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R3 西村 眞澄 A Study of the Pedagogical Effects of Application-Based 

Learning Approaches to Medical English Education in Japan 

寺西 雅之 〇 

R3 黒川 浩美 低出生体重児リスク要因の回避を目指した栄養指導方法の

検討に関する研究 

伊藤 美紀子 〇 

R3 佐藤 公治 学校の防災教育におけるレジリエンスの育成に関する研究 木村 玲欧 〇 

R2 矢野 真理 行事食の伝承事業における世代間交流効果に関する研究 内田 勇人 〇 

R2 谷 真理子 慢性腎臓病におけるリンスパイクが生体へ及ぼす影響及び

血管石灰化メカニズム解明に関する研究 

伊藤 美紀子  

R2 
※論文博士 

永田 俊光 マルチハザードに対応した防災教育プログラムの開発 : 児

童生徒の「生きる力」を高める体系的な防災教育の提案 

木村 玲欧 〇 

R2 菅 尚子 セロトニン動態 に関連した慢性炎症に関する基礎的研究

と食品成分によるその抑制 

加藤 陽二  

H31 坪内 伸司 バイオフォトンイメージングによる疲労とストレスの評価

に関する研究 

内田 勇人 〇 

H31 坂本 南美 A Study on Identity Transformation Through Narratives of 

Native Assistant Language Teachers in Japanese Public 

Secondary Schools 

寺西 雅之 〇 

H31 林 育代 妊娠前からの母体の栄養状態と児の出生体重や DNA メチ

ル化に関する研究 

永井 成美 〇 

H31 溝畑 潤 子どもの身体組成および重心動揺における評価指標の開発 田路 秀樹 〇 

H31 市橋 きくみ 外来維持血液透析患者の透析間の体重増加と塩味味覚閾値

との関係について 

坂上 元祥 〇 

H31 湊 聡美 妊孕期女性や次世代の NAFLD 発症リスクに関わる食事と

遺伝的要因の検討 

永井 成美  

H30 青木 敦英 力-速度関係からみたー側性、両側性による筋パワー発揮特

性とトレーニング効果 

田路 秀樹 〇 

H30 能瀬 陽子 青年期における体内時計変調に影響を及ぼす因子に関する

研究 

永井 成美 〇 

H29 井垣 誠 生活習慣病患者に対する通院型運動療法のインスリン抵抗

性および血管内皮機能の改善効果に関する研究 

坂上 元祥 〇 

H29 河村 弘美 生体におけるリン代謝異常に関する研究 伊藤 美紀子  

H28 南 潮 高齢期における健康維持と就業支援に関する研究 内田 勇人 〇 

H28 畦西 克己 嚥下・咀嚼機能の低下した患者や高齢に対する食感改良に

関する研究 

北元 憲利 〇 



H28 鈴木 麻希 視覚，味覚，触覚による食物への認知と生体の生理的・心理

的反応に関する研究 

永井 成美  

H27 立花 晃 我が国における創造都市政策の現状とその特性に関する比

較考察 

福島 徹  

H27 脇坂 英弥 圃場整備済み水田において人為の影響下で繁殖するケリの

生態に関する研究 

江崎 保男  

H26 岡村 吉隆 睡眠時間の短縮が食行動と体重増加に及ぼす影響に関する

研究 

坂上 元祥 〇 

H26 江口 智美 エステル化タピオカ澱粉混合麺の物性・咀嚼性および嗜好

性に関する研究 

吉村 美紀 〇 

H26 湯浅 正洋 幼若ラットを利用した脳におけるビオチンの役割に関する

研究 

渡邊 敏明 〇 

H25 若宮 翔子 A study on Analysis and Utilization of Crowd-sourced 

Spatio-temporal Contexts from Social Media 

角谷 和俊  

H25 作田 はるみ 知的障害児・者の食生活と肥満に関する研究 北元 憲利 〇 

H25 中塚 圭子 人とペット犬との共生空間に関する研究 岡田 真美子 〇 

H25 王 元元 A Study on Structural and Semantic Analysis for 

Presentation Content Management 

角谷 和俊  

H24 濵口 郁枝 大学生に対する食育のあり方に関する研究ー食行動および

味覚能力の視点からー 

北元 憲利 〇 

H24 高橋 裕子 明治期地域学校衛生史研究ー中津川興風学校を事例として

ー 

高頭 直樹 〇 

H24 栃本 大介 六甲山地に残存する自然林の評価と保全に関する研究 服部 保 〇 

H24 山口 光枝 概日リズム変調要因としての遺伝的・環境的要因に関する

研究 

渡邊 敏明 〇 

H23 福永 幸子 『共生』の意匠ー装飾芸術家ウイリアム・モリスの『自然と

人間』 

高頭 直樹 〇 

H23 RATSIMBAZAFY 

LALAINA 

CYNTHIA 

MEASURING THE IMPACT OF THE FOREST CARBON 

PROJECT ON LOCAL COMMUNITIES ： AN 

ASSESSMENT STUDY WITH SPECIFIC REFERENCE 

TO THE REDD PILOT PROJECT IN MADAGASCAR 

河野 仁  

H23 前川 拓也 交通計画合意形成ツールとしての交通流シミュレータの開

発ならびに姫路市都心部の交通施策への適用に関する研究 

井上 博司 〇 

H22 鄭 是勇 中国における流動児童の就学保障に関する研究ー福建省の

事例を中心にー 

清原 正義  

H21 和﨑 宏 地域による地域情報化に関する研究 岡田 真美子 〇 

H21 中村 俊之 リジン付加反応を利用したイソチオシアネート生理機能発

現解析のための基礎的研究 

北元 憲利  



H21 大串 美沙 水溶性ビタミンの生体利用率についての栄養学的研究 渡邊 敏明  

H21 北山 大輔 マルチメディアコンテンツのためのメタデータ特性に基づ

く構造分析・検索に関する研究 

角谷 和俊  

H20 古賀 弘一 長尾契約講を中心とする契約講の組織変容に関する研究ー

地域自治を担う住民組織の実現に向けてー 

岡田 真美子  

H20 上寺 常和 デューイ宗教論の射程：「道徳」としての「誰でもの信仰」 高頭 直樹 〇 

H19 神頭 成禎 インドネシアにおける維持可能な社会の構築に関する研究

ーロンボク島バヤン村の慣習法に基づく環境保全にみる環

境親和的社会構築の可能性ー 

岡田 真美子  

H19 笠原 茂 持続可能な環境保全における地質環境の評価に関する研究 井口 博夫 〇 

H18 鈴木 誠 Studies on Novel Physiological Functions of Dietary Fibers 

from an Aspect of Dietary Environment 

辻 啓介  

H18 谷口 歩美 妊娠期におけるビオチンの必要性についての検討 渡邊 敏明  

 


