
氏名 論文題目

土門　万里子 神話に受け継がれる『世界の根源』

青山　友子 若年女性及び中高年女性における有酸素性能力と歩行中の脂質燃焼量

井上　博登 「軍艦島」の生活誌

大道　一弘 力学領域における学習者の誤ルールの修正に関する研究

相澤　文 
児童を対象とした身体活動量増強プログラムの開発と評価
-学校における休み時間の遊び活動に着目して-

蘆野　晃子 先天性四肢障害児の父親における告知後の変化プロセスおよび援助の方向性

李　多賢 韓国における水環境研究と社会動向との関連

飯田　綾 
通常学級に在籍する自閉症スペクトラム障害児に対する支援の検討
-学級で係わり合いのある周囲の子どもに焦点をあてて-

池端　宏之 スポーツ、アイデンティティ、「国民」概念　-その関係と歴史-

井合　真海子 BPD傾向者の見捨てられスキーマがBPD様の徴候に及ぼす影響

石島　寿道 長時間最大下運動中のVO2 driftおよび神経 ‐ 筋機能における持久性トレーニングの影響

石橋　治子 チアリーディング競技者における着地時衝撃緩衝能力のバイオメカニクス的検討

磯部　かおる 脊髄損傷者における立位受動的歩行様運動中の呼吸循環応答

今田　圭太 大学ラグビー選手の体型、体組織に関する研究

岩尾　美代子 娘の出産を契機とした母娘関係の変化

岩原　佳代 玄米ニギニギ体操（ダンベル体操）の日常化が児童の体力に及ぼす影響

臼田　いつか 
前十字靭帯再建術後の関節水症が筋回復に及ぼす影響
― Bioelectrical impedance法による関節水腫判別の有用性 ―

宇田川　友梨 農業気候資源評価のための水収支モデルの開発

王　健 プリントメディアを用いた通信教育型健康プログラムの効果

大内　佑子 継続的温泉浴のストレス軽減効果

太田　吏香 ボランティアが教師の補助的役割を果たす授業の在り方

大多和　亮介 消費者反応に及ぼす企業スポーツの影響

大部　隆志 動作の方向と筋活動のタイミングが同側手足の協調動作に与える影響

岡田　依子 プロ野球私設応援団の文化論　福岡ソフトバンクホークスの事例

岡松　さやか e-learningを付加した新しい通学制授業モデルの検討

小川　哲也 運動特性の違いによる伸張反射機能の特異的適応

小倉　容子 高校生の出来事に対する認知の多様性獲得がストレス低減に及ぼす効果

小島　理恵 玄米ニギニギダンベル体操を実習した高齢者の自覚健康症状と体操継続の関連

小田　晋平 投球動作における胸骨上縁を基準とした上肢・上肢帯の3次元動作解析

郭　洋 色光の生理的・心理的効果に関する研究

梶川　悟 Hypoxia-inducible factor-1αの一塩基多型が低酸素刺激に対する応答の個人差に及ぼす影響

桂川　泰典 
教師の自己ナラティヴとその語り直しを通した教師コンサルテーションの試み
-日本の教師文化の特性を活かして-

金海　藍加 もの忘れ外来患者の配偶者におけるアルツハイマー病（またはその疑い）の受け入れに関する質的研究

金子　洋平 立体音響を用いた音像移動による他車位置情報提示の有効性

金松　慶 平面的および空間的位置関係の知覚の相互変換に関するfMRI研究

川崎　雅子 大学生における友人関係の悩みが友人関係スタイルを介して友人の機能に与える影響

川島　悠 Ethanol-induced changes of the number of white blood cells in rats

丸藤　祐子 心肺体力の高い女性では加齢による動脈硬化と左心室肥大が抑制される

北浦　壮一朗 大学生の家族意識に関する研究　-凝集性の観点から-

鬼頭　祐介 Rangeの異なるベンチ・プレスにおける筋電図学的分析

木村　愛 Impacts of Climate Changes on the Thermal Environment of Rice Fields in Japan

姜　鳴 
2004サッカーアジアカップにおける「サッカー反日」はどう報道されたか?
―日中の新聞報道分析を通して-

朽原　優 方向転換能力に関与する体力・技術要素の検討

工藤　雄 bjリーグの観戦者に関する研究　-メールマガジン会員に注目して-

桑原　朋子 小児、青年期の身体活動が健康関連QOLに及ぼす影響
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小板　史美 遊び場面における乳幼児のインタラクション成立に関わるモノの役割

古賀　篤 メディアイベントの健康表象に関する研究　～健康優良児言説の変遷～

児玉　朋江 音声の周波数・速度が印象評価及びイメージカラーに与える影響

後藤　愛 家庭における子どもの身体活動量増強の試み　-保護者の働きかけを促す通信紙プログラムの効果検証-

小林　海 スプリント走加速局面における一流短距離選手の下肢スティフネスおよび疾走の特徴の変化

近藤　友佳 感情への恐れが気晴らしの選択と効果に及ぼす影響

齋藤　雅斗 経路探索時の情報受容と誘導方法との相互関係についての研究

境　健吾 自重負荷を利用したトレーニングが虚弱高齢者の骨格筋の形態及び機能に及ぼす効果

酒井　麻里子 ラットの母性行動発現におけるエストロゲンおよびアンドロゲンの効果

坂上　真弓 大学バスケットボール選手におけるACL損傷因子の解析　-連続ジャンプ動作の二次元動作解析について-

坂田　淳 CT及びX線透視画像を用いたShape-matching法による膝前十字靭帯機能の解析

阪本　路子 統合失調症患者の行動上の障害に対する家族の認知・対応行動・感情と精神的健康

佐久間　淳 足関節底背屈動作における下腿三頭筋の筋束動態と動作速度依存性

笹木　正悟 サッカー選手の方向転換動作に関する研究

佐々木　世佳 β-アミロイド誘発性神経細胞死におけるオートファジー・ライソゾームシステムの制御機構

佐藤　藍子 航空分野におけるリスク知覚

佐藤　登 オリンピック開催計画における「拡大化」と「非拡大化」の研究

真田　亜希子 膝前十字靭帯再建術後の半腱様筋腱の再生過程と時期

設楽　佳世 光学非接触式3次元人体形状計測法に基づく日本人女性の体表面積の推定式作成

城月　健太郎 Video Feedback における認知的介入がスピーチパフォーマンスの自己評価に与える影響

須賀　千奈 許しの認知プロセスの抽出と各段階において求められる心理的援助

瀬下　寛之 野球選手における体幹部の機能的役割と形態特性についての検討

瀬高　英之 介護保険法改正に伴う介護保険事業所の対応に関する考察　～アクションリサーチを通して～

諦乗　豪 運動強度の違いによる運動中、直後の脂質燃焼及び血液生化学の変化

田内　滋人 児童の自己抑制に関する行動場面の文脈的考察

高田　一慶 わが国の球技系トップリーグ観戦者に関する研究　-クラスター分析を用いた観戦者の分類-

高橋　恵理 若年成人女性の身体組成と基礎代謝量について

高安　陶子 ストレスフルなイベントに起因するポジティブな変化に関する検討

竹大　和男 17世紀中葉の古伊万里の様相　―「檀伐桐」窯址の踏査から

田中　義則 
Histological properties of fiber-type, and the number of microcirculatory vessels and muscle spindles
in the sternothyroid muscle of rats.

田上　明日香 キャリアカウンセリングを希求する派遣社員への認知行動的介入方法の検討

土屋　美樹 大学生のひきこもり心性と自己・他者意識および欲求不満耐性との関連

寺田　修 若年者における運動習慣が細胞性免疫能・サイトカインバランスに及ぼす影響

永井　麻理 化粧と顔の形態的特徴の違いが女性の人物印象評価に与える影響

中井　良 携帯電話を用いたレスポンス・アナライザのオーケストラ型討論授業

中上　英和 中学校期から大学期にかけての友人関係の発達的変化　-大学生を対象にした回想インタビューから-

中嶋　哲也 近世における起倒流柔術の歴史的実態

中曽　浩一朗 顕微鏡下手術のための椅子の研究開発

中山　佳子 筋ジストロフィー患者のきょうだいにおける同胞の疾病および自己受容プロセス

那須　昭洋 
非行少年の立ち直り過程に関するエスノグラフィック・リサーチ
-自立援助ホームに居住する非行少年の「日常生活」と「語り（Narrative）」から-

能野　淳子 
学校場面における問題行動に対する介入効果の般化についての検討
-復元効果からみた学校における支援について-

野上　祐一 体型の分類に適した座面クッションの開発とそのビジネスモデルの提案

野口　大輔 ラット脳におけるエストロゲンα受容体免疫陽性細胞数の雌雄差

齊藤　れい 指定管理者制度におけるスポーツ施設のマネジメントに必要な能力に係る研究

野崎　健太郎 
認知行動的アプローチによる収集強迫傾向者に焦点を当てたワークブックを使った介入プログラムの
有効性に関する検討

野呂　美文 膝痛の中高齢者を対象とした痛み対処方略に関する研究

橋立　勇気 日本の座文化に基づく椅子の開発



氏名 論文題目

橋本　真紀子 更年期における精神症状に関連する心理社会的要因の検討

浜田　早苗 身体活動量と心と体の健康に関する調査

廣瀬　理沙 Rb欠損細胞におけるEGCGの癌細胞増殖抑制効果

深野　真子 足部運動解析の新展開　-片脚着地時における足部運動解析-

藤岡　緑 他者からの否定的な評価場面における怒りと不安の相違

藤原　志保 自責傾向と怒り反応傾向および精神的健康との関連

船越　美保子 安全色のリスク認知における日本と中国の交叉文化的研究

堀部　奈都香 色彩に対する香りの調和性が与える心理・生理的影響

本目　えみ 公共スポーツ施設における評価指標としての利用者満足度

前　文章 現代アートイベント考　-eNDにおけるアートイベント論-

前田　信子 ラットロードーシス制御における中脳中心灰白質の解析

松尾　謙吾 シャイネスに対する構成主義的自己教示訓練と合理主義的自己教示訓練の効果

松田　啓佑 民間フットサル施設の経営に関する研究　-競争戦略に着目して-

松田　志保 アトピー性皮膚炎患者の受療行動とセルフケアに関連する要因の検討　-セルフ･エフィカシーの観点から-

光川　眞壽 反復的な足関節底屈運動中の腓腹筋内側頭およびヒラメ筋の動態からみた筋力低下の規定因子に関する研究

密山　暎代 身体活動が夜間睡眠に及ぼす影響について

美濃羽　弘樹 生体電気インピーダンス法（BIA）を用いた局所における筋体積推定

宮崎　拓郎 霞ヶ浦近代漁業技術史　～漁業者の自然環境、社会環境に対する技術的対応～

三好　裕介 ローイングエルゴメータ運動中のパワー発揮に及ぼす漕手の体力・技術因子の影響

三輪　温子 女子児童生徒における摂食障害傾向の認知行動モデルの検討

三輪　珠美 一次性頭痛におけるネガティブな解釈

元安　陽一 バスケットボールのフリースロー成功率に及ぼす関節運動の影響

山崎　聡 カラー舗装におけるイメージ狭窄の有効性と景観評価の検討

山本　智也 完全主義認知と抑うつとの関連

山本　隆一郎 入眠時選択的注意が入眠困難に及ぼす影響　-数息観による注意の統制を用いた検討-

山脇　加菜子 携帯電話のメール機能を活用したウォーキング行動促進プログラムの開発

楊　先偉 スポーツと旅行先イメージ　-台湾から見たスポーツ都市としての東京の魅力-

吉谷　文 病的状態におけるアストロサイト型グルタミン酸トランスポーターGLT-1の細胞膜発現調節機構

依田　奈津子 少子化時代における未婚化・晩婚化の要因分析

龍　月 日中健康観比較　-大学生を対象として-

川村　奈々恵 学校教育における評価の現状に関する研究-「総合的な学習の時間」の評価観点を例に-


