投影刺激画を用いて－

外国に出自を持つ生徒の異文化適応過程に関する研究

理工系大学生・大学院生のメンタルヘルスへの指導教員の関わり方についての研
究　～学生相談カウンセラーとの連携を手がかりに～

発達障害者の就労支援における小集団認知行動療法の効果とその意味づけ

教員とスクールカウンセラーの不登校に対する視点の違いと協働に関する一研究

苦境を克服する過程で役立ったものは何かについての一研究　－中年世代がこれ
までの人生を振り返ったとき－

発達障害のある人と共に働く同僚の経験と視点　～インタビュー調査を通して～

思春期の自閉スペクトラム症の子どもを持つ親の体験過程　－困難感および支援
ニーズに関するインタビュー調査から－

予防接種を受ける幼児への絵カードの有用性の検討

グリーフケア活動を意味づけていくプロセスについて　～若手心理職へのインタ
ビュー調査から～

感情労働が職場ストレスに与える影響　－障害福祉の3職種に着目して－

認知症患者を介護する家族の心理移行過程における予期悲嘆とレジリエンスの検
討　～TEM図を用いた半構造化面接による質的帰納的研究～

担任教員とスクールカウンセラーの生徒支援に関する認識の比較　～専門性が活
かされる連携へのヒント～

地域若者サポートステーション利用者を対象としたライフキャリア・レジリエン
ス向上に有効なセミナープログラムの作成及び効果検証

臨床心理学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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小・中・高校の教師との関係が及ぼす影響とその意味づけ　～九分割統合絵画法
を用いたライフストーリー～

オンライン箱庭療法の可能性に関する研究　～有職成人女性の事例研究から～

不登校児の母親が子どもとの心理的距離感を獲得する体験に関する研究

発達障害のある子どもをもち，関連領域で支援活動を行う母親の人間的成長過程
に関する研究

独身女性の中年期　－当事者たちの語りを聴く－

障がい者の兄弟姉妹の職業選択と家族関係における葛藤

「水底で機を織る女」のイメージに関する分析心理学的考察

臨床心理学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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ソーシャルメディア利用がトランスナショナル社会にもたらした予期的社会化

災害時に行政機関が取り扱う人的被害情報の実態と，法的・社会的側面からの一
考察　－氏名公表における行政機関・報道機関・個人の利害対立に着目して－

医療等IDでつながる電子カルテのデータ利活用における権利に関する研究　－
データ・ライフサイクルの視点－

ネパールの農村開発における地域課題解決への取り組み　－NGO ラブグリーン
ジャパンの事例研究－

食品メーカーの意思決定ツールとしての品質コストの有用性；中小冷凍食品メー
カーを中心として

オフィス賃貸需要からみた建設費の望ましい水準と投資適格性の判断　－テレ
ワークの普及による賃貸需要の変化と今後の動向を踏まえた分析－

銀行経営から見た非財務指標活用の現状と課題　～３メガバンクの開示を例に～

能登春蘭の里ネットワーク分析から発見するコミュニティ・ビジネスの発展要因

小規模農業経営体における６次産業化の価値　－垂直統合による範囲の経済性の
発現－

市民科学：高木仁三郎市民科学基金の事例研究

身近にあるプラスチックごみの削減を考える　－ポリ袋と傘袋－

化石燃料を用いる製造業の2050年に向けたエネルギー対応について　－タイヤ製
造業を例にして－

観光に対する住民理解確保・向上方策の検討　－沖縄県宮古島市を事例として－

建設業における若者の就業率および定着率を向上させるための施策

光学部品と各生産システムとの親和性について　－光学部品加工メーカーの視点
からの考察－

社会経営科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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コンパクトシティ構想と病院の立地について

公共図書館の新設からみえる公民連携の効果に関する研究　～ＰＰＰ/ＰＦＩ 事
業におけるオープンプラットフォーム構想の事例から～

高齢者の主観的幸福感　～厚木市の戸建住宅入居世代を対象として

公有財産としての英霊塔と公費による代替施設の設置に関する憲法上の諸問題に
ついて

社会経営科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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陸上自衛隊警務官の職業的社会化に関する実証的研究　－北部方面警務隊警務官
を対象とした研究－

郡山市あさかの学園大学の活動実態から捉えた生涯教育施策の考察

北海道の小規模自治体におけるコミュニティ政策の先進事例について　～人口1万
人未満の自治体を例に～

天明3（1783）年浅間山噴火前後における鎌原村の「西南型」の親族関係

暗号資産の相場変化と投資家の心理変化との関連性について　－チャットサービ
スへの投稿コメントの形態素分析から－

イラクに派遣された自衛官が書いた報告文書「バグダッド日誌」の考察

戦後日本鉄鋼業における鋼材輸出流通体制に関する一考察　～メーカー・商社体
制の理論的検証と課題～

就職活動開始前の外国人留学生が抱く「不安」について　－留学生の日本語レベ
ルに着目して－

女性技術者活躍の課題と今後の展望　～電機関連メーカーを例にとって～

「日本的ジョブ型労働」として捉える看護師の労働意識　－「転職口コミサイ
ト」を通じた離職・労使コミュニケーションの検討－

社会経営科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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『ヘアスタイル－モダンデザインの源流』　－髪型の社会的表象とその位相－

流出した日本美術　－明治期の文化財保護－

文楽の魅力の芸術的根源を探る　－人形浄瑠璃が俳優の舞台以上にリアルな舞台
を生み出すのはなぜか－

ヴィクトリア時代の諸相からみるイギリス挿絵本の形成と変遷

木地師文化の伝統と現状　－大蔵家の調査より

江戸時代養生書の中の授乳に関する歴史的考察　－『小児必用養育草』から『病
家須知』－

伝統的な薙刀術の考察　－美田村邦彦著〔大日本薙刀道教範〕に基づいて

現代剣道に生きる『五輪書』

レトリカル批評を用いて検討する「愛は勝つ」の歌詞の多義性　－「どんなとき
も。」の歌詞との比較を通して－

異文化コミュニケーション能力育成の観点による小学校英語科検定教科書分析

改訂教科書「英語コミュニケーションⅠ」に見られる学習活動の変化について
－PPP型学習指導とTBLT型学習指導に焦点を当てて－

留学生別科における就職支援体制についての一考察　－ベトナム人元別科生、留
学生別科教員、進路支援課職員へのインタビューに基づいて－

社会福祉制度の人類学的研究に向けて　－日本における介護保険制度の成立プロ
セスの分析から－

14世紀のアーサー王物語『サーガウェインと緑の騎士』論　－後期中世の騎士と
騎士道についての考察－

欧化政策における洋装の受容　－宮中における洋装化を中心として－

人文学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

室町期徳政令の法制史的考察

墨書土器からみた仮名の普及について

源頼朝挙兵の動機と契機について

歌舞伎十八番一考察　～七代目による「新趣向」と、九代目による受容について
～

山本有三研究　－作品と人－

『宇治拾遺物語』の構造について

高等学校新学習指導要領の新必修科目「歴史総合」での世界史に求められている
もの

朝鮮における「反清」の変容　－17・18世紀の朝清関係とその講造的理解

明治三年東本願寺北海道開拓と久保田藩の対応

新河岸川舟運と早船出入　－近世後期の川越五河岸と街道宿場の争い

日本近代鉱業史上における塩谷事件の意義

大坂町奉行所与力の継承

美容技術指導における留学生のオノマトペ理解　－美容専門学校での実習授業調
査

経験を言葉に変換する相互行為の秩序　役割期待から見るヒーローインタビュー
の会話分析

諸言語において選好されるテクストの受け手との距離感について　－IKEAカタロ
グからの考察－

修士論文リスト（２０２１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

裁判所のパンフレットはわかりやすいか。　－裁判所が提供する執行パンフレッ
トの理解度調査の結果から－

熊本市内において使用される助動詞スの待遇性

フェリックス・ガタリの『分裂分析的地図作成法』における四機能素の研究　－
美と永遠回帰という観点から－

アナ・マリア・マトゥテ『人形劇』『北西の祭典』『アルタミラ物語』三作品の
比較研究　－世界は劇場、人生は夢、人はその人生で何を遺すのか－

マルドリュスによる『千一夜物語』の仏語翻訳とその背景

ノストラダムス『予言集』校訂のための序論的考察　－文学史上の位置と校訂を
めぐる議論とを中心に

五四運動から九一八事変までの胡適の史学著述態度の変化　～『中国古代哲学
史』と「説儒」との比較を通じて～

「日系アメリカ人の涙と汗」　日系アメリカ人強制収容所の記憶

俳諧七部集『炭俵』における芭蕉連句の統計学的研究　－芭蕉の「軽み」は平易
な語り口・日常生活の話題・ユーモアのセンスから構成される－

Marks of the Dragon in The Buried Giant　－カズオ・イシグロのノスタル
ジー・故郷喪失・言語－

What is "The Ideal English" for Japanese Speakers?　～「私（"I")」をめ
ぐって日韓話者を比較した一考察

修士論文リスト（２０２１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

イスラームの美　アラベスク文様に関する考察

島崎藤村論

円朝作品に見られる仏教観の変遷

『三国伝記の一受容』呉越合戦を中心に

芭蕉作品と『伊勢物語』『土佐日記』

アカデミック・ハラスメント形成の言語的分析：大学院生へのアンケート調査よ
り

言語学的アプローチによる言語的暴力に関する一考察

自我形成期に生活・文化環境が激変した海外にルーツを持つ人のアイデンティ
ティ形成

新聞の投書欄という言説空間　～女性関連の展開を軸に～

アメリカ映画のメッセージ　－健常者と障がい者の共生社会を目指して－

人文学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

自治体のSDGs達成に向けたICT導入計画と地域発展の関連性の考察　－SDGs未来都
市への半構造化インタビュー及び質的データ分析－

中小企業でのテレワーク環境構築における課題解決について

各国機関のパブリックコメントから見たAI創作物の著作権保護ニーズの特定

手書き楽譜認識における記譜者の識別

ルービックキューブの求解アルゴリズムの性能の改良　～二段階アルゴリズムへ
のプレムーブの手法の導入～

学習指導案の情報を ICT を用いて活用し授業をサポートするシステムの構築

遠隔同時双方向授業における学習者間の教え合いを支援する電子掲示板システム
の開発と評価

テレワーク中の文章を主体とするコミュニケーションの課題

様々な聴覚障がい者に対応したオンラインビデオ視聴における字幕や手話の提供
方法について

小学校音楽科「白鳥」の鑑賞活動におけるプログラミング学習環境の活用に関す
る研究

AI型ドリル教材を用いた小学校算数科「分数のたし算とひき算」の復習における
正答率の変化とタイプ別誤答分析

プログラムの画像を用いた深層学習によるコードレビューのための研究

エレキギターのハイパーソニック・サウンド

水琴窋におけるハイパーソニックサウンドに関する研究

指揮法の独習支援システムの開発　～１拍子の打法（叩き）を題材とする学習方
法の提案～

情報学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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【 閲覧可 】

プログラム 修士論文題目

マルチパスTCPスケジューラにて連続送信した場合における転送能力向上について

日本におけるインターネット利用時のプライバシー疲労感に関する質的研究

大学図書館のオンラインビデオによる利用教育の現状と課題

公共図書館における障害者サービスについて　読書バリアフリー法の影響

音声認識・合成を用いた実動作付き人間型家電リモコン制御ロボットの作成

着地型観光情報配信による旅行消費者の満足度とロイヤリティの向上

修士論文リスト（２０２１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

栄養指導におけるヘルスケアアプリの効果的な利用方法の提案

小中学生を対象とした生活実態が体力に及ぼす影響の分析

東京管区気象台管内の気温データを用いた経年変化の分析　～野沢温泉アメダス
観測所を事例に～

日本国内におけるSMSに関連したリスクの調査と分析

専門的知識をもつ人材と教員とのペアによるプログラミング学習における児童の
知識理解・モチベーションについての分析

中学生にとってテキスト型プログラミング言語の壁は何か

ラオス伝統染織における染料植物の変化と職人の意識　－４つの染織工房の調査
から－

新型コロナ禍が変えたローカルニュース番組　－ローカル局のニュースにおける
価値基準の変化－

インターネット依存傾向低下につながるインターネット利用方法の検討・評価

修士論文リスト（２０２１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

四国東部三波川変成岩の民家石垣の特性（石材形状と体積および質量）

ツユクサの雄花出現の規則性とその理由

カイラル結晶のフォノン理論：分散と射影表現

e + π の超越性または無理性に関する考察

計算可能性とRandomness　特にWeakly randomの諸性質

カイコ卵巣の凍結条件と産卵成績に与える要因の考察

日本産マツカサタケ属の分類学的検討

CO₂再資源化に向けたTiO₂光触媒表面へのCO₂吸着と光還元反応についての量子化
学計算による解析

自然環境科学プログラム

修士論文リスト（２０２１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

閉二次元多様体の分割

佐賀県における種分布モデルを用いたカスミサンショウオ　（有尾目：サンショ
ウウオ科）の生息適地予測

量子力学的の粒子と古典的霧箱での水素原子との相互作用による古典的飛跡の発
生

ブラウン運動理論の系譜

Thouless チャージポンプ及びZ2 スピンポンプの Python 強束縛近似 (PYTHTB)
による数値解析

雷の電荷分離機構について

大統一理論

自然環境科学プログラム

修士論文リスト（２０２１年度修了者）
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