
人間科学系

1 原発性多汗症患者の体験世界の分析と考察

2 狂言『武悪』考

3
噂される秋幸
　　　―　『枯木灘』における語りをめぐって

4 バイセクシャル男性とホモソーシャリティに関する社会学的考察

5 思春期・青年期における友人に対するまなざしの諸相

6 みちのく潮風トレイルが地域にもたらす効果

7 京都大学アメリカンフットボール部の法人化にみる大学スポーツのあり方

8 既視体験における想起感覚の由来

9 Never Let Me Go における同性愛

10 「なりたい」というレトリックの解釈

11
災害ボランティアにおいて支援者と被支援者との間で齟齬やトラブルは
なぜ起きるのか

12 学校現場における自尊感情の育成について

13 『十二夜』と鏡像のイメージ

14 学校と地域社会の問題を解決に導く「共育」について

15 ウィリアム・ジェイムズの哲学における不確実性とその有用性

16 現代社会において個人がVTuber として活動する意味

17 大学生における死の経験と人生観との関連について

18
青年期における死生観について
　　　―　死生観形成の影響要因となる個々人の体験に関する一考察　―

19 「昇華」概念の展開にみるカラン理論と芸術の関係

20 責任概念としての自己責任

21 Edgar Allan Poe の作品における女性の髪の表象

22 アウトレットモールにおける消費行動についての社会学的考察

23 恋愛規範に関して現代青年は何を関じるか

24
教育支援における＜連続性＞という視点
　　　―　学校内の学習会におけるインタビュー調査から　―

25 ハリウッド映画で記号的役割を担う日本のステレオタイプ表象

26
Twitter の「裏アカウント」が若者に与える影響について
　　　～　現在の若者は何故「裏アカウント」に依存するのか　～
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27
第一世代学生の進学決定
　　　―　第一世代のライフストーリー研究　―

28
＜輪郭＞を浮き立たせること
　　　　―　堕落、精神分析、梱包

29
教育改革はいかにして失敗するのか
　　　―　全国学力テストを事例として　―

30 ガダマーにおける精神科学と方法、道徳知について

31 京都大学アメリカンフットボール部の５回生コーチに関する社会学的研究

32 『ゴドーを待ちながら』と身体の可能性　自由の演劇

33 自我障害と時間性

34 認識的な不確実性に基づく自由意識と道徳

35 本邦における「内省型」概念の文献的検討

36 中高時代の特定の先輩との関わりが自己形成に及ぼす影響

37
日本のYouTubeにおけるチャンネル登録という行為が視聴者にとって
どのような意味を持つのか

38 “Who’s Afraid of Virginia Woolf ?” について

39
性的マイノリティのカミングアウトを通じたアイデンティティ受容
　　　～　寛容からの脱却　～

40 ノスタルジアとしてのサイバーパンク

41
いじめ被害体験の長期的影響について
　　　―　「過剰適応」はどのように起き、何をもたらすのか　―

42 学習意欲に影響を及ぼす親の統制的養育態度

43 ＜意味ありげ＞な絵画について

44 クライン派精神分析における自閉症スペクトラム

45 山戸 結希における写真表現

46 夏目 漱石と芥川 龍之介の病跡について

47
「コンテンツ」の概念分析
　　　―　ポピュラー音楽をめぐる言説を中心に　―

48 19世紀イギリスのキリスト教絵画について

49 女子高校生の避妊情報源及び避妊実行に関わる要因

50 メディアミックスにおけるフィクショナルキャラクターの同一性の問題

認知情報学系

1
児童期の喪失体験によるPTGが青年期に与える影響
　　　―　東日本大震災の調査報告を通して　－

2

Effects of one-hour bout of vigorous bicycle exercise on subsequent
24-hour blood glucose excursions in a young man
（１人の青年男性において１時間の高強度自転車運動がその後24時間の
血糖変動に及ぼす影響）

3 プログラミング言語Juliaにおける型推論を用いたバグ検出について
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4
Effects of total sleep restriction during a single night on glucose
 tolerance in a young healthy man
（1人の健常な青年男性において一晩の完全断眠が耐糖能に及ぼす影響）

5 競歩動作の運動制御学的研究

6
Comparison of length of muscle and tendon during RFS running and　FFS
running
（走行中におけるかかと接地およびつま先接地の筋腱の長さの比較）

7 様々な構成特性を伴った画像に対する視覚の選好性

8 発言・行動メソッドを追加した人狼知能エージェントの開発

9 簡易的BCIデバイスにおける二値分類に適したタスクについて

10 バスケットボールのシュートの正確性に及ぼす身体セグメントの変動の影響

11

Effects of fasting on contraction-induced AMP kinase activation and
glycogen reduction in rat skeletal muscle
（ラット骨格筋において収縮によって誘導されるAMPK活性化とグリコーゲン
減少に対する絶食の影響）

12 マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた神経ネットワーク動態予測

13 不完全情報ゲーム「人狼」における発話分析に基づく人狼エージェントの開発

14 カード・シャッフルの数理的考察

15
他者との社会的関係におけるモチベーションとアウトカムの相互作用が
他者の記憶に与える影響とその個人差

16
Turtle Graphics を用いた描画入力形式の初学者向けプログラミングツールの
開発

17 夜泣き乳幼児の行動特徴

18 画像キャプションを用いた日本語学習支援システムの検討

19
Comparison of fractal-like fluctuation in muscle synergy during　Walking
and running
（歩行時および歩行時における筋シナジーのフラクタル変動の比較）

20
視覚探索課題を用いた、リーダーのフォロワー経験の有無によるグループ成績の
比較

21 日本語のかき混ぜが文理解に与える影響性について

22 覚醒・麻酔下における皮質脳波の伝播パターンの比較

23
小胞体ストレスによって誘導されるCHOP、ATF4タンパク質を特異的に
認識する抗血清の作製

24
敦煌変文における仮設連詞
　　　―　『舜子変』『伍子胥変文』『降魔変文』を中心に　―

25 ヒト視覚野に類似した階層情報表現を持つ深層ニューラルネットワークの探索

26 滋賀県湖南市の言語景観

27
Gait control in elderly people based on muscle synergy
（高齢者の歩行制御を筋シナジーの観点から促える）

28
不完全情報ゲームのナッシュ均衡戦略の近似における諸手法の比較と混合的
手法の有効性について

29 他者との社会関係性が他者との共有を期待された記憶に対して与える影響

30 運動の選好判断に対する知覚的流暢性の影響

31 人物に関する意味的情報が顔と名前の連合記憶に与える影響



32 VR空間内における視覚情報が触覚によるカテゴリー判断に与える影響

33 バーチャルリアリティによる「変身」文化の発展可能性

34 １次元非線形拡散方程式の解の時間大域的挙動

35

Analysis of acute modulatory effects of β-hydroxy-β-methylbutyrate
on protein synthesis signaling in rat skeletal muscle
（ラット骨格筋においてβ-ヒドロキシ-β-メチル酪酸がタンパク質合成シグ
ナルに及ぼす急性的調節作用の解析）

国際文明学系

1
ベトナム戦争期のアメリカにおける「ソンミ村虐殺事件」の報道・世論への
影響・「ソンミ村虐殺事件」の記憶の推移

2
「働き方改革」における長時間労働
   ～　中小企業を救済するには　～

3 沖縄振興策は市町村間所得格差に寄与したのか

4
日米韓３か国の国際関係から読み解く日韓戦時人権問題
   ―　「在日韓国人」問題と「慰安婦」問題に存在する米国の影響　―

5
サッカークラブが形成するネーション共同体と国民意識
   ～　FCバルセロナが促進するカタルーニャ地方のマイノリティ・ナショナ
リズムと言説分析による脱構築の試み　～

6
急速なキャッチアップと伝統的価値観
   ～　アジア諸国における「圧縮された近代」の病　～

7
奈良高等学校の平城高等学校跡地への移転に対する反対運動について
   ―　高校再編計画を利用した耐震化問題解決の問題点　―

8 首都移転の効果についての再検証

9
茶褐色の戦争プロパガンダ
　　　―　藤田 嗣治が五砕図に至るまで

10
低消費時代における参加型消費と地域経済
   ～　サプライチェーンの観点から　～

11
『三河物語』考
   ―　『曽我物語』からの引用を中心に　―

12
階層的クラスター分析を用いたクラウドファンディング型ふるさと納税の
資金調達難易度による分類分け

13
『反共感論』における共感の批判し難さ
   ―　独善から対話の可能性へ　―

14 文学者の天皇論

15 現代における貨幣なき社会の実現可能性について

16
学校運営協議会の変容過程
   ―　2004年地教行法改正から2017年地教行法改正まで　―

17
文化規範に挑むための二重の「トラブル」
   ―　『ジェンダー・トラブル』を題材とする「私の自己矛盾的フェミ
ニズム」の解釈から　―

18 日本の女性活躍とえるぼし認定制度

19 やせ我慢の経済学

20
安部 公房 『壁』
   ―　自然科学からの考察　―
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文化環境学系

1
留学生から見る「日本」
　　　～　京都大学における国際交流を事例に　～

2
ハワイの日系移民と日本の宗教施設の空間的特性
　　　―　オアフ島（ホノルル）の仏教寺院の分布　―

3
多民族共生社会は可能か
   ―　「チャイニーズ・ブルネイアン」というアイデンティティから
　　　　　見えてくるもの　―

4 中ロ国境からみる北方領土問題

5 大正期の加佐郡内における新舞鶴町の社会的位置

6
近世近代における名所「竜田」の風景受容
　　　―　歌枕・名所整備・比定地論争をめぐって　―

7
夫婦ふたりの住宅に対する建築家のアプローチ
　　　―　雑誌『新建築住宅特集』を題材として　―

8
理想の暮らしを求めて
　　　―　長崎県北松浦郡小値賀町でのIターンに関する研究　―

9
志摩スペイン村における模倣空間構成についての考察
　　　―　パルケエスパーニャを中心に　―

10
暮らす生の矜持のゆくえ
　　　―　京都市都心部におけるまちづくりの活動の一事例から　―

11
「一つの民族」としての「コリアン」の形成
　　　―　分断を歌う歌謡曲と田月仙の南北統一観を通して　―

12
建物名称に用いられる地域名称と建物の性質の関係
　　　―　出町柳駅付近を対象に　―

自然科学系

1 東南アジアの熱帯雨林におけるハキリバチ属の育房材料の選好性に関する研究

2 生育地域間におけるオオバコ（Plantago asiatia L.）の発芽特性の比較

3 ヘテロバッキーボウルの新規合成経路の開発

4 輝尽蛍光を示す希土類添加透光性セラミックスの作製

5 アカイボカサタケ、キイボカサタケ、シロイボカサタケの分類学的再検討

6
2018年大阪府北部の地震の余震活動について
　　　―　臨時観測網を用いた震源決定　―

7
南中国三峡地域の堆積性黄鉄鉱に含まれる微量元素濃度変動を用いたエディアカ
ラ紀
－ 初期カンブリア紀の堆積環境の復元

8

Population demographic analysis of Hemerocallis middendorffii
(Xanthorrhoeaceae) wish a particular focus on the rear-edge populations
in Japan
（日本の分布末端集団に着目したゼンテイカ（ススキノキ科）における集団動態
解析）
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