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平成26年度卒業論文・卒業研究題目

題 目

若習の人HU関係とスマートフォンについての研究－SNSの的きに日一目して

Y'tlill紙による目的混交をllJいたヒァチハイクにおける利他行動と目、への百iい方の倹汁

「キャラ化」する現代 ～持者の感七iとネッ l社会のコミュニケーンヨン～

J. S ミル？長1rtr，；古jについて 位＇.＇fliil1illの批判的検討

アルブレソドエア？万泌氏暗l ,; 日誌をめぐって

スポーツと平和との｜関わりについて

「'l'.~U を形成する H本人的パーソナリティーの数没化

現代のh主染者Eと討会不安

夫婦｜瑚係の満足j史を泊める'J"IJ;Iについて ～「修復」というrm.白から～
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ピルドゥングス。ロマンとしての；クリスマス キャロル； スクルージの改，bにおける愛とお金

町主主義

やおい二次郎作を来しむ女悦

i"'i"楽町村会的：0:1w ～3. I 1の被災地におけるl｝楽活動～

「！：§＼ じられる自己jの保三十三 ,\lfi)f~い法と l'l;:Ulillfr：を Ill いて

人々は何を凡て京特会に加担するのか

～イ！。柏会会n数i門担i化と各締十IiWW；体におけるな場到'ii主との比収から～

II；主主！日こかけられてjかり見るディスニ の新たな五リ！と

フア yシヨノ雑誌 fCnnCnmJ における fかわいしづ

食とアートのイベントを判lとした地域活沼化のJf'I）誕lみー京都府f乱｜崎市の'.JJ.f'IJ

就職活動における企剖の111mの変化に附する者r,;

iハリー I' yタ－jンワーズにおける「代理l!I手Jをめぐる考祭

Emily Brnnlc’s Conflict in JV111//eri11g Heigh／.•·. 、.Vith a Focus on Hcalhclif「sLife 

(f品Lが日jにおけるエミリ 。フロンテのn路 ヒースクワフの伎を過してー）

わざWI仰のi曲目iについての研究 ～DJ；・，：：－はどのように，，，かされるのか～

身体の病へのi山手限jjf と fti'H'~i:釘のアブローチ

～病気への受則的マインドから航続的マイ／ドへの初待～

特有＂とリアリティ ウルトラマンを：w材とした：字詰i分析とその考古え

SNSの；＇＇i・lfl.による日’出のイベント化

〈パズワード〉の相会学的考祭ー（Wch2.0）と〈集合知I）の百，;it分析を過して

二つの同体を中心とした過疎地域の活性化へのJf'I）キllみ－111l二i係長l"Iiii I i11 ;;J>:.J(.!J＂：ぬの事例

袈介護者中｛、の介護はなぜ行われるのか
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政治＂ fl 美幸子rnr；の広告分析なせ1ためらってしまうのかつ

認知情報学系

氏 名 題 目

永 久保 遥 ill 筋線維の動態からみたi 姿勢制御の昨IVJ

鈴木大河 Twosho•·t bouts of stair climbing/descending exercise attenuate po<tp悶ndialhypcrgl;ccmia in pcc ,[c with 

type 2 diabetes rncllitus （短時間の 2!IT!の階段fl.降は 2~~加尿病忠者の食後出1!111J'i を緩和する）

火山刻平 自己妨写にJJJいる動物メタファーに関する認持li'Y誠学的分析

制 ~＇f $r - AR （拡511現実）をmいたゾムー弘体の民示の~mt

小林！＇ Ii 太

jf｛ 川恭楽

ii' I Ii " 
中村 Iii' j、
r[r 付限 Iii

消 却i l両也

ザi UJ II長波

'b-' jJl l'i ＇河

自 ii:rJ fま

大谷和弘

大月型、コ三郎

出l i早 j{j 子

「）tiがふれる」のメタファー櫛逃ー竹内 敏Hr'iの「話しかけのレッス／」考察

』·~：m前世間 into の多義七tについての考祭

アミノ限摂取が骨格筋タンパクt'f代謝に及｛ます！Ml'

低i)i，＼郎官によるヤマネの・IN告筋での般化系醇索活性の変化

初制l;i'忠モデルゼブラフイ yシュの綱織的行動解析

QuantifiαIlion for the muscle direction wish maximum eontribution to endpoint lorce cxcrlion (ir←；力Jo!ili

への筋のii<"ctr！品；）jl立の；l!Jii:)

ベルトm傾注t・f'J・怖iiliill火事！J政世、のインタ バルトレーニング型刺激パタ ンによる辺助効井の検

j；す

1ls11'L!1t！＼~フラソプをJキつ平間iテ y セレーンヨ／Jli IJIJ¥ 

心祭拡大を主2する小型.（f.tJJIゼフラフイ Yンユ変災体の心的数の解析

方位知mim説、証iにおける盟ii\111司I［正と主ll｝~！！＇i皮との！~I係

メタポリツクシンドロームを発品：するラットの’l'J·係筋における4是正Uili公IH~おのお特

Analysis of Functions of Alzheimer's Discose Related Protein TJP60 Using Zcbrn日sh（ゼフaラフイヅシュ

をIllいたアルツハイマー病問述タンパク！tTJP60の機能の検制）

河 ~·［＇ i五11 l•t 人工プロモーター配列をIllいたi伝写メカニズムの解明

lrii ！日 ／〈妃!Ii caspaseの切断予測とその哲＂正

小林咲m11; 収皮肉気圧政干：へのHl'i'(toは披労からの早期阻Iii誌を期待できるか

然山仙 ｛i iiiJYJi紫に｜阜誌を持つ兇iiiの研究

iι 牛剖t 迎附記憶における襲来と時附的距離との側係にi則する研究

iE 木かおり 日本l；苦の文相Rl守示，loJの研究一物持におけるコ。ソの選択について

!J'i Ill t¥' 町j Gradient Hamiltonian Decompositionについて

j時 限定一 Galk aeid "'utcly stimnlat田prnteinsynthesis in rnt skeletal muscl田（没食子隙はラットj'J・格筋の蛋白'l'f
合成を促進する）

;'.Ji 木啓雄 Muscle sy町田yof human町山caljump （ヒトの垂直跳びにおける筋シナジー）

III 中慎吾 ゼブラフイァシュ頭部誘導メカニズムの郎明
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小中前印＇ I'’
/Ill p 1;; llil 

小林 J'fi 本

iii il'l ＂戸f、

Vi III 持太郎

自 Ill fli 人

ク＇＇ユ 紀佼

谷崎 1!11 之

，，，，谷他人

山本格＼＇ l

'ii 木雅昔、

f;,'j Ill 主

Ji 山安子

瓦林典出

jj'l 防 jJ 太

多日i千約

トノ クイづン

制11 Ill 文武

,, t市麻ilifi

Quanliflcnlion of Impedance Ellipse in Human S1unding （立位中における粘o'i•七＇ I白川の3仁iii:)

広告支持lに測する，12，知立治学的分析
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Compm・ison of muscle synergies fo1・ running beiwccn diffcrcnl foot Slril司 putlcrnsI筋ンナジーの競点由、

ら見た走行動刊のつま先拠地とi密接J血の比較）

制党にかかわる表現の新規Jlj；去について

巡回•1FD式と被服者の述いが食欲に与える lWi'I'

II本の山可：救背における「グローパル化J -rスーパーグローパル大’ア~＇＇＇Ji.'11とJ の分析をえll して

例法制がH己'l.'5:に与えるi;ii特

物体の大きさと？？色の感'i'tlllll品応にi閉する検討

強化年刊の附間iとFX取引をi刊とした＇Ji駁

題自

千業U,¥il'iilTの地域医療の未来 志宅出掠の抗進に1i>11・rて

i\i~iil共店主義に紋化さ kli1tl"I した日本人兵：lについて

「 1'1111」の概念と宗教的人総とのl~J I品 キリスト款と仰との比較

ホームレスに対するIiiJi立の沼：t泊形成に I~日する実証的I•庁究 京大＇I＇のアンケ 十分析から

ltJ1J•1競馬における戦力バランスと投＼；＇i行動の関係七1 2つのアプロ チによる分析

アントウェルベンから見る「大分岐」

NPOがH＋で：＂＜・！.えするには何が jιりなL叶、

1870 'l'itにおけるピスマルクの数奇政法について

賦.：~！方式｜安保11\抑制！立という J'I!念の iでの位、械的削減策

コモデイテイ iiiI品における!1£史に支えられたブランド抑制1による打開策の検，：す

Cycling Policy and S1rcc1 Design in Kyolo Cily -C戸lisis・p問 fcrcnccand Effective Policy Making 

（五〈都市における 1'1•1以＇ Iι政液と道路のヂザイノ 臼収•Vf'I川者の甘li>J と効果的な政策）

［生i力，；G; －「力jのi'i＇’Y的考祭より

行動ターゲテイ／グ広告の illi化ゲーム~＼！諭分析と同州分析

総合型地域スポ－＇／クラブの剖 l統的な述’日を支える嬰出

兵wu.みI''6クラフのケーススタデイから

地方空泌｛「げifじにおける LCC，リージョナル。ジェ yトの役割

宇都目diLRT司l叫へのは対辺動の汗；辻110嬰附

「アジア(iy自lil1i[Jの円寺から検討する 同ちにと間人のあり；i

1:1K1のl':zrr絡まとそれに対する打開策 ～！こi111地｜ヌを中化、に～

奈1L1N間ーとくに5'1＼京のそれについてー

「弘附：：＊ヨ＇JJI年花ifl:-・,w」について
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村 L 絢ー 今揃日吉神社における中世年中行事の復元的研究

笠伏先： {Ill 精神隙容の業務上・外認定保険給付の支給段階化の提案

採 政坑 京都市バスの営業係数が己主普した嬰凶の分析

安 見光平 訴訟 tの平'flliilに対する考祭 「訴訟行動論調蕊Jに見る当事者の立土掛からの和解

古 111 元 京都市における学校跡地利用に附する実態調資

米保 If!. 紗 行動経済学を利Illした経常戦略

波辺あかね カールポランニーについて

f合 i且 浩 司i回戦中と新しいアイデンティティーの発見

文化環境学系

氏 名 題 自

日i中古i 太 高山初牛の芙と道徳

長｝沢」・，mi主 近代京都と社交ダンス

十i(! IJI 首i 依拠地としてのシンガポール ー19世紀初郊のイギリス植民地政策においてー

/.'Ii JU 魁 人々はぷの「仁IJをどう犯えたか

竹 休 j日子 修学旅行における学びの拠供背 ～京都；rliを！刊に～

"t,, Jil 奈絹子 側人レベルの日判ti関係における碑l五｜文化J'l!llJ'I, 純間在自の日本人結婚移世女七iを中心に

嶋崎 ill 太 「1:;Jと「阿j」の対立構造とその克服 「！日発反対の1:;J祝1：；における「自然jの｛立i世

松 UJ HI J<i i担京染者の修験道 神!1f1IPS•修験の会の•]qi肋市

自然科学系

氏 名 題 目

ゴ fli 悠 ~i' 一次元ク ロン系の研究

F •I• 大也 市出初伝導体La,x Sr,c"o~の準粒子構造の研究

附 1:; 美 咲 植物から｝；＇£出される反応性i故武成分の総炭謀総度日！日定手法の開発

1!'11 塚時E 11i 紫外光 UVA を単一光iii！として11•l守する微細｜深刻の分離

議 大二郎

井 11I !1北子

相官別l故

中 井 /,j[ Sf' 

松野j l.i 成

松本 11' 山

丸 山恭平

Phylogcography of Thermカodioncamt.sclwticum based on the s叫uenmof nuclm loci 

（絞 DNA 泣伝子1誕の~ii＇自己列的調iに基づくエゾツツンの系統地~I!)

可動サ／ゴと別居ホツムンのt'il'i'共生

コバルト$l'i体触媒を治問するアルコールの際化反応に測する研究

酸主Miiiにおける pH変動と化学成分の動態

illi性嫌気性）＇（j•長生物 Brevhna.stigomona.s anaembicaにおけるミトコンドリアゲノムの縮退進化と低

限表に対する遺伝子：陪写制御

酸化チタン光制！燃をmいたi>'i：挽ベンゼンへの選択的芳香環アセ｝ニル化反応

温度応答性ポリマーによるアジドーアルキン小JIJ11JJil化反応の活性制御



村 山 菜 l民 カンラン岩中のMc化鉱物における強親鉄世元来の不均質分布

矢原屯弘 中山L恕有機ハイドライド燃料ιむ也のum

山崎明也 核脱孔複合体を介した双方向の分子輸送i進出の解明

古 凹五二汰 光分解反応による RO,(OH,HO，，託OJ ラジ刀ル＜1'.Jj)i:f自の包J山i甘な0%曲
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