
平成２０年度卒業研究題目

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 鈴鹿市におけるアクセントの地域差・世代差　　～神戸・白子を中心に～

2 卒業論文 太宰治「人間失格」論

3 卒業論文 ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）での読解リテラシーについての考察

4 卒業論文 真名本『曽我物語』における源頼朝　　－頼朝譚の二つの「型」に着目して－

5 卒業論文 スポーツ青春小説研究

6 卒業論文 小学校国語科における音読指導の研究

7 卒業論文 森鷗外「舞姫」論

8 卒業論文 福井市方言のモダリティについての記述的研究

9 卒業論文 伊賀地方（旧上野市）の方言

10 卒業論文 志賀直哉『暗夜行路』論

11 卒業論文 『暗夜行路』研究

12 卒業論文 『蜻蛉日記』における結婚　　　～中巻にみえる道綱母の嘆きがあらわすもの～

13 卒業論文 逆説の接続助詞についての研究　　　―　「ノニ」,「クセニ」を中心に　―

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 伊勢平野における、地下水流動系の三次元的考察。

2 卒業論文 養老山地、鈴鹿山脈付近の温泉水について

3 卒業論文 個人情報と学校

4 卒業論文 社会的事象に対する子どもの興味・関心を引き出す方法

5 卒業論文 様々な条件を持つ流域と河川の流出特性の関係

6 卒業論文 読解力を高める小学校の歴史授業―資料提示を中心にして―

7 卒業論文 伊勢市勢田川における水質改善と親水事業

8 卒業論文 真田氏の領国支配とその形成

9 卒業論文 享保期における伊勢の本草学者

10 卒業論文 デカルトの人間論～高邁の精神にもとづく自己支配～

11 卒業論文 キルケゴール「あれか、これか」―選択とは何か?―

12 卒業論文 多角的に見る態度を育成する歴史学習

13 卒業論文 ベトナムと日本の社会科授業の比較

学校教育教員養成課程　国語教育コース

学校教育教員養成課程　社会科教育コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業ゼミナール 体と方程式

2 卒業ゼミナール 体と方程式

3 卒業ゼミナール ユークリッド『原論』の再構築

4 卒業ゼミナール 古典的確率論とその周辺

5 卒業ゼミナール 複素関数論

6 卒業ゼミナール 体と方程式

7 卒業ゼミナール ユークリッド『原論』の再構築

8 卒業ゼミナール 体と方程式

9 卒業ゼミナール 古典的確率論とその周辺

10 卒業ゼミナール 体と方程式

11 卒業ゼミナール カオスカ学系について―　一次元離散力学系の解析

12 卒業ゼミナール 古典的確率論とその周辺

13 卒業ゼミナール カオスカ学系について―　一次元離散力学系の解析

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 測光観測による星団の金属量の決定

2 卒業論文 理科授業におけるＫＷＬ　ｃｈａｒｔ　の効果

3 卒業論文 学校ビオトープを例とした野外観察記録を集積するシステム「野帳くん」の開発と利用例

4 卒業論文 化学平衡シミュレーションに関する研究

5 卒業論文 天文学的要因による人類滅亡のシナリオについての科学的考察

6 卒業論文 ヤムシ胚の紫外線照射による影響

7 卒業論文 九十九湾で新たに発見されたイソヤムシの特徴

8 卒業論文 「季節と生物」を題材とした教師用環境教育ハンドブックの作成と実践

9 卒業実験 金属酸化物の相平衡に関する研究

学校教育教員養成課程　数学教育コース

学校教育教員養成課程　理科教育コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業演奏 ブラームス「幻想曲集」Op．１１６　№１，２，３，６

2 卒業演奏 Francis　Poulenc　MELANCOLIE　　『LES　SOIREES　DE　NAZELLES』より　　”Cadence”　　　”Final”

3 卒業演奏
Handel：Vadoro，pupille（Giulio　Cesare　In　Egitto（HWV17）よりCleopatraのアリア）
Handel：Recit．Epur　cosi　in　un　giorno　Aria：Piangero，la　sorte　mia（Giulio　Cesare　Ｉｎ　Egitto（HWV17）よりCleopatraのレチタティーヴォと
アリア）

4 卒業演奏 M・Ravel／Jeux　d’eau　C．A．Ｄｅｂｕｓｓｙ／Prelude　I　　X．．La　Cath'edrale　engloutie

5 卒業演奏 Alfredo　Catalani　作曲　 ・Senza　baci　 ・Vieni，deh　，　vien　，la　notte　e　placida　・歌劇『LA　WALLY』より「Ebben，n’andeo　lontana」

6 卒業演奏 Robert　Schumann　　Grande　sonate　pour　le　pianoforte　Nr．3　f-moll　op．14　Mov．1　Allegro

7 卒業演奏 Gaetano　Donizetti　作曲　　Eterno　amore　ｅ　fe　　”DON　PASQUALE”より　Quel　guard　il　cavaliere

8 卒業演奏 4．e　ValseｰCaprice．　Op．62　　変イ長調　　Gabriel　Faure．

9 卒業演奏 Johannes　Brahms　　Sonate　fur　Klavier　Nr．24楽章　op．2　嬰へ短調

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業制作 3DCGによるキャラクターデザイン

2 卒業制作 CGを用いたアニメーションの研究と制作

3 卒業制作 描画表現によるデザインの研究と制作。

4 卒業制作 日本画用の画材を使った、描画表現の研究と制作。

5 卒業制作 風景を中心とした絵画表現の研究と制作

6 卒業制作 金工の伝統技法の研究及びその技法にもとづいた作品の制作

7 卒業制作 視覚効果を用いたデザインの研究と制作

8 卒業制作 群像表現を取り入れた、絵画作品の研究と制作

9 卒業制作 絵を中心とした素材によるデザイン表現の研究と製作

10 卒業制作 金属素材を使ったデザイン表現の研究と制作

学校教育教員養成課程　音楽教育コース

学校教育教員養成課程　美術教育コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 体育授業における「自己内対話」に関する一考察

2 卒業論文 野球のバッティング指導に関する基礎的研究

3 卒業実験 ソフトテニスのサーブにおける井桁動作の有効性

4 卒業実験 野球のピッチングにおける古武術的身体操法に関する研究　　～クイックモーションへの効果～

5 卒業実験 野球のピッチングにおける古武術的身体操法に関する研究　　～クイックモーションへの効果～

6 卒業論文 運動指導における「くりかえし」の意味に関する一考察

7 卒業論文 中学校体育のカリキュラム改善に関する一考察

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 遺伝的アルゴリズムを利用した解探索に関する研究

2 卒業論文 中学校技術科の生物育成技術における教材と学習過程の提案

3 卒業論文 鍵盤楽器練習用補助器具の筋電図による評価

4 卒業論文 資源リサイクルを取り入れた中学校技術科におけるアルミニウム鋳造教材の提案

5 卒業論文 技術科教育の導入段階における生徒の課題意識に関する研究

6 卒業論文 接触抵抗を考慮した半導体パッケージの放熱シミュレーション手法の提案

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 衣服を通して豊かな心を育む「服育」の重要性   ～衣服選択の力を育てる～

2 卒業論文 中学校家庭科の人間関係に関する授業研究　　－　中学生の意識調査に基づいて　ｰ

3 卒業論文 伝統行事からみる地域交流の移り変わり

4 卒業実験 馬鈴薯澱粉のレオロジー特性

5 卒業論文 小学校生活科における食育の授業実践研究　　－　さつまいもの栽培・調理を中核に　－

6 卒業論文 生活における型のとらえ方

7 卒業実験 タピオカ澱粉の糊化および老化の及ぼすpHの影響

8 卒業実験 こんにゃく粉水懸濁液およびゲルのレオロジー特性

学校教育教員養成課程　保健体育コース

学校教育教員養成課程　技術教育コース

学校教育教員養成課程　家政教育コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 A  Study  of  How　to　Motivate　Elementary　Students　in　Learning　English

2 卒業論文 COMMUNICATIVE　LANGUAGE　TEACHING（CLT）　AND　ENGLISH　GRAMMAR　IN　JUNIOR　HIGH　SCHOOL

3 卒業論文 The　Dialectology　in　the　United　Kingdom　of　Great　Ｂｒｉｔａｉｎ　and　Northern　Ireland

4 卒業論文 Sense　of　Humor　in　American　TV　Dramas．

5 卒業論文 Perversity　of　Man　in　Poe’s　Short　Stories

6 卒業論文 DEVELOPING　STUDENTS’　POSITIVE　ATTITUDES　　IN　ENGLISH　ACTIVITIES　IN　ELEMENTARY　SCHOOLS

7 卒業論文 The　Importance　of　Classroom　Climate　in　Elementary　School　English　Activity

8 卒業論文 Etymological　Congiderations　of　The　English　Vocabulary．

9 卒業論文 COMMUNICATION　IN　THE　ADVERTISEMENT

10 卒業論文 A　STUDY　OF　JAPANESE　STUDENTS’　ATTITUDE　TOWARD　DISCUSSION

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 広汎性発達障害児に対するコミュニケーション支援

2 卒業論文 特別支援学校高等部の集団授業に関する研究

3 卒業論文 体験学習による「聴く力」の変容過程　　　－教師に求められる「聴く力」の検討を中心として－

4 卒業論文 学習障害児に対する個別支援について　　－認知特性・心理的特性を踏まえた支援を中心に－

5 卒業論文 特別支援学校における　音楽活動による支援

6 卒業論文 ダウン症児の認知特性と行動様相に対する周囲の認識　　－学校におけるYさんと他者とのかかわりに焦点をあてて－

7 卒業論文 発話に顕著な困難を示す自閉症児における他者理解の様相　　―共同注意がみられる－事例を対象として―

8 卒業論文 視覚障がいのある子どもへの教育における触地図教材に関する研究

9 卒業論文 ヒューマン・コミュニケーションの基盤としての聴く力について　　―教師と生徒との関係を中心として―

10 卒業論文 自己選択・自己決定を引き出す支援の方法に関する研究　　－ダウン症児Aの買物活動を通して－

11 卒業論文 身体リズム運動を用いた音声言語の学習に関する研究　　－言語障害のある児童への実践を通して－

学校教育教員養成課程　英語教育コース

学校教育教員養成課程　障害児教育コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 「ルール」成立期前後の「追う－逃げる」関係のあらわれ方

2 卒業論文 子どもの笑いから探る歌あそびの楽しみ方　　～３歳児と５歳児を比較して～

3 卒業論文 ごっこ遊びにおける言葉づかいについて

4 卒業論文 子どもの手助けに対する反応について

5 卒業論文 幼児の歌における擬音語・擬態語

6 卒業論文 幼稚園における「生きもの環境づくり」の実践的研究

7 卒業論文 公立幼稚園の未就園児保育における「お母さん先生」の変容を探る

8 卒業論文 公立幼稚園４歳児の給食場面における子どもの様子と保育者の働きかけ

9 卒業論文 公立幼稚園における発達障害の子どもの受け入れ体制について

10 卒業論文 子ども向けの歌に含まれるおもしろさについて　　　～歌詞の内容に着目して～

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 幼小連携実践の研究　－「接続」を視野に入れて　－

2 卒業論文 自己内対話を通しての学び

3 卒業論文 家庭に問題を抱えた子どもを学校がどう支援するか

4 卒業論文 学童保育における指導員と子どもの遊びへの関わりについての一考察　　～豊かな遊びとはどのように生み出されるか～

5 卒業論文 動物との〈付き合い〉が,子どもたちにもたらすもの

6 卒業論文 気になる子どもへの支援方針と学級集団づくりに対する信念の関連　　－小学校教師への質問紙調査による検討－

7 卒業論文 メディアの描く女性像に影響された若者に関する研究　　　～強い痩せ願望をもつ摂食障害の女性に焦点づけて～

学校教育教員養成課程　幼児教育コース

学校教育教員養成課程　学校教育コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業ゼミナール グリッドコンピューティングによる疑似乱数の検定

2 卒業論文 バキングの汎化性に関する研究

3 卒業論文 ＰＨＰによるオンライン料理レシピ管理システム

4 卒業ゼミナール 小学校算数の数学的解釈

5 卒業ゼミナール 複素関数論

6 卒業論文 情報モラル学習のための子ども向けｗｅｂサイトの開発

7 卒業論文 中年男性におけるメタボリックシンドローム（MetS）と仕事中の座業時間との関わりについて

8 卒業論文 中高生を対象とするP2Pの指導について

9 卒業ゼミナール 古典的確率論とその周辺

10 卒業ゼミナール 体と方程式

11 卒業論文 キャピラリスコープカメラによる血管映像からの血流速度の速度

12 卒業ゼミナール 古典的な確率論とその周辺

13 卒業論文 音を用いた情報教育

14 卒業論文 OpenPNEの携帯電話向き地図機能強化とマッシュアップサーバーとの連携

15 卒業論文 ケータイを用いた電子投票システムの開発

16 卒業論文 OpenPNE記事からの地理情報提供サービスの実現

17 卒業論文 格子形状を持つ道路領域の自動抽出

18 卒業論文 複合磁気遮蔽による外部誤差磁場の低減

19 卒業論文 災害時における安否確認システムの試作

20 卒業ゼミナール 体と方程式

21 卒業ゼミナール 複素関数論

情報教育課程　情報教育コース



22 卒業論文 ２台のUSBカメラによる顔位置検出を用いたGoogle　Map表示制御の実現

23 卒業論文 正則化パラメータを決める規準について

24 卒業論文 選挙制度を知るための公民学習支援ソフトウェアの開発

25 卒業論文 自由研究支援システム

26 卒業論文 Felicaによる「学生管理システム」の作成

27 卒業論文 中年男性におけるメタボリックシンドロームと安静時心拍数・ 大酸素摂取量の関係について

28 卒業ゼミナール 幾何学Ⅰにおける作図問題についての作図手順とその証明

29 卒業論文 中高校生の携帯電話の使用状況

30 卒業論文 多軸織物複合材料を応用したゴルフクラブシャフトの振動減衰特性の評価に関する研究

31 卒業ゼミナール 「ヒルベルト」の公理について

32 卒業論文 電子投票システムに関する研究

33 卒業論文 伝統文化「能」への関心を促す　学習ソフトウェアの開発

34 卒業ゼミナール 座標幾何によるユークリッド原論の考察

35 卒業論文 MCMC法に関する研究

36 卒業論文 ガウス混合分布モデルの学習アルゴリズムについて

37 卒業ゼミナール 古典的確率論とその周辺

38 卒業論文 FlashLiteによるランドマーク登録システムの改善

39 卒業論文 歌声合成ソフトの制作

40 卒業ゼミナール 実デカルト平面上でのユークリッド幾何

41 卒業ゼミナール 座標幾何によるユークリッド原論の考察

42 卒業ゼミナール 複素関数論

43 卒業論文 学習ソフトウェア「エコカーを知ろう、地球を守ろう」の開発



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 教育機関におけるパーソナルコンピュータの導入状況について

2 卒業論文 出版物の傾向を通して見る情報社会

3 卒業ゼミナール カオスの力学系について　－　一次元離散力学系の解析

4 卒業ゼミナール 古典的確率論とその周辺

5 卒業ゼミナール 暗号理論と符号理論　　－暗号の仕組みと暗号化プログラム，リード・ソロモン符号ｰ

6 卒業論文 回帰モデルのベイズ推定について

7 卒業論文 数値計算に基づく箱型プラネタリウム製作の試み

8 卒業論文 豊田市の発展と交通のあり方について

9 卒業論文 三重大学４５㎝望遠鏡の計算機制御システムの開発

10 卒業論文 ＩＴを活用した納税者サービスについて

11 卒業論文 鈴鹿市商業の変化について

12 卒業論文 ブースティングの汎化性に関する研究

13 卒業論文 OpenPNE連携向き公開日記・公開コミュニティの実現

14 卒業論文 乳幼児の応急手当と事故防止に関する学習用webサイトの開発

15 卒業論文 回帰モデルのモデル選択について

16 卒業論文 数値シミュレーションに基づく日本周辺におけるオーロラ発生頻度分布図の作成

17 卒業論文 敬語学習支援のためのデータベースの開発

18 卒業論文 金融機関のネットワークセキュリティについて

19 卒業論文 PHPによるアンケート支援システムの作成

20 卒業論文 ガウス混合分布モデルのモデル選択について

情報教育課程　社会情報コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業実験 残像メンタルトレーニングの有効性について

2 卒業論文 「運動の世界」づくりとしての体育授業に関する一考察

3 卒業論文 制度が選手に与える影響に関する一考察　　～特待制度から考える～

4 卒業論文 集中力が野球のパフォーマンスに及ぼす影響

5 卒業実験 自信とアーチェリーのパフォーマンスの関係

6 卒業論文 農活動がQOLに及ぼす効果

7 卒業論文 集中力が野球のパフォーマンスに及ぼす影響

8 卒業論文 日誌を付けることによるメンタルコンディションの差

9 卒業論文 ハードル走の指導法に関する基礎的研究

10 卒業論文 長距離競技者におけるセルフモニタリングに関する事例的研究　　～４年間の観察結果から～

11 卒業実験 残像メンタルトレーニングの有効性について

12 卒業論文 運動の「中心的なおもしろさ」を基軸とした体育授業に関する一考察

番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業実験 鶏卵のおいしさに及ぼす鶏飼料の影響

2 卒業論文 「被服の選択要因からみる大学生の購買行動に関する研究」

3 卒業論文 青年期における父子関係とコミュニケーション

4 卒業論文 環境に優しい生活

5 卒業論文 幼児期の消費者教育における絵本の可能性

6 卒業実験 発酵食品中のペプチドに関する研究

7 卒業実験 あまごを用いた新規加工食品の開発

8 卒業論文 地域イベントに関する研究

9 卒業論文 大学生のジェンダー認識に関する調査研究

10 卒業論文 携帯電話と家庭科教育

11 卒業実験 年齢段階別にみた子どもの居場所に関する研究

12 卒業実験 ヒオウギガイを用いた発酵カマボコの開発に関する研究　　～製造条件と衛生面の検討～

生涯教育課程　スポーツ健康科学コース

生涯教育課程　消費生活科学コース



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 育児体制と乳児の気質が移行対象発現に与える影響の比較　　　－養育者への質問紙調査による検討－

2 卒業論文 学校・教師に対する親の「無理難題要求」に関する考察

3 卒業論文 自己嫌悪感体験時における対処行動に影響する要因について　　　－自己嫌悪感の肯定的側面に注目して　－

4 卒業論文 セルフモニタリングが魅力選択に及ぼす影響　　　～　拒否不安との関連から　～

5 卒業論文 曖昧な場面に対する反応の個人差に関する研究

6 卒業論文 学習塾の存在意義　－居場所としての側面をさぐる－

7 卒業論文 児童期における自己制御機能と学級への集団所属意識が社会的スキルに与える影響

8 卒業論文 現代日本における学校での「学び」の役割に関する研究　　－日本におけるフリースクールの実践と関連させて－

9 卒業論文 職場体験が勤労観・職業観に与える影響　　　－インタビューによる事例研究を通して－

10 卒業論文 集団での絵本読み聞かせ場面における幼児の相互作用　　　－　読み聞かせに関する幼児の発話から　ｰ

11 卒業論文 中学生を対象とした「生き方」発見支援指導

12 卒業論文 理想－現実自己のズレの程度と理想自己志向性の関連について

13 卒業論文 大学新入生の孤独感と自己呈示の関連　　　－携帯メールに着目して－

14 卒業論文 キャリア教育のめざすものと現状

15 卒業論文 診断がついていないADHD傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度　　　～ADHDの特性を含む情報が仲間の態度に影響を及ぼすか～

16 卒業論文 感動体験の自伝的記憶が動機づけに与える影響

17 卒業論文 幼児のテレビゲーム遊びの実態と母親の育児不安・育児肯定感との関連

18 卒業論文 同じ選択を続ける人の心理特性について

19 卒業論文 自己決定理論に基づくアルバイトと学習への動機づけに関する研究

20 卒業論文 シャイネスと携帯メールでのコミュニケーションの関連　　　－コミュニケーション相手の対面可能性に注目して－

21 卒業論文 コーピングの柔軟性がストレス反応に与える影響　　　－コーピングの有効性の認知とコーピングの選択に着目して－

人間発達科学課程



番号 卒業研究内容 研　　　究　　　題　　　目 備　考

1 卒業論文 意思伝達に困難を伴う子どもの代替コミュニケーションに関する現状と課題

2 卒業論文 広汎性発達障害児者における自己の特性に関する認識とその受容過程　　－当事者による自伝等を参考にして－

3 卒業論文 特別支援教育における養護教諭の役割

4 卒業論文 自閉症児の親の思い　　－教師に求められる支援のあり方－

5 卒業論文 障害のある子が同じクラスにいるとはどういうことなのか　　－学校に求められるもの－

6 卒業論文 言語理解の認知度に関する一考察

7 卒業論文 特別な支援を必要とする生徒の中学校から高等学校への移行に関する調査研究

8 卒業論文 子どもの様子についての教師による保護者への伝え方　　－保護者とのよりよい連携を目指して－

9 卒業論文 学校教育における医療的ケアのあり方について　　－肢体不自由教育に焦点を当てて－

10 卒業論文 ”わかること”と”できること”との乖離についての検討　　－自閉的な傾向を有する子どもの他者理解に焦点を当てて－

11 卒業論文 広汎性発達障害児の社会性の獲得について　　－教育現場における行動障害への支援－

12 卒業論文 障害者福祉政策と女性障害者の実態調査の一考察

13 卒業論文 発達障がい児の自尊感情を高めるための教育的支援のあり方　　－　二次的障がいの予防に向けて　－

14 卒業論文 聴覚障害者の就労支援について　　～就労後の支援体制～

15 卒業論文 発達障害児とその家族への早期支援の必要性について　　－学校教育現場における課題に基づく検討－

16 卒業論文 小学校における支援対象児童との療法的音楽活動の研究

17 卒業論文 子どもへの障がいの説明について　　－親からきょうだいへの説明・配慮についての調査結果から－

特別支援教育特別専攻科


