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平成 23 年 2 月 14 日 

高等教育コンソーシアム宮崎会長  

宮崎大学学長   菅沼 龍夫 

 

高等教育コンソーシアム宮崎では平成 23 年度の卒業研究で学生が取り組む「研究テーマ」を広く

社会から募集いたします。より多くの教育スタッフとより多様な専門領域からなる新体制で取り組んで

参りますので、皆様からの多数の応募を心よりお待ち申し上げます。 

なお、申込の締め切りは平成 23年 3月 18日（金）です。以下に募集から成果報告までの流れを要

約しました。ご提案に関する詳細は次頁をご参照いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事務局＞ 

◆ 様式１

 

の提案書は「高等教育コンソーシアム宮崎」事務局に提出してください。 

 

「公募による卒業研究テーマ」支援スタッフ 
  住 所：〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1 

  担 当：宮崎大学 教育・学生支援センター（藤墳
ふじつか

） 

  電 話：0985-58-7978、7427 
 E-mail：kobo@eden.miyazaki-u.ac.jp 

 

「高等教育コンソーシアム宮崎」事務局 
  住 所：〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1 
  担 当：宮崎大学 学生支援部教育支援課内（山口、下川） 
  電 話：0985-58-7132､7785  FAX：0985-58-7974 
  E-mail：yamaguchi@of.miyazaki-u.ac.jp 

 
「高等教育コンソーシアム宮崎」は 

地域と連携した卒業研究テーマを求めています。 
 

地域の皆さまへ 

地域の皆様 

企業 
県・市町村等 
公共団体 
法人 
個人 
その他 

募集から成果報告までの流れ 

高等教育コンソーシアム宮崎 

（参加大学） 

宮崎大学 
宮崎公立大学 
宮崎国際大学 
南九州大学 

九州保健福祉大学 

卒業研究テーマの募集 

採否のご連絡 

事前相談 

提案書の提出 

内容等の打ち合わせ 

発展の可能性について協議 

研究成果発表会の開催 

（相談窓口） 
宮崎大学 教育・ 
学生支援センター 

提案書の提出 

平成 23年 3月 18日（金）まで 

相談窓口 
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１．ご提案の方法 

 

  「卒業研究テーマ提案書」（様式１）に必要事項をご記入いただき、平成２３年３月１８日（金）まで

に、高等教育コンソーシアム宮崎事務局まで、郵送か ＦＡＸ 又は E-mail でお送りください。 

① ご提案いただくテーマを担当する教員や学生についてご希望がある場合は、できる限り詳

しくご記入ください。 

② この事業に参加している大学名及び研究分野につきましては、別添資料2をご覧くださ

い。 

③「卒業研究テーマ提案書」は高等教育コンソーシアム宮崎ホームページよりダウンロードで

きます。 

 

２．ご提案の際のご留意点 

 

① 卒業研究は教育の一環として行われますので、全て満足な結果が得られるとは限りませ

ん。また、研究成果は卒業論文発表会等で発表されます。 

② 研究内容によっては、試料等のご提供をお願いする場合もあります。 

③ ご提案の卒業研究テーマが採択されるか否かは、当該年度にそれを担当できる学生と教

員がいるかどうかなどの条件によって決定いたします。 

④ 採択結果は、文書にてご連絡させていただくとともにホームページに掲載いたします。 

⑤ ご提案いただきました卒業研究テーマについては､公表や成果を発表させていただきます

のでご了承ください。なお､特許等の関係で公表の範囲に制限の必要が生じた場合は担

当教員と調整していただくことになります。 

⑥「公募による卒業研究テーマ発表会」を平成２４年２月末に行う予定です｡ご提案者の皆様

は発表会に是非ご出席いただきますようお願いいたします。 

 

３．採択されやすいテーマのためのヒント 

 

① 各大学のHPで教員の研究領域について十分な情報収集をお願いいたします。 

（例： 宮崎大学の場合：学科・課程のHP、教員個人のHP、研究者データベース、 

大型研究プロジェクト、科学研究費データベース、工学部共同研究一覧など） 

② 宮崎大学のホームページで過去に宮崎大学で採択された卒業研究テーマをご参照くださ

い。 

③ 学生の卒業研究期間内に一定の成果が得られる見通しがあることが要件となります。 
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研究テーマを受け入れる大学と専門領域 

 
応募の際には、宮崎大学で受け入れた過去の研究テーマ（別添資料１）を参考にしてください。 

特定の大学へのご提案には各大学の受け入れ分野に関する情報（別添資料２）のご確認をお願い

いたします。 

 

文・外国語・教育系 生活・社会・学際系 理・工・農系 医・歯・薬・保健系 

宮崎大学 

（教育文化学部）* 

 

宮崎公立大学 

（人文学部） 

 

宮崎国際大学 

（国際教養学部） 

 

南九州大学 

（健康栄養学部）* 

（園芸学部）* 

（環境園芸学部） 

（人間発達学部） 

宮崎大学 

（工学部）* 

（農学部）* 

宮崎大学 

（医学部）* 

 

九州保健福祉大学 

（社会福祉学部） 

（保健科学学部） 

 

 
＊関連分野の大学院でも研究テーマを募集しています。 

 
 
 
 

研究テーマを受け入れる大学の学科構成 
 
 

大学 学部・大学院 学科 

宮崎大学 

医学部・大学院医学系研究科 看護学科 

教育文化学部・大学院教育学研究科 領域は別添資料２を参照してください。 

工学部・大学院工学研究科 材料物理工学科 

  物質環境化学科 

  電気電子工学科 

  土木環境工学科 

  機械システム工学科 

  情報システム工学科 

農学部・大学院農学研究科 食料生産科学科 

 注）修士１年生の場合は新しい研究 生物環境科学科 

 科編成となります。 地域農業システム学科 

  応用生物科学科 

  獣医学科 
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宮崎公立大学 人文学部 国際文化学科 

南九州大学 

健康栄養学部・ 管理栄養学科 

大学院食品科学研究科 食品健康学科 

園芸学部・大学院園芸学研究科 園芸学科 

環境造園学部 造園学科 

  地域環境学科 

人間発達学部 子ども教育学科 

宮崎国際大学 国際教養学部 比較文化学科 

九州保健福祉大学 

保健科学部 作業療法学科 

 言語聴覚療法学科 

  視機能療法学科 

  臨床工学科 

社会福祉学部 臨床福祉学科 

 スポーツ健康福祉学科 

  子ども保育福祉学科 

 
 



（別添資料１-a） 
 

宮崎大学における過去の採択テーマ一覧 
 

平成 19 年度  

研究テーマ 機関名 

消えゆく集落！ 北川町役場総務課 

ミニ野菜栽培における管理作業機の開発及び改造 (有)新福青果 

集積回路内部で用いる参照電圧回路の低電圧、低消費電力化 沖マイクロデザイン 

アナログ集積回路の高線形化技術 沖マイクロデザイン 

蒸気加熱式木材乾燥機内の風速分布に関する研究 
宮崎県木材利用技

術センター 

結晶セルロース（MCC)粒子表面と多糖類間相互作用のミクロシミュレー

ション解析 
旭化成ケミカルズ(株) 

難燃性イオン液体の開発 (株)ブリヂストン 

自然エネルギーから作った電気で水を分解して水素を取り出す研究 宮崎県企業局 

焼酎粕を利用した発酵食品の生理活性について 大山食品(株) 

ブルーベリー収穫期間の長期化に対する品種改良 （個人） 

野菜類の機能性成分向上のための生産技術に関する研究 JA 宮崎経済連 

宮崎を代表する美味しい肉質を持つ新規ブランド豚作りのための多面

的な機能を備えた飼料給与の研究 
JA 宮崎経済連 

地域の教育力と伝統文化の継承 
門川町立五十鈴小

学校 

これからの宮崎の産業活性化に資する商工会議所・商工会の在り方 
宮崎県 商工観光労

働部 経営金融課 

地域教育力の再構築で子どもの‘生きる力'の育成に取り組む際の学校

教職員の役割と課題 

小林市教育委員会

社会教育課 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

平成２０年度  

研究テーマ 機関名 

広汎性発達障がいのある児童に対する歯みがき指導の効果 
宮崎県立みなみのか

ぜ支援学校 

地域教育力の再構築で子どもの’生きる力’の育成に取り組む際の学校

教職員の役割と課題 

小林市教育委員会

社会教育課 

難燃性イオン液体の開発及びその光・電気化学的挙動解析 
(株)ブリヂストン中央

研究所 

コバルトフリー型新規湿度インジケーターの開発 
富士シリシア化学

(株) 

結晶性セルロース（MCC）粒子表面と多糖間相互作用のミクロシミュレー

ション解析 
旭化成ケミカルズ(株) 

アルミ鋳造用金型の熱損傷分析と改善策の検討 三和精密工業㈱ 

ＬＳＩ内部に作り込む温度センサー回路 
(株)沖マイクロデザイ

ン 

木材の在庫管理および販売のための効率的なデータベースの構築 (株)ひなもり銘木 

ミニゴボウ生産用農機の開発 (有)新福青果 

フレキシブルワーク固定治具の開発 (株)ホンダロック 

ウェッジワイヤースクリーンの微小流路を通過するエアバブルの流動特

性に関する数値シミュレーション 
日之出酸素(株) 

粗製海水塩化マグネシウムの植物微量 

要素としての活用 
宮崎サン・ソルト(株) 

椎茸栽培としての適期を過ぎたクヌギの新たな活用について 
椎葉村役場 

農林振興課 

水産練り製品の脂質酸化による品質低下の抑制 山口商店 

教育ファームの普及に向けた料金体系のあり方について 
宮崎市 農政部 

農政企画課 

バイオマス燃焼によるハウス加温の技術的、経済的可能性の研究  （個人） 

施設園芸農家における規模拡大に向けた雇用労働力の確保と経営効 ＪＡ宮崎中央会 



率への影響 担い手対策室 

飼料用米の生産性と課題 
ＪＡ宮崎中央会 

担い手対策室 

新規就農者の経営確立に向けた課題 
ＪＡ宮崎中央会 

担い手対策室 

繁殖牛の経営規模拡大対策に関する研究 
ＪＡ宮崎中央会 

担い手対策室 

オキナワキノボリトカゲが生態系に及ぼす影響について 
日南市 

環境対策課 

焼酎もろみの機能性に関する研究 大山食品(株) 

 
 
 

平成２１年度  

研究テーマ 機関名 

水産練り製品の脂質酸化による品質低下の抑制 山口商店 

宮崎の特産物がどの様にして誕生したのか ㈲図師農園 

ホスファゼン骨格を有するイオン液体に関する研究 
㈱ブリヂストン 

中央研究所 

焼酎かすを利用した機能性食品開発の研究 大山食品㈱ 

木材の在庫管理および販売のための効率的なデータベース構築 ㈱ひなもり銘木 

ピン・プレート型フレキシブルワーク固定治具の開発 
㈱ホンダロック 

生産技術部 

オキナワキノボリトカゲの生態学的調査 日南市環境対策課 

 
 



（別添資料１b） 
 

高等教育コンソーシアム宮崎大学における過去の採択テーマ一覧 
 

平成 22 年度  

研究テーマ 機関名 

ＩＣＴを生かしたまちづくりの実態に関する実証研究 
中央西地区自治区・中央西まち

づくり推進委員会 

災害時要援護者支援から見る地域の支え合いについて 
宮崎市福祉部福祉総務課福祉

のまちづくり係 

延岡発祥の「チキン南蛮」を活かした観光戦略について 延岡市商業観光課 

えびの市の観光行政について 
えびの市役所 観光商工課 観

光係 

高齢者が運動継続することの意義と脳機能的評価 
けいめい記念病院 健康支援

センター 

高次脳機能障害を持つ患者の家族の受容の過程 潤和会記念病院 看護部 

回復期リハビリテーション病棟から在宅復帰を可能にする要因分析 潤和会記念病院 看護部 

平板反射集光型太陽電池の出力特性の評価 東京国際技術研究所 

木材の在庫管理および販売のための効率的なＷｅｂデータベース構築・運用 ㈱ひなもり銘木 

視覚障害者のためのトイレ室内誘導・補助システムの開発 
社会福祉法人恵佼会ＣＡＤセン

ター 

福祉用具らくらくつりわ金具による故意の事故防止対策研究 ㈲鹿嶋福祉器研究所 

新たな農薬散布機器の開発－効果の理論的解析と人体への影響に関する

考察－ 
株式会社ウィズダム 

発光性イオン液体の開発 (株)ブリジストン中央研究所 

フレキシブルワーク固定治具の実用化 
(株)ホンダロック生産技術部基

幹技術課 

もろみを利用した機能性素材に関する研究 大山食品株式会社綾工場 

 
 
 
 



（別添資料２） 
 

 

研究テーマ受け入れが可能な学部・学科・大学院 
 
 
 
宮崎大学 
 

分野 

人文、社会、芸術、文学、語学、心理、教育、保健体育、自然科学、物理、化学、情報、生命科学、工学、農学、

食品、 環境、家畜診療、看護、その他 

 

教育文化学部・大学院教育学研究科 （http://www.miyazaki-u.ac.jp/educul/educul.html/） 

〔ご提案いただく領域〕 

領域①：教育・心理・障害児教育・教科教育 

領域②：歴史・地理・国文学・欧米文学 

領域③：法律・経済・社会  

領域④：生物・化学・物理・地学・環境・数学 

領域⑤：音楽・美術・保健・体育・家庭・技術 

 

※原則として、領域①については県内の幼稚園、小・中学校及び高等学校並びに県及び市町村の教育委員

会からのご提案、領域②～⑤については県・市町村関係機関からのご提案に限らせていただきます。ただし

、ご提案内容が公益的であると判断される場合は、この限りではありません。     

工学部・大学院工学研究科   （http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/） 

 

材料物理工学科（講座：量子システム工学、材料開発工学、構造数理科学） 

物質環境化学科（講座：機能物質化学、資源環境化学、生物物質化学） 

電気電子工学科（講座：電子基礎工学、電子システム工学、電気エネルギー工学） 

土木環境工学科（講座：建設構造、環境制御、環境計画） 

機械システム工学科（講座：設計システム工学、エネルギーシステム工学） 

情報システム工学科（講座：基礎情報科学、産業情報システム） 



 

農学部・大学院農学研究科  （http://www.agr.miyazaki-u.ac.jp/） 

食料生産科学科（講座：植物生産科学、動物生産科学） 

生物環境科学科（講座：水産科学、草地環境科学、森林科学） 

地域農業システム学科（講座：地域農林システム学、生産環境システム学） 

応用生物科学科（講座：生物機能科学、食品機能化学） 

獣医学科（講座：獣医解剖学、獣医生理学、獣医薬理学、獣医病理学、獣医衛生学、獣医微生物学、 

            獣医公衆衛生学、獣医外科学、獣医臨床放射線学、獣医内科学、獣医臨床繁殖学） 

医学部・大学院医学系研究科   （http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/） 

看護学科（基礎看護領域、成人看護領域、老年看護領域、精神看護領域、母性看護領域、 

小児看護領域、地域看護領域） 

 

※看護学科は、研究課題の発見から学生の主体的活動を支援しています。従って、卒業論文テーマのご提

案は看護学的視点のものであり、学生のニーズと一致した場合のみとさせていただきます。 

 



宮崎公立大学 

 

分野 

１） 英語関連分野 

２） 情報・基礎科学関連分野 

３） 比較文化関連分野 

４） コミュニケーション関連分野 

５） 国際関係関連分野 

 

 人文学部・国際文化学科   （http://www.miyazaki-mu.ac.jp/） 
 
研究テーマは平成19年度研究者要覧参照（教員地域貢献事業） 

 

 o PDFファイル表紙・はじめに・目次（1～3ページ）（1.3MByte） 

  http://www.miyazaki-mu.ac.jp/about/pdf/h19youran/h19youran_01.pdf 

 o PDFファイル英語関連科目（4～15ページ）（10MByte） 

  http://www.miyazaki-mu.ac.jp/about/pdf/h19youran/h19youran_02.pdf 

 o PDFファイル情報・基礎科学関連科目（16～29ページ）（12MByte） 

  http://www.miyazaki-mu.ac.jp/about/pdf/h19youran/h19youran_03.pdf 

 o PDFファイル比較文化関連科目（30～43ページ）（9.5MByte） 

  http://www.miyazaki-mu.ac.jp/about/pdf/h19youran/h19youran_04.pdf 

 o PDFファイルコミュニケーション関連科目（44～53ページ）（5.3MByte） 

  http://www.miyazaki-mu.ac.jp/about/pdf/h19youran/h19youran_05.pdf 

 o PDFファイル国際関係関連科目（54～67ページ）（9.5MByte） 

  http://www.miyazaki-mu.ac.jp/about/pdf/h19youran/h19youran_06.pdf 

  

 

 

 

http://www.miyazaki-mu.ac.jp/�


 

南九州大学 

 

分野 

 園芸 保健 食品 その他 
 
 
 環境園芸学部・大学院園芸学専攻 
                  （http://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/kankyoengei/ 
             及び http://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/daigakuin/page5501.html） 
 
 健康栄養学部・大学院食品科学専攻 
                （http://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/kanrieiyou/ 
             及び http://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/daigakuin/post.html）  
人間発達学部 

(http://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/human/ 
及び http://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/human/teachers04.html 

 
 

宮崎国際大学 

 

分野 

 国際教養 比較文化 言語 教育 その他 
 
 
 国際教養学部・比較文化学科   （http://www.mic.ac.jp/03_course/index.html） 
 
 特に英語教育分野など 

 

九州保健福祉大学 

 

分野 

 社会福祉 保健科学（特に作業療法分野、言語聴覚療法分野、視機能療法分野） 
 
 社会福祉学部     （http://www.phoenix.ac.jp/faculty/social_welfare/） 
 
 保健科学部      （http://www.phoenix.ac.jp/faculty/health_science/） 
  
 教員プロフィール： 

            ttp://sypro.phoenix.ac.jp:20080/faculty/servlet/KYOUINKENSAKU_S000 
 
 

http://www.phoenix.ac.jp/faculty/social_welfare/�
http://www.phoenix.ac.jp/faculty/health_science/�


（様式１） 

平成 年  月  日 

平成２３年度の『卒業研究テーマ』提案書 
 

申 込 者 

 ふりがな 

氏   名： 

勤務先等名･部署： 

連 絡 先：〒 

電話番号：            （FAX：            ） 

E - m a i l： 

※研究テーマは公表します。守秘義務が生じないようご配慮をお願いいたします。 
 

 研究テーマ： 
 

◆ テーマを担当する教員や学生についてご希望がある場合は、できる限り詳しくご記入ください。 

（該当する項目に○印もご記入ください。ご回答が困難な項目は空欄でも構いません。） 

１．教員の所属について 

   大学名（             ）   学部・学科名（       ・       ） 

２．教 員 の 所 属 す る 講 座 名【               

３．講座名以外の具体的な分野の名称【

】 

               

４．学生の所属する課程のレベル（  ）学部の卒業研究 （  ）大学院の修士研究 

】 

 

◆ 研究の目的と具体的な内容をわかりやすくご記入ください。 

１．目的 
 
 
 

２．具体的内容（図表を含む説明文をご用意される場合は別紙にて添付をお願いします。） 
 
 
 
 

３．研究成果の機密保持に関する特記事項があればご記入ください。 
 
 
 

備考（テーマの領域について追加すべき内容がある場合はこちらにお願いいたします。また、宮崎大学にお

ける昨年度からの継続のテーマの場合はこちらにその旨を記載してください。） 

 

 

その他、ご意見・ご要望等がありましたら、ご記入ください。 
 
 
 

本紙に、ご提案内容等をご記入の上、郵送、FAX又は E-mailでお送りください。 

 

申込期限：平成２３年３月１８日（金） 
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