
課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 国語教育 卒業論文 国語科教育におけるＮＩＥ研究

卒業論文 狭衣物語の研究　─狭衣の人物像─
卒業論文 谷崎潤一郎『春琴抄』論
卒業論文 複合助辞「てならい」、「てまらない」、「てしかたがない」の研究
卒業論文 阿部公房『デンドロカカリヤ』論
卒業論文 小学校国語教科書における挿絵に関する研究─「ごんぎつね」を中心に─
卒業論文 伊勢物語研究　─伊勢斎宮章段を中心として─
卒業論文 中世説話集研究　～今昔物語集・宇治拾遺物語を中心に～
卒業論文 東アジアの神話との比較から見る『古事記』の特性
卒業論文 小学校国語教科書における挿絵に関する研究─「ごんぎつね」を中心に─
卒業論文 「送り仮名の付け方」研究～理解しやすい送り仮名を目指して～
卒業論文 あいづちの研究─明石家さんまのあいづちから学ぶコミュニケーション力─
卒業論文 とりかえばや物語研究　─吉野宮の人物像について
卒業論文 阿部一族の巨大化の伝承について

社会科教育 卒業論文 上野盆地における霧の発生について
卒業論文 長野氏の所領支配に関する一考察
卒業論文 意思決定力を育てる社会科シミュレーション教材
卒業論文 『教育への経済学的視点』
卒業論文 城下町犬山の空間構造
卒業論文 幕末維新期における藤堂藩の無足人について
卒業論文 子どもの感じる力に働きかける社会科教育
卒業論文 デューイの教育哲学　─反省的思考と問題解決学習─
卒業論文 児童虐待防止法
卒業論文 子どもが塾によってうける影響について
卒業論文 ルソーの『エミール』　─青年期の教育を中心にして─
卒業論文 小学校歴史学習と中学校歴史学習のそれぞれに適した授業づくり
卒業論文 高齢者福祉に関する法律

数学教育 卒業ゼミナール 超幾何函数の拡張とその性質
卒業ゼミナール 超幾何函数の拡張とその性質
卒業ゼミナール 曲線と曲面について
卒業論文 整数論
卒業論文 フラクタル曲線についての解析学入門
卒業ゼミナール 超幾何函数の拡張とその性質
卒業論文 フラクタル曲線についての解析学入門

平成２１年度卒業研究題目一覧



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 数学教育 卒業ゼミナール 曲線と曲面について

卒業ゼミナール 曲線と曲面について
卒業ゼミナール 超幾何函数の拡張とその性質
卒業論文 「整数論」
卒業論文 フラクタル曲線についての解析学入門
卒業ゼミナール 超幾何函数の拡張とその性質
卒業ゼミナール 曲線と曲面について
卒業論文 整数論
卒業ゼミナール 超幾何函数の拡張とその性質

理科教育 卒業論文 イヌビワの分布がイヌビワコバチとの共生に及ぼす影響
卒業論文 光によって色素胞の反応を示すアメリカザリガニの選別
卒業論文 エネルギー関連事項に対する教育者の認識調査

　 　 卒業実験 燃料電池の教材化に関する研究
卒業実験 リートベルト法によるラーベス相 ＨｏＭｎ2の結晶構造解析
卒業実験 ガウス加速器における加速とエネルギーの保存
卒業論文 払川流域の治水・利水を題材とした環境教育教材の開発
卒業論文 新属のイソヤムシにおける配属行動

　 　 卒業論文 透明鱗をもったメダカの教材化
卒業論文 低周波電波望遠鏡の製作と電波観測による木星磁場の測定
卒業論文 電源構成比率の国際比較を通したエネルギー教育
卒業論文 渦巻銀河外縁部における星形成領域の検出と星形成率の推定
卒業論文 理科授業の支援を目的とした三重県内博物館情報データベースの開発
卒業論文 三重大学４５cm望遠鏡の計算機制御システムの改良
卒業実験 電池教材の開発に関する研究

 卒業実験 水素化反応装置の作製と侵入型水素化物の合成
卒業実験 酸素分圧制御に関する研究

音楽教育

卒業演奏

たんぽぽ　　   作曲　中田　喜直　　作詞　三好　達治
さくら横町　　  作曲　中田　喜直　  作詞　加藤　周一
むこうむこう　  作曲　中田　喜直　  作詞　三井　ふたばこ
霧と話した　   作曲　中田　喜直　  作詞　鎌田　忠良

卒業演奏
Brahms    6 Stücke  Op.118
      No.2   A : Intermezzo
      No.3   q : Ballade

卒業演奏
“Storiella d'amore(1883)”  G.Puccini
“Ｖｉｓｉ　ｄ'ａｒｔｅ，ｖｉｓｉ d'amore”  Tosca G.Puccini

卒業演奏
“Zum Leiden bin ich auserkoren”  Die Zauberföte  W.A.Mozart
“Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”  Die Zauberflöte W.A.Mozart



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 音楽教育 卒業演奏

O primavera !...    P.A. Tirindelli
“Oh !quante volte, oh ! quante” I CAPULETI E I MONTECCHI     V. Bellini

卒業演奏 Chopin  Ballade 2 F dur  Op.38
卒業演奏 SONATA No.3 Op.46  1satz. /  D. KABALEVSKY

卒業演奏
・Avve Maria (l.luzzi)
・L'ELISIR D'AMORE Quanto è bella, quanto è cara ! (G.Donizetti)
・Lolita (A.Buzzi-Peccia)

美術教育 卒業制作 モザイクアートの研究と制作
卒業制作 工芸の伝統技法の研究及び，その研究による作品。
卒業制作 工芸の伝統技法の研究及び，その研究による作品制作。
卒業制作 明治初期の擬洋風建築について
卒業制作 油絵による人物画の研究と制作
卒業制作 工芸の伝統技法の研究及びその研究による作品制作。
卒業制作 「水」をテーマにした絵画の研究と制作。
卒業制作 グラフィックデザインの研究と制作

保健体育 卒業論文 中学生の生活習慣・体型認識と体組成・骨密度との関連
卒業論文 児童の身体活動量増加と体力向上を目指した実践とその効果
卒業実験 スタート時における抜き動作と蹴り動作の比較─ サイドステップとクロスステップ ─
卒業実験 スタート時における抜き動作と蹴り動作の比較─ サイドステップとクロスステップ ─
卒業実験 ドロップジャンプにおける筋脱力効果の影響
卒業論文 運動の特性を大切にした中学校体育授業に関する一考察
卒業実験 インステップキック動作の指導に関する基礎的研究
卒業論文 遊戯論に依拠したボールゲームの分類に関する一考察
卒業実験 クラウチングスタート動作に関する基礎的研究
卒業論文 児童の身体活動量増加と体力向上を目指した実践とその効果
卒業実験 バドミントンのジャンピングスマッシュの習得に関する基礎的研究

技術教育 卒業論文 先端材料の振動減衰特性評価に関する研究
卒業論文 中学校・技術・家庭科（技術分野）における個々の生徒の学習意欲に関する基礎的研究
卒業論文 音響特性解析手法の評価に関する研究
卒業論文 時刻歴応答を用い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
卒業論文 これからの科学技術教育に求められる授業の提案─ 中学校技術・家庭科「エネルギー変換に関する技術」の内容において─
卒業論文 小学生向け科学技術ものづくり教材の改良とこれを用いた教室の実践
卒業論文 教育用言語ドリトルを用いた小学生向け情報・ものづくり教材の開発
卒業論文 中学校技術を視野に入れた小学校ものづくり教育に関する研究
卒業論文 放熱シミュレーションのための半導体パッケージのモデル化に関する研究
卒業論文 交流回路に対する水流モデル教材の開発



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 家政教育 卒業実験 家庭科教育・被服分野においての副教材の提案

卒業実験 貝類を用いた発酵カマボコの開発に関する研究
卒業論文 構成的グループエンカウンターに関する研究─ 家庭科教育における実践への提案 ─
卒業論文 個人情報の保護と消費者教育～ 絵本の作製を通して ～
卒業論文 生活実態を通して見つめ直す衣生活のあり方
卒業実験 なれずしに含まれるペプチドに関する研究
卒業実験 澱粉のレオロジー特性
卒業実験 こんにゃくゲルのレオロジー特性

英語教育 卒業論文 TARGETS OF SARCASM IN JOKES.
卒業論文 On Second Language Acquisition by Young Children
卒業論文 FACTORS CAUSING CLASS DISTINCTIONS IN LANGUAGE BEHAVIOR
卒業論文 USING MUSIC IN ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH ACTIVITY
卒業論文 TEACHING SPEECHMAKING AT JUNIOR HIGH SCHOOL
卒業論文 NATURAL APPROACH IN JHS ENGLISH
卒業論文 SIGNIFICANCE OF TEACHING DEBATE IN HIGHER EDUCATION
卒業論文 On the Difference of Polite Expression in English and Japanese
卒業論文 A STUDY OF C.S.LEWIS'S THE CHRONICLES OF NARNIA
卒業論文 THE RELATIONSHIP BETWEEN MEMORY AND SOUNDS
卒業論文 THE CHANGE OF LIFESTYLE IN INGLAND
卒業論文 EFFECTIVE USE OF READING ALOUD FOR IMPROVEMENT OF SPEAKING SKILLS
卒業論文 THE ACCENT AND DIALECT OF AMERICA
卒業論文 JAPANESE MANGA IN FOREIGN COUNTRIES

 卒業論文 THE IMPORTANCE OF SELF EXPRESSION IN ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH ACTIVITY
卒業論文 THE ABSOLUTE IN MISHIMA'S AESTHETICS AND WILDE'S IDEA OF BEAUTY
卒業論文 HOW TO MOTIVATE STUDENTS TO STUDY ENGLISH

学校教育 卒業論文 『エミール』にみるルソーの教育観─ その理論と展開 ─
卒業論文 自分が主として所属している集団での人間関係とそれ以外の人間関係にどう折り合いをつけるか─教育学部学生へのインタビューから─
卒業論文 子どもの内面世界の物語に関する研究─ 児童・教師・観察者から見た子どものつまずき ─
卒業論文 開示者と被開示者の関係が自己開示量に及ぼす影響の検討～開示者と被開示者の類似性に着目して～
卒業論文 学習活動における学び合いについての研究～「背伸びとジャンプ」の課題に焦点をあてて～
卒業論文 学童期におけるおもちゃとの関わりが人に与える影響
卒業論文 子どもの人格形成と学校・教師の支援～子どもたちの問題行動を通して～
卒業論文 子どもの発言を促す教師の支援
卒業論文 子どもに対する大人の権威の在り方─ 自由教育の視点から ─
卒業論文 児童の自信を育てる教師の支援～成功，失敗等の経験に着目して～

障害児教育 卒業論文 障害のある子どもを持つ親のアイデンティティーの再体制化について
卒業論文 非言語及び言語表出と気分状態の関係についての考察─ Ａさんの場合 ─



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 障害児教育 卒業論文 不登校児童生徒の理解と支援

卒業論文 青年期の健康とこころ
  卒業論文 集団保育の場における広汎性発達障害幼児の他者関係の形成に対する支援の在り方

卒業論文 聴覚障がいのある幼児にみられる相互作用に関する一考察～集団での紙芝居場面におけるコミュニケーションの様相について～
卒業論文 障害児の母親の心理面を支える要因についての検討─三重県における専門的支援の現状と課題を通して─

　 　 卒業論文 幼児たちのかかわりあいを豊かにするための支援について─統合保育を行っているＹ幼稚園における実践的検討─
卒業論文 広汎性発達障害のある幼児への支援
卒業論文 小児科入院体験と心理社会的発達との関連についての検討
卒業論文 知的障害児が地域社会で生活していくための支援について─ 自転車指導を中心に ─
卒業論文 学習障害のある子への支援について─ 目と手の協応を中心に ─
卒業論文 身体障害者がＱＯＬ向上を目的として行うスポーツ活動の意義と効果
卒業論文 自閉症児における他者への接近行動とその背景要因についての事例的検討

幼児教育 卒業論文 幼児の願いごとに関する研究─ 七夕の短冊を資料として ─
卒業論文 Ｈ保育園のクッキング活動から保育園における給食室の役割を考える
卒業論文 全体活動における保育者の障害を持つ子どもたちへの関わり
卒業論文 小児病棟における医療保育士と看護師との連携に関する現状と課題
卒業論文 保育園において年長児が歳下の乳幼児を世話するとき
卒業論文 幼児が誕生会で主役になるとき
卒業論文 音作りから見る幼児のイメージと音のつながり
卒業論文 児童虐待に対する幼稚園、保育所内の連携の現状と課題
卒業論文 保育者を志望する学生によるストーリーテリングの実践
卒業論文 音作りから見る幼児のイメージと音のつながり
卒業論文 チャイルド・ライフ・スペシャリストが存在する病院における多職種間連携に関する医療関係者の意識
卒業論文 子どもは生きものの誕生・成長をどう受け止めるか─「幼稚園での生きものの環境づくり」を通して─

情報教育 　 卒業論文 小学生向け防災学習支援ソフトウェア「災害発生！死んでたまるか」の開発
卒業論文 Wavelet denoising について
卒業論文 小・中学校における情報提供システムの構築
卒業論文 三重大学のストリート・ビューの制作
卒業論文 理科への興味を促す子ども向け学習支援ソフトウェア「お天気はかせ」の開発
卒業論文 ガウス混合分布モデルの汎化性
卒業論文 フィールドサーバを用いた定点気象観測システムの構築
卒業論文 中学生の道徳観に関する意識と行動についての研究～ 準拠集団に着目して ～
卒業論文 音を用いたプログラミング
卒業論文 ネットいじめについての考察
卒業論文 情報アーキテクチャを用いたホームページの再構築
卒業論文 GPS修正機能付き災害時用掲示板の実現
卒業論文 交通安全学習のための子ども向けWebサイト「おはなしでまなぶこうつうあんぜん」の開発



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
情報教育 卒業論文 子どもの国際理解を深める学習支援ソフトウェア「世界たんけんたい」の開発

卒業論文 多層パーセプトロンの学習について
卒業論文 自己嫌悪感に悩む人間に関する考察─ 生涯を見据えた視点から ─
卒業論文 Squeak を用いた特別支援教育用ワンスイッチ教材の開発
卒業ゼミナール 測度と積分
卒業論文 デフォルメ地図における拡大エリアの最適化

　 卒業ゼミナール 測度と積分
卒業論文 教師と生徒の関係形成に求められる社会的距離の考察─ 両者による距離の捉え方に着目して ─
卒業ゼミナール 群論について
卒業ゼミナール ユークリッド原論から考察するユークリッドの作図について
卒業論文 コンパイラの最適化に関する研究
卒業論文 教育に係る統計解析
卒業論文 ＰＨＰを用いたスケジュール管理ソフトの構築

生涯教育 スポーツ 卒業論文 指定管理者制度が公共のスポーツ施設に与える影響に関する一考察～民間企業によって地域社会は変わるのか～
健康科学 卒業論文 運動教室終了後に自主的に活動するグループ～その存在と高齢者に及ぼす影響～

卒業論文 「スポーツ人口増加に向けた手立てに関する一考察」─ 都市部の政策と実状の比較から ─
卒業論文 サッカーとフットサルの独自性についての一考察─ 競技者の価値意識の比較から考える ─

　 卒業論文 子どもの肥満に対して運動系ゲームを利用した介入は有効か？
卒業論文 「スポーツ人口増加に向けた手立てに関する一考察」～ 都市部の政策と実状の比較から ～
卒業実験 走り幅跳びの指導法に関する基礎的研究
卒業実験 野球の投球動作における基礎的研究　～腕の振りに着目して～
卒業実験 テニスにおけるインナー・ゲーム理論の有効性について
卒業実験 インステップキック動作の指導に関する基礎的研究

消費生活科学 卒業論文 オーストラリアの教育に関する研究
卒業論文 挙式・披露宴における消費者トラブルに関する研究
卒業実験 料理教室を通した食教育に関する研究
卒業論文 伝統野菜「松阪赤菜」の復活と地域の展開
卒業論文 夫婦間の称呼からみるコミュニケーションと勢力構造
卒業実験 住民参画意識を育成するまちづくり教育
卒業論文 三重県小学校における食育指導の研究
卒業実験 中高生の居場所づくりにおける公共施設の利用

人間発達科学 人間発達科学 卒業論文 連言錯誤における情報処理スタイルの個人差の検討
卒業論文 親の受容的態度と自己開示の関連
卒業論文 母親の結婚満足度の認知が女子大学生の結婚観に与える影響～ 職業選択との比較から ～
卒業論文 自主的な学びを引き起こす過程と興味・関心について
卒業論文 集団場面における幼児の間接要求の理解～ほめる言葉かけに着目して～
卒業論文 大学生の課外活動とアルバイトの経験が社会的スキルの獲得に及ぼす影響



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
人間発達科学 人間発達科学 卒業論文 子どもの自己表現と共同体の形成

卒業論文 子どもたちの「苦手意識」と教師の働きかけ～ 音楽の授業を通して ～
卒業論文 健常児の自己効力感と発達障害が疑われる児童への対応の関連─ 葛藤場面に着目して ─
卒業論文 報酬が育児場面における内発的動機づけに与える影響
卒業論文 ブランド品の所有における自己呈示機能の研究
卒業論文 幼児期においてきょうだいの有無と集団生活の経験が自己抑制に与える影響
卒業論文 児童養護施設入所時がより良い学校生活を送るための支援～ 学校と児童相談所との３機関連携から ～

日本語教育 卒業論文 敬語の中にある日本文化─ 「オ＋名詞」と「ゴ＋名詞」の使い分けからわかること ─
卒業論文 外国人のための災害時の支援について
卒業論文 年少者日本語教育の現状と課題─ 初期適応支援教室「いっぽ」での実践を通して ─
卒業論文 『ごんぎつね』にみる日本人学生と中国人留学生の読みの比較
卒業論文 心地よい日本語についての研究
卒業論文 旧津市の方言語彙についての研究
卒業論文 外国人児童に対する教科指導に関する研究─ 国語科を中心に ─
卒業論文 慣用句における「一」の意味分類
卒業論文 日本語における オノマトペ─ 小学校国語教科書を資料として ─
卒業論文 日常会話におけるフィラーの役割について─ 特に日本語学習上にフィラーを生かすための一考察 ─
卒業論文 小学校における古典教育についての研究
卒業論文 外国人児童・生徒に対する日本語教育─ 会話指導を中心として ─

　 卒業論文 複数を表す畳語と似た意味を表す語についての一考察

修了研究内容 研究題目
研究論文 子ども虐待で起こるＡＤＨＤ様症状についての考察
研究論文 小学部における外国語活動の導入向けた現状と課題─ 特別支援学校教員の視点から ─
研究論文 小学校における「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成・策定と活用 ～有機的な支援の連携をめざして～
研究論文 障害のある人への就労支援について─教育・福祉・労働の連携に関する一考察─
研究論文 ウォーキングやランニングを通した教育的支援が自閉症児にもたらす効果についての検討
研究論文 ある自閉症児の学校生活での見通しを持てるための支援─ 対象児と支援者のかかわりを通して─
研究論文 障害のある立場から見た共生教育について
研究論文 小学校通常学級における発達障害児への支援 ─特別支援教育コーディネーターによる担任教師への支援の視点から─
卒業論文 発達障害児の音楽活動について

特別支援教育特別専攻科
専攻科
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