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2022年 8 月時点 
修了年度 氏名 題目 指導教員 社会人 

R3 山田 由紀美 地域リハビリテーションに向けた病院敷地内外の緑地に

おけるリハビリの実態と可能性 

赤澤 宏樹 〇 

R3 花谷 和志 政治地理学における新たなリスケーリングの展開－市町

村合併と「身近なスケールの政治」論－ 

杉山 武志  

R3 五十嵐 さやか 集落での捕獲実績に影響を及ぼす管理者の技術・意識の差

に関する研究 

山端 直人  

R3 澤 紅乃 近畿北部地域個体群のメスのツキノワグマの環境選択と

冬眠穴の特徴 

横山 真弓  

R3 洲合 隼輝 兵庫県野生ニホンザル地域個体群による生息地利用の季

節性の要因分析 

森光 由樹  

R3 鈴木 新 骨格筋電気刺激による若年非アスリート男性への筋肥大・

筋力増強効果に関する研究 

永井 成美  

R3 中谷 茉友 調製条件の異なる素麺の物性と構造観察 吉村 美紀  

R3 任 遠 中国大学生を対象としたインターネット依存傾向が及ぼ

す人間関係における心理社会的特徴 

井上 靖子  

R3 垪和 由紀子 住宅における社会とつながる空間の空間構成に関する研

究 

安枝 英俊  

R3 福井 涼太 大学生の野菜摂取に関連する要因及びデジタルサイネー

ジとナッジを用いた介入が野菜料理選択に及ぼす影響の

研究 

中出 麻紀子  

R3 藤本 遥希 病原性大腸菌の産生するα‐ヘモリジンに対するモノク

ローナル抗体の作製と性状解析 

有満 秀幸  

R3 吉村 真由 全国の島嶼へ分布拡大したイノシシ Sus scrofa の生息状

況と生態系への影響について 

横山 真弓  

R2 董 麗 中国の大都市と地方都市に在住する高齢者の生きがいの

実態とその関連要因について 

内田 勇人  

R2 山下 剛永 フローサイトメーターを用いた迅速な細菌薬剤感受性試

験法の構築 

加藤 陽二 〇 

R2 浅妻 祐一郎 水田環境におけるアライグマの広域的な両生類個体群へ

の影響評価 

栗山 武夫  

R2 井貫 雅子 血液透析患者における栄養障害予防のための栄養管理法 坂上 元祥 〇 

R2 北村 胡桃 農村地域のコミュニティ施策の効果に関する研究ー兵庫

県地域再生大作戦を対象としてー 

三宅 康成  

R2 久保田 綾 透析患者の心血管死亡リスクに関わるミネラルと食習慣 伊藤 美紀子 〇 



との関連性の検討 

R2 桑辺 七穂 温帯における広葉樹混交林とスギ人工林の細根の季節動

態の比較 

大橋 瑞江  

R2 胡 清清 神戸市都心再整備事業におけるメインストリートの緑化

空間の構成に関する研究 

赤澤 宏樹  

R2 酒井 理江 兵庫県におけるニホンツキノワグマの頭蓋骨の地理的変

異 

横山 真弓  

R2 肖 嘯 中国人留学生の留学動機の形成に対するメディア環境の

影響 

井関 崇博  

R2 末継 夏帆 呼気アセトン測定値の脂質酸化指標としての信頼性，妥当

性に関する研究 

永井 成美  

R2 菅生 早希 空き家の流動的活用に関する計画論的研究－町家しょう

あんを対象として－ 

安枝 英俊  

R2 趙 星一 スキャナ法によるスギ末端次数根の発達過程の解明 大橋 瑞江  

R2 張  婷婷 高齢者における老年的超越の特徴 内田 勇人  

R2 藤原 聖真 カシノナガキクイムシの長距離飛翔と環境因子との関連 池野 英利  

R2 三谷 光市 香美町・養父市のヒノキ人工林におけるニホンジカによる

樹皮剥皮害の時空間変化とその要因分析 

藤木 大介  

R2 喩 靖霖 行政境界におけるニホンジカ(Cervus nippon)の生息密度

と捕獲対策の比較－兵庫県丹波市と京都府福知山市を例

に－ 

横山 真弓  

H31 吉田 安曇 Verification of a Link between Reading Experience in 

Japanese and English Proficiency: A Content Analysis of 

Interviews with EFL Leaners 

寺西 雅之 〇 

H31 江間 薫 兵庫県の棚田に分布する畦畔法面草原の種組成・種多様性

と気候条件の関係 

石田 弘明 〇 

H31 榊 悠太 知的障碍児における形態の経年的変化 田路 秀樹 〇 

H31 周 琳莉 清末（1840-1912）における教会女子校の発展とその役割

についての研究 

鄧 秀  

H31 今津 有稀 種々のスクロース結晶における加熱熔融特性についての

研究 

坂本 薫  

H31 大惠 あかり 空き家活用における改修費用シミュレータの開発とその

実装 －たつの市龍野城下町を対象として－ 

安枝 英俊  

H31 大塚 一穂 市街化調整区域における開発制限の規制緩和のあり方に

関する研究－兵庫県小野市を事例に－ 

太田 尚孝  

H31 後藤  和明 深層学習を用いたトビムシ自動カウンティングシステム

の開発 

池野 英利  

H31 吸原 慧紀 ATP 消費作用を介した緑茶カテキンの中性脂肪分解機構 村上 明  



H31 杉元 亮介 ファイトケミカルの吸収機構における細胞外小胞の役割 村上 明  

H31 髙山 祐美 肺非結核性抗酸菌症(肺ＮＴＭ症)女性患者における栄養

状態と病状に関する研究 

永井 成美 〇 

H31 春木 優杏 東播磨地域のため池の気象緩和効果に関する数値的研究 奥 勇一郎  

H31 前﨑 貴光 民間企業による CSV としてのまちづくり活動支援の取

り組みの可能性と 課題に関する研究 －大手不動産会社

による「まちづくりスポット」の取り組みを事例に－ 

太田 尚孝  

H31 山﨑  真利子 大量調理におけるスチームコンベクションオーブンを用

いた加熱調理に関する研究 

坂本 薫 〇 

H30 方 志欣 中国・内モンゴル自治区に在住する幼児及び保護者におけ

る肥満の実態とその関連要因に関する研究 

内田 勇人  

H30 鈴木 久代 ニホンザルのメス・オスそれぞれにとって、群れのもつ意

味とは？－嵐山Ｂ群分裂時の各個体の行動が意味するも

の－ 

太田 英利 〇 

H30 小林 憲人 「地域在住高齢者の健康感、介護度、転倒歴と身体機能と

の関連性」 

田路 秀樹 〇 

H30 中西 一成 アユを指標にした森里川海の連環を考える環境学習プロ

グラムの構築 

佐藤 裕司 〇 

H30 加藤 摩利子 空き家を活用した交流の場におけるまちづくり活動団体

の役割に関する研究－たつの市龍野城下町「NPO 法人ひ

とまちあーと」を対象として－ 

安枝 英俊  

H30 鈴木 理央 メチルグリオキサールにより生じる糖化ストレスが細胞

に与える影響－酵素グリオキサラーゼとの関連－ 

加藤 陽二  

H30 田中 克欣 大学キャンパスにおけるサードプレイスに関する建築計

画論的研究－兵庫県立大学環境人間学部学生会館を対象

として－ 

安枝 英俊  

H30 谷岡 翔 細胞外小胞を介したファイトケミカルの生理機能性 村上 明  

H30 中山 夏美 小・中学生の食事状況調査における食生活とエネルギー・

栄養素摂取量との関連について 

坂本 薫  

H30 細田 捺希 小麦麺の特性に及ぼす貯蔵及び食物繊維混合の影響 吉村 美紀  

H30 万治 亘 架橋スルホエチルセルロースの吸水特性 深江 亮平  

H30 山崎 健一 懸濁重合によるポリ乳酸の形状制御 深江 亮平  

H29 白 炎 中国におけるＮＰＩを中心とする非営利事業の連携体制

に関する研究 

井関 崇博  

H29 袁 泉 高齢者大学受講者における心身の健康とソーシャル・キャ

ピタル及び日常生活との関連 

内田 勇人  

H29 森野 光太郎 ギンヤンマ属幼虫の生活史と生息場所選好性に関する研

究 

池野 英利  



H29 石谷 翠里 特定健康診査結果を用いた健康課題抽出と食生活・栄養摂

取状況との関連 

伊藤 美紀子  

H29 井上 朋子 プロバイオティクス摂取と高齢者の認知機能・心身の健康

状態に関する介入研究 

永井 成美  

H29 奥谷 香 世代や地域の違いと寿司のイメージとの関連 坂本 薫 〇 

H29 川上 敬弘 兵庫県淡路市で発見された外来種アフリカツメガエル

*Xenopus laevis* （Daudin, 1802）（両生綱： 無尾目）繁

殖集団の生態 

太田 英利  

H29 川野 智美 絶滅危惧種ヒメシロチョウの保全に向けた食草ツルフジ

バカマの保全生態学的研究 

石田 弘明 〇 

H29 小泉 孝雄 景観構造を考慮したアライグマによる農業被害の県域ス

ケールでのリスク評価 

藤木 大介  

H29 芝野 竜一 日中比較から考察する水害伝承の有用性 鄧 秀  

H29 清水 春菜 明治中期までの兵庫県の英語教育－制度と実践－ 石倉 和佳  

H29 相馬 理央 環境 DNA 技術における生物分布・生物量の推定と DNA

検出における水質要因の影響：播磨地方のため池における

複数の外来種調査を通して 

奥 勇一郎  

H29 田中 俊雄 前期更新世における大阪堆積盆地北西部の環境変遷 佐藤 裕司 〇 

H29 徳梅 咲里 幼児・高校生における肥満度と食事摂取状況との関連 内田 勇人  

H29 中 愛里 小豆煮汁に含まれる脂肪蓄積抑制成分の作用機構につい

て－培養細胞を用いた検討－ 

加藤 陽二  

H29 永井 紘太 米粉と食品ハイドロコロイド混合系の熱的および力学的

特性 

吉村 美紀 〇 

H29 中川 湧太 都市の緑空間における菌類の呼吸と菌糸生産の時空間的

な変動特性 

大橋 瑞江  

H29 野瀬 遵 クマの秋季出没に関わる資源量ギャップの分析 横山 真弓  

H29 朴 侑希 アライグマの排除を目指した罠の設置場所と時期の検討 横山 真弓  

H29 宮田 寛子 街なみ環境整備事業の建物修景における所有者の意向の

分析－広島県府中市における事業記録と意識調査を通じ

て－ 

宇髙 雄志  

H29 梁瀬 美佳 屋外空間における車いす使用者の体温予測提示システム

に関する研究 

土川 忠浩  

H29 和田 悠 水溶性高分子との複合化によるポリ乳酸の機能化 深江 亮平  

 


