
 

Instructions for use

Title 卒論・修論・博論題目一覧（1994～2008年度）

Citation 教育史・比較教育論考, 19, 51-54

Issue Date 2009-03-25

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/39490

Type bulletin (other)

File Information 019-006.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


（1994～2008年度）

〔凡例〕

1

2

3

本一覧は、1994年度から2008年度までに教育史・比較教育研究グループに在籍した学生・院生の

提出した卒業論文、修士論文、博士論文のほか、同期間に教育史・比較教育研究グループの教員

が主査を務めた博士論文の題目一覧である。

本一覧は、北海道大学教育学部図書室が作成している論文台帳に基づいて作成したものである。

本一覧の年度は、論文の提出年度に基づいたものである。そのため、一部の学生・院生において

は、卒業・修了年度と異なる場合もある。

卒論・修論・博論題目一覧
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卒業論文題目一覧（1994～2008年度）

年度 氏名 題目

1994 清水咲子 アメリカのヘッド・スタート計画について

1994 永田知子 来日中国人留学生の教育について　―「満州国」における留学生派遣政策を中心に

1994 宇野大輔 西村伊作と文化学院

1994 岡田章 映画の国家統制　―1939年映画法を中心として

1995 荒井暁 シンガポールの教育政策　―繁栄する都市国家の背景

1995 奥田尚 森有礼の教育思想　―「師範学校令」にみる思想の具体化

1995 山川桂祐 日本陸軍将校養成に関する一考察　―士官候補制度による将校養成について

1995 湯浅雅之 久米邦武考

1995 吉田基子 札幌遠友夜学校の教育

1996 大沢貴宏 平和教育と宗教活動　―エホバの証人と灯台社を例として

1996 田渕三砂子 中退者を受け入れた高等学校の教育実践に関する一考察　―北星学園余市高校を訪ねて

1996 横山泰良 歴史教育の歴史　―国定教科書における天皇制の取り扱いについて

1996 石田学 綴方運動について

1996 宇野直茂 旧ソ連における歴史教育の成立

1997 北川花 教育実践家としてのトルストイ

1997 玉田典子 現代インドの教育　―ベイシック・エデュケイションの変遷を中心に

1997 戸田剛 植民地朝鮮における修身・歴史教育　―第二次朝鮮教育令期の普通学校教科書を中心として

1997 秦さやか アメリカの多文化教育政策

1997 藤田裕子 1920年代における女性への大学の門戸開放と女子高等教育機関の創立

1997 横山継雄 子供向け科学雑誌「子供の科学」における原子力の位置づけの変化について

1997 菅原貴信 戦後の子どもの歴史

1998 田辺恵 マレーシアにおけるブミプトラ政策と教育

1998 中井美穂子 教育の国際化

1998 水口勝博 戦時期日本の「健兵」・「健民」政策

1998 稲葉智子 1960年代における後期中等教育政策の成立過程に関する一考察

1998 稲見孝雄 近代日本の憲法構想

1999 岩城数馬 近代日本高等教育成立期における御雇い外国人の役割　―工部大学校での教育実践を中心に

1999 下山亜希 19世紀後半におけるイギリス公教育制度の成立過程

1999 冨山裕美 ニュージーランドにおける異文化理解と共生教育

1999 松本斎 戦後日本における薬物乱用の歴史

2000 青木慶太郎 大正期における高等教育改革

2000 青山新吾 明治政府の宗教政策

2000 荒関沙織 アメリカのスクールカウンセラー

2000 石井智幸 戦前・戦中における日本の映画教育
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年度 氏名 題目

2000 澤田哲郎 アメリカのチャータースクールにおける一考察

2000 大門純平 コンピュータと教育の関係史

2001 遠藤華奈子 近代日本の児童労働

2001 小倉直樹 オーストラリアにおける多文化教育の歴史

2001 櫛引裕弥 教育基本法の成立過程

2001 門野武史 中学校歴史教科書における「神話」の扱い

2002 新谷未緒 戦後日本における性教育に関する歴史的考察　―純潔教育を中心に

2002 金岩陽子 カナダにおける多文化主義の歴史

2002 高橋佳那子 戦時下日本における民衆と映画

2002 渡辺愛子 現代ヴェトナム教育史

2003 朝田利恵 「満蒙開拓青少年義勇軍」に関する歴史的研究

2003 上島司 アメリカのチャータースクール

2003 千葉貞雄 イギリス初等公教育の成立　―1862年改正教育令に焦点を当てて

2003 外山絵里子 朝鮮総督府の普通学校政策と朝鮮民衆の教育要求　―1920年代を中心として

2003 坂内仁 19世紀イギリスにおける民衆と学校　―リヴァプールを中心として

2003 前田彩美 戦時下日本における在日朝鮮人教育　―協和事業と在日朝鮮人

2004 高瀬美菜 近代日本被差別部落史　―「賎民廃止令」を中心に

2004 宮田麻里子 世界の子ども兵　―子ども達はなぜ戦争に行くのか

2004 山下直樹 岩内近代教育史

2004 山田かおり 近代日本国語科教育史　―「国語科」の成立過程

2005 大林佳奈 近代日本における桃太郎の変容　―プロレタリア児童文学を中心に

2005 永守祐子 開発途上国に対する日本の関わり　―教育支援という視点から

2005 西里美 高等教育における編入学制度の現状と課題

2005 黛幸治 現代日本の学童保育

2006 大倉綾 現代カンボジアにおける義務教育制度の基礎に関する研究

2006 佐々木瑛 青年教育と徴兵制　―青年訓練所の設立過程を中心として

2006 菅原紫 なぜ親は子どもを学校に行かせるのか

2006 中村ちひろ タイにおける不就学児童

2007 大澤宏紀 朝鮮総督府による「朝鮮語」教育　―第一次・第二次朝鮮教育令下の普通学校を中心に

2007 谷川加奈 青少年の性情報に対する批判力育成に向けて

2007 対馬亜希子 近代日本における「臣民」育成の歴史　―学校儀式の成立過程に焦点をあてて

2007 寺田祐一 教育基本法改正過程　―財界の提言と審議に焦点を当てた基本法の再検討

2007 藤原智子 戦後の在日朝鮮人教育史　―就学状況の変遷を辿る

2007 佐坂真由実 イギリスにおける人種差別克服と実践　―1976年人種関係法を中心に

2008 田中暁野 中国における愛国主義教育の変遷
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修士論文題目一覧（1994～2008年度）

年度 氏名 題目

1994 戸田博史 第二次世界大戦下のヒトラー・ユーゲント

1994 廣瀬健一郎 アイヌ教育実践史研究　―学校教員の目に映ったアイヌ民族の子ども達

1995 井上高聡 開拓使の教育政策

1997 三上敦史 旧制夜間中学の歴史的研究

1998 伊藤久美子 近代日本における学校儀式の歴史的研究

1999 井上弘子
看護教育と看護実践の歴史的研究　―北海道大学医学部附属病院看護部における継続教育を
中心として

2000 池田裕子 日本統治下南樺太教育史の研究

2000 オリガ･ボンダレンコ 日本とロシアにおける初等教育の国際化に関する比較的歴史的研究

2000 水口勝博 西ドイツ中等教育改革と資格　―コレークシューレ実験

2001 青山新吾 大日本帝国憲法下における信教の「自由」

2002
アンナ･ヘラシメー
ニャ

Japanese High School: a Study of N High School Students' Self-concept （日本の高校
―Ｎ高校生の自己像についての一考察）

2003 木村真理子
19世紀前半ロシアにおける学校制度に関する歴史的研究　―1804年・1828年両「学校令」を
中心に

2004 遠藤華奈子 近代日本における不就学児童と就学「奨励」策

2005 朝田利恵 「満蒙開拓青少年義勇軍」政策史

2006 千葉貞雄 イギリス公教育制度における「出来高払い」の廃止過程　―クロス委員会報告書に注目して

博士論文題目一覧（1994～2008年度）

年度 氏名 題目

1994 小川正人 近代アイヌ教育政策史研究　―｢北海道旧土人保護法｣・｢旧土人児童教育規程｣・アイヌ学校

1996 近藤健一郎 近代沖縄教育史研究

1998
リム・ソフィア
チュヌノーヴナ

サハリン学校制度発達史 (19世紀末～20世紀中葉)

1998 前田憲 戦後地方教育行政の研究　―北海道における公選期地方教育委員会の事例的研究

1999
ガルサンジャムツィ
ン・ウルズィネメフ

遠隔教育の歴史的比較的研究　―日本の放送大学学園を事例として

2001 山口アンナ真美
パウロ・フレイレと公教育変革の挑戦　―フレイレの教育概念におけるサン・パウロ市立学
校実践の影響

2002 三上敦史 近代日本の夜間中学に関する歴史的研究

2006 北村嘉恵 日本植民地下の台湾先住民教育史研究　―蕃童教育所を中心に

2008 白取道博 満蒙開拓青少年義勇軍史研究
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