
平成平成 1919 年度教育学研究科修士学位論文発表会年度教育学研究科修士学位論文発表会のお知らせのお知らせ   

高知大学大学院教育学研究科 

平成 19 年度修士学位論文発表会のご案内  
 

 
 

高知大学大学院教育学研究科（修士課程）では、修

士修了予定者の学位論文発表会を公開開催いたしま

す。多数のみなさまのご参加をお願いいたします。 

 

      日 時：2008 年 2 月 18 日（月）9:30‐17:00 
（受付：各会場 30 分前より） 

      会 場：高知大学教育学部  
（朝倉キャンパス：高知市曙町 2 丁目 5‐1 駐車場あり） 

     発表者：平成 19 年度修士学位論文提出者  

                   各会場にて修論要旨集が配布されます 
 

 問い合わせ先：高知大学教育学部グループ教務担当 ℡088-840-8653 
 担    当：高知大学大学院教育学研究科教務委員会 

 
 

専修  発表数

(予定) 会場・開催時間  

１．英語教育  
  家政教育  ４名  09:30‐11:40 

総合研究棟 ２Ｆ 会議室２  

２．保健体育  
  国語教育  ４名  14:00‐16:30 

総合研究棟 ２Ｆ 会議室２  

３．技術教育  
  数学教育  
  社会科教育  

４名  14:00‐16:40 
総合研究棟 ２Ｆ 会議室１  

４．音楽教育  ２名  16:00‐17:00 
音楽棟 第２音楽室  

５．学校教育  
（教育学・心理学・障害児教

育）  
11 名  

別途開催！  
２月 16 日（土）8:40‐12:30 
教育学部附属教育実践総合センター  
２Ｆ 教授スキル実習室  

６．理科教育  ４名  

別途開催！  
2 月 21 日（木）14:00‐16:00 
教育学部附属教育実践総合センター  
２Ｆ 教授スキル実習室  



 

平成 19 年度修士学位論文発表会時程 

2008 年 2 月 18 日（月） 午前９：３０‐１１：４０ 総合研究棟２Ｆ 会議室２ 

■ 英語教育専       

1 09:30-10:00 玉木 晋太 A Syntactic Analysis of “Kind of DP to VP” Constructions 

2 10:00-10:30 柴田 雄介 Intelligibility of Japanese-accented English for Indians 

3 10:30-11:00 横山 志保 Effective Teaching Methods and Approaches  

      in the Six-Year Consistent Junior-Senior High EFL Curriculum 

■ 家政教育専修  

4  11:10-11:40 大澤 佳菜子 食事づくり力形成の核となる料理の検討                            

      

大学生の食事づくり力形成への態度および行動と、基本の８料理の技術習得と

の関連 

    

  2008 年 2 月 18 日（月） 午後１４：００‐１６：３０ 総合研究棟２Ｆ 会議室２ 

■ 保健体育専修 

5 14:00-14:30 滝本 幸治 運動に対する意識と体力の関連                   

‐運動経験・習慣・認識に着目して‐                                                          

■ 国語教育専修 

6 15:00-15:30 中村 灯 書写教育における感性のあり方                 

‐書の古典を考える楽しい書写の学習‐                                                          

7 15:30-16:00 福本 真野 柳田国男の国語･古典教育論と『おあん物語』の教材化についての研究 

8 16:00-16:30 山村 長史 成り立ちを利用した漢字指導の研究 

    

2008 年 2 月 18 日（月） 午後１４：００‐１６：40 総合研究棟２Ｆ 会議室 1 

■ 技術教育専修 

9 14:00-14:30 酒井 寿宏 ダイナミックタッチにおける棒の長さ知覚 

■ 数学教育専修 

10 15:00-15:30 佐藤 智洋 多角形の分割合同についての研究 

■ 社会科教育専修 

11 15:40-16:10 塩見 法明 都市におけるサウンドスケープの地理学的研究 

12 16:10-16:40 羽屋戸 英司 清代における国内産アヘンについて 

    



別途開催！    

2008 年 2 月 16 日（土）午前０８：４０‐１２：３０ 教育実践総合センター２Ｆ 教授スキル実習室 

■ 学校教育専修 

15 08:40-09:00 崔 鳳花 

     

日本の環境教育に関する研究                          

‐日本の小学生の環境と環境学習の意識調査‐                                                           

16 09:00-09:20 尾﨑 美保 小学校における国際理解教育をどう進めていくべきか 

17 09:20-09:40 平川 雅浩 「道徳の時間」における指導法の工夫・改善 

18 09:40-10:00 大田 学 やわらかさに関する感性情報処理 

19 10:00-10:20 藤田 由紀子 生きる力と確かな学力を保障する学習指導の在り方 

20 10:20-10:40 内田 奈穂子 広汎性発達障害児への社会性指導における指導者の教示の構造化 

休憩 

21 10:50-11:10 片山 萌 事象関連電位による ADHD 児の視覚的注意障害とその指導法 

22 11:10-11:30 楠川 未来 思春期広汎性発達障害生徒の対人的トラブルと認知の歪みの関連性 

23 11:30-11:50 角 愛鹿 広汎性発達障害児の視覚的手がかりに対する左右半球処理 

24 11:50-12:10 谷 亜由美 混合学級における自閉症児へのコミュニケーション指導 

25 12:10-12:30 板東 奈保子 就学前発達障害児の特性の検討 

    

別途開催！   

2008 年 2 月 21 日（木）午後１４：００‐１６：００ 教育実践総合センター２Ｆ 教授スキル実習室 

■ 理科教育専修 

26 14:00-14:30 井上 貴雄 外洋棲ウミアメンボ類の生理生態学的研究及び海洋生物教材の開発 

27 14:30-15:00 石橋 貴雅 

      

アメンボ科昆虫における低温耐性の適応及び海洋観測法に関する教材

開発 

28 15:00-15:30 伊藤 知子 

      

家庭用洗剤溶液がシマアメンボ（Metrocoris histrio）の生活史形質

に及ぼす影響 

29 15:30-16:00 中城 満 児童のメタ認知能力を育成する理科授業の試み 

 

2008 年 2 月 18 日（月） 午後１６：００‐１７：００ 音楽棟 

■ 音楽教育専修 

13 16:00-16:30 楠瀬 冨美 生徒理解の一方法としての「療法的音楽活動」の導入 

14 16:30-17:00 西川 茉里 ピアノ教育における音色指導 ―身体の使い方に着目して― 

 

 

 

   


