
課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 国語教育 論⽂ ⽅⾔詩の実態 〜３つの詩集の分析から〜

論⽂ ⼥性作家が描く結婚 －『⿊い結婚 ⽩い結婚』を中⼼として－
論⽂ 国語科における⾔語感覚の養成に関する研究
論⽂ 愛知県東三河地⽅における接頭辞「ど」について
論⽂ 『宇治拾遺物語』の異界観について
論⽂ 地域とのかかわりを⽣かした豊かな国語教育に関する研究
論⽂ 国語科における社会的コミュニケーション能⼒の育成に関する研究
論⽂ ⼦どもの読書習慣を形成するための読書指導－⼩学校に焦点を当てて－
論⽂ ⽂字指導における板書の活⽤に関する研究
論⽂ 中学校書写における⾏書指導について
論⽂ 国語科における⼩学校⼀年⽣の劇活動を活⽤する授業に関する研究
論⽂ 『星の王⼦様』教材論
論⽂ 範読を活⽤した⾳読指導に関する研究

社会科教育 論⽂ カントンにおけるアヘン論争
論⽂ ⽇本陸軍師団・連隊から⾒た百団⼤戦
論⽂ 「ＥＳＤ環境教育における地理学実践の導⼊と意義 －⼩学校社会科における授業デザイン－」
論⽂ 愛知県⼀宮市における地域コンテンツの利活⽤ －ゆるキャラ『いちみん』を事例として－
論⽂ 情報と関わる「私」の在り⽅について－－擬似環境下における⼈間関係構築のロジック－－
論⽂ ビットコインの価格に影響を与える諸要因の分析－仮想通貨の資産としての保有－
論⽂ 地産地消に着⽬して地域に対する愛着を育成する中学年社会科地域学習
論⽂ 現代における仏教と⾃由の問題 －精神主義をもとに仏教の必要性を考える－
論⽂ 「偽善、その現代的意義」 －－⼆分法的思考からの脱却－
論⽂ 本能寺の変と織⽥政権下における派閥抗争の関係性－⻑宗我部元親・⼀条家が与える影響－

平成29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
論⽂ 主権者の⾃覚を育てる中学校社会科公⺠的分野における政治学習
論⽂ 三重県いなべ市における原料指向型⼯業の地域的役割 －太平洋セメント藤原⼯場を事例に－
論⽂ 地域アイデンティティを育成する中学年社会科のまちづくり学習
論⽂ ⽇本語読本の変遷にみる満州国の初等教育
論⽂ 伊勢路川流域における河川⽔の⽔質分布に関する研究
論⽂ トポロジー
論⽂ 整数論における初等的⽅法
論⽂ 整数論における初等的⽅法
論⽂ ⾓と⾓度の指導に関する実践的考察
ゼミナール 複素解析学の基礎
ゼミナール 複素解析学の基礎
ゼミナール 数学教育における教具としての折り紙の研究
ゼミナール 複素解析学の基礎
論⽂ 概数の指導に関する実践的考察
ゼミナール 複素解析学の基礎
ゼミナール 双曲幾何における上半平⾯モデルの考察
ゼミナール 複素解析学の基礎
ゼミナール 双曲幾何における上半平⾯モデルの考察
ゼミナール 数学教育における教具としての折り紙の研究
論⽂ 割合の指導に関する実践的考察
ゼミナール 数学教育における教具としての折り紙の研究
論⽂ 整数論における初等的⽅法
論⽂ 整数論における初等的⽅法
論⽂ 整数論における初等的⽅法
論⽂ 速さの指導に関する実践的考察
論⽂ ⼤きい数の指導に関する実践的考察

数学教育・情報
教育
(数学教育専攻)



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 論⽂ オープンデータと地図を⽤いた社会科教育⽤教材の開発

論⽂ Androidを⽤いた⾃習⽤⾚シートアプリの開発と評価
論⽂ 学⼒向上のための要因分析
論⽂ ＮＢＡの勝敗要因について
論⽂ バレーボールの勝敗要因の解析
論⽂ 教職教養学習⽀援アプリの開発
論⽂ 中学校の数学計算アプリについて
論⽂ ⾼等学校における情報科学習⽀援アプリの開発
論⽂ ⾳名を回答収集する⾳楽教育ソフトの開発と実践
論⽂ 妊娠・出産知識学習⽀援アプリの開発

理科教育 論⽂ ⼟壌細菌Clostridium thermocellumによるグルコース⽣産
論⽂ 鈴⿅⻘少年の森公園における湿性遷移の進⾏に伴う埋⼟種⼦相の変化
論⽂ 中新統⼀志層群上部における古環境解析と地層観察ガイドの作成
論⽂ 光の屈折に関する実験教材の開発
論⽂ シミュレーション教材ＰｈＥＴを利⽤した中学校電気教材の開発
論⽂ 全天カメラの作成と取得画像上での天体の⾃動同定
論⽂ 虹ビーズを⽤いた虹に関する研究
論⽂ ⽣活場⾯での科学概念の活⽤に関する⼤学⽣の実態
論⽂ 鈴⿅⻘少年の森公園における表⼟剥ぎと草刈りが湿地植物群落の再⽣に及ぼす効果
論⽂ アリの飼育・観察を活⽤した⼩学校における昆⾍の学習
論⽂ 天頂領域観測システムを⽤いた撮影画像での星の⾃動検出と⾃動測光の精度分析
論⽂ 三重県⼟壌由来微⽣物によるインディゴ⽣産
論⽂ 志摩の⾃然特性を扱った郷⼟教育教材の開発
論⽂ 細⽯川ルートにおける中新統⼀志層群最上部の層序と古⽣物
論⽂ 原⼦⼒発電に対する教員志望学⽣の意識
実験 Ｃo置換したCa-Mg-Ni系⽔素吸蔵合⾦の結晶構造と⽔素化特性
実験 Ｃo置換したCa-Mg-Ni系⽔素吸蔵合⾦の結晶構造と⽔素化特性

数学教育・情報
教育
(情報教育専攻)



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
論⽂ アメリカザリガニにおける橙⾊個体の体⾊遺伝

⾳楽教育 演奏 Ballade No.3 As-dur Op.47  F.F.Chopin

演奏
Préludes 1  Nr.12 "Minstrels"  C.Debussy
9 variationen über ein Menuett von Duport  D-dur KV.573 W.A.Mozart

演奏 Fantasie c-moll K.475  W.A.Mozart

演奏

Klavierstücke  Op.118  J.Brahms
Intermezzo a-moll  Op.118-1
Romanze F-dur Op.118-5
Ballade g-moll Op.118-3

演奏

Kinderszenen Op.15  R.Schumann
1.Von fremden Ländern und Menschen
2.Kuriose Geschichte
6.Wichtige Begebenheit
7.Träumerei spricht
8.Am Kamin
12.Kind im Einschlummern
13.Der Dichter

演奏 Dumka  c-moll  Op.59   P.Tchaikovsky
演奏 Rhapsodie espagnole S.254    F.Liszt

美術教育 制作 キャラクターデザインに関する制作と研究
制作 恐⻯をモチーフにした彫刻表現の研究
制作 ⽔性絵の具による絵画表現の研究
制作 ⽔性絵の具による絵画表現の研究
制作 ⽴体造形におけるフォルムの研究
制作 キャラクターを中⼼としたグラフィック作品の研究と制作
制作 植物をモチーフとしたパターンデザインの研究と制作



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
制作 「⽚想い」をテーマとした絵画表現の研究
制作 海洋⽣物をモチーフとしたＣＧによるワイヤーグラフィックの研究と制作

学校教育教員養成 保健体育 論⽂ テニスのフォアハンドストローク動作に関する研究
論⽂ 「みる」スポーツが「する」「⽀える」スポーツに与える影響
論⽂ ⼩学校第１学年における「聴き合う関係」の形成過程 －教師と⼦どもの⾝体性に着⽬して－
論⽂ ヘルスリテラシーと⽣活習慣の関連
論⽂ スポーツ経験種⽬とスポーツ傷害
論⽂ 野球における映像を⽤いたイメージトレーニングの効果に関する研究
論⽂ 幼児のリバウンドジャンプ能⼒の発達に関する研究
論⽂ ⼦どもが感じる親の期待が競技意欲に与える影響 －ラグビー競技者に着⽬して－
論⽂ ⼩学⽣の学校⽣活における動きの連続性に関する研究
論⽂ ⾳楽聴取が野球の打撃パフォーマンスに与える影響 －⾳楽の種類による⽐較－
論⽂ 「コートの外」空間がスポーツ集団に及ぼす影響について
論⽂ マンガがスポーツ選⼿に与える⼼理的影響 －動機づけの観点から－
論⽂ 短距離⾛スタート動作の向上に関する基礎的研究
論⽂ 野球の得点パターンに関するゲーム分析
論⽂ ⼩学⽣の学校⽣活における動きの連続性に関する研究
論⽂ 肥満⼩児における細胞外⼩胞に関する研究 －横断的・縦断的検討から－
論⽂ 体育における教師の実践的思考様式に関する研究
論⽂ ⾝体活動を促進するポピュレーションアプローチ
論⽂ ⻭⾞機構のエネルギー変換技術に関する体験型教材の開発
論⽂ 技術・ものづくり教育のための教材開発プログラムの提案
論⽂ ⼩学校⽣活科において飼育を中核とする単元構成でのものづくりの検討
論⽂ 共振法によるエポキシ樹脂の動的材料特性同定⼿法の開発
論⽂ 発泡樹脂材料の動的粘弾性を考慮した振動減衰解析⼿法の開発
論⽂ 機構シミュレーション教材の開発
論⽂ アンテナコイル式ゲルマラジオの特性と分析

技術・ものづくり
教育



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
論⽂ ＳＴＥＭ教育に向けたＩＣＴ教材の開発と有効性の検証
論⽂ 家屋の構造に関する地震応答シミュレーションを⽤いた初等教育における防災教育教材の開発

家政教育 実験 ツタンカーメンエンドウの⾚⾊⾊素に関する研究
実験 児童・⽣徒に対するスポーツ栄養の指導の課題と改善
実験 ⾼ｐＨにおけるこんにゃく粉添加澱粉糊液のレオロジー特性
論⽂ ⼩・中学校における栽培体験の現状と⾷育としての有効性
実験 こんにゃく粉の膨潤時間に及ぼす糖の影響
論⽂ ⼦育てと⺟親の⾃⼰実現
実験 消費者の⾐⽣活充実のための情報提供 〜着装シミュレーションによる視覚的デザイン効果の抽出〜
論⽂ 排泄の⾃⽴の実態と⽀援
実験 消費者の⾐⽣活充実のための情報提供 〜着装シミュレーションを⽤いた着⼼地情報の抽出〜
実験 ⾼ｐＨにおけるコーンスターチの糊化・⽼化特性
論⽂ 男性家庭科教員に関する考察 〜ジェンダー意識の観点から〜
論⽂ 家庭科における環境教育についての考察
論⽂ 消費者の⾐⽣活充実のための情報提供 〜⾐服構造と⽣活スタイルの関係〜

英語教育 論⽂ A Study of Languages and Cultures of Canada
論⽂ HOW TO EVALUATE SPEAKING SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
論⽂ A Study of English Education in Finnish Elementary School
論⽂ HOW TO TEACH PRONUNCIATION TO STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL
論⽂ A Study of English Prepositions
論⽂ THE RELATIONSHIPS BETWEEN DISNEY AND CULTURE
論⽂ THE STRUCTURE OF THE WORLD IN C.S.LEWIS'S THE CHRONICLES OF NARNIA
論⽂ A Study of English Writing by Asian Learners
論⽂ THE ENGLISH EDUCATION FOR AUTISTIC STUDENTS IN JUNIOR HIGH SCHOOL
論⽂ A Study of Early English Education
論⽂ SUGGESTIONS FOR MAKING ENGLISH CLASSES COMMUNICATIVE IN JUNIOR HIGH SCHOOL

学校教育教員養成 特別⽀援教育 論⽂ 強度⾏動障害者に対する⽀援に関する⼀考察



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
論⽂ 交流及び共同学習の現状とあり⽅についての検討
論⽂ 「共⽣」を⽬指した集団作りについての考察  1⼈の吃⾳者の⼈間関係に焦点を当てて
論⽂ 障害者に対する差別のしろうと理論について
論⽂ ⾼齢者の⼈との関わりについての⼀考察
論⽂ 精神障害者の就労及びその定着を⽬指す職場環境づくりについての検討
論⽂ 個別計画の重要性について －フィンランド教育との⽐較を通して－
論⽂ 障害者に対する偏⾒や差別とどのように向き合っていくべきか －「感動ポルノ」に焦点を当てて－

論⽂
インクルーシブ教育に対する教員の意識についての検討 －教員の多忙化との関連に焦点を当てたイン
タビュー調査から－

論⽂ インクルーシブ教育の実践からみる現状と課題 －教育者と当事者に焦点を当てて－
論⽂ ⼤⼈の発達障害の特性が及ぼす⽣きづらさについて －⽣きづらさを抱える当事者の視点からの検討－
論⽂ 「交流及び共同学習」における⼦ども同⼠の関わり合いに対して付き添いの特別⽀援学校教諭が及ぼす影響
論⽂ 障害児へのイルカを介した発達⽀援・余暇⽀援の現状と課題

論⽂
重症⼼⾝障害児（者）とのコミュニケーションに関連する研究成果と課題 －「ふれる」働きかけによ
るコミュニケーション拡⼤の可能性－

論⽂ 知的障がい者の⾃⽴と社会参加における研究 －スペシャルオリンピックスに焦点を当てて－
論⽂ 就労における合理的配慮に及ぼす障害開⽰の効果 －強迫症患者の⼀事例を通じて－

幼児教育 論⽂ 幼児の怖いもの⾒たさの⼼理に影響を及ぼす要因の検討
論⽂ 保育者と⼦ども間での絵本に対する興味・関⼼部分のズレ 〜⽣活経験絵本に注⽬して〜
論⽂ 幼児は「かっぱおやじ」をどう認識しているのか︖ －園で共有されるローカルな架空の存在に着⽬して－
論⽂ ⽬に⾒えないものを表現する幼児の描画 〜描画過程や経験報告に着⽬して〜
論⽂ 幼児による⾃称詞の使⽤と使い分け －環境の変化と使⽤場⾯に着⽬して－
論⽂ ⽗親に対する⼦育て⽀援の役割と課題 －⼦育て⽀援センターの⾮利⽤者を中⼼に－
論⽂ ⼦どものしつけと不適切な対応について 〜親の叱り⽅から考える〜
論⽂ 保育における⾳楽の可能性 －幼児のコミュニケーションの⽅法に関して－
論⽂ 三歳児神話が保護者の⼦育てに与える影響 〜三歳児神話と低年齢児保育〜
論⽂ 幼児のごっこ遊びにおける物的環境について 〜どのようなものを何に⾒⽴てるのか〜



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
論⽂ ⾷事場⾯からみる幼児の仲間関係
論⽂ 幼稚園で⾏われている伝統⾏事とそのかかわりを主題にした絵本・紙芝居についての検討

学校教育 論⽂ ⼩学校英語教育における教材・教具に関する考察
論⽂ 児童が互いに⽀え合い・認め合うための教師の働きかけ
論⽂ 解剖実習の意義に関する⼀考察 －理科教育における解剖実習の変遷を⼿がかりとして－
論⽂ ⼩学校低学年の「熱中」をつくり出すための教師の働きかけ －Ｈ教諭の実践から－
論⽂ ⼦ども理解と教師の同僚性 －カンファレンスの観点より－
論⽂ 「主体的・対話的で深い学び」につながる学級づくり
論⽂ ⺟親の学校関与に関する研究 －家庭・職場・学校での役割に着⽬して－
論⽂ 保健室空間の特異性と養護教諭のはたらきかけに関する研究
論⽂ 発達障害をもつ⼦どもの⾃⼰表現の変容についての検討 －仲間関係に焦点をあてて－
論⽂ 外国語活動における児童のコミュニケーションへの積極性を促す教師の働きかけ
論⽂ 将来の夢とその決定プロセスが学習意欲に与える影響 －ドリームマップ授業の実践を元にした考察－



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
情報教育課程 情報教育 論⽂ Excel マクロを⽤いた時間割表作成ツールの開発
⼈間発達科学 ⼈間発達科学 論⽂ ”キャラ”を介したコミュニケーションが集団内の⼈間関係に及ぼす影響

論⽂ 恋愛対象者に対して抱く⼀部の否定的感情の⽣起と対処⾏動の検討
論⽂ ⼤学⽣と保護者の就職活動への意識と⾃⼰受容の関連
論⽂ ⼼理的居場所感がwell-being に及ぼす影響 －⼤学⽣の友⼈関係に着⽬して－
論⽂ 賞賛獲得欲求・拒否回避欲求が⼤学⽣の被服⾏動に及ぼす影響
論⽂ 中等教育課程における幸せのための教育 －ネル・ノディングズに着⽬して
論⽂ 選択肢の与え⽅が，意思決定に及ぼす影響 －選択肢の個数とその情報の有無，選択時間に着⽬して－
論⽂ 学校において性指向マイノリティをどのように⽀援するか
論⽂ ロールレタリングが肯定的感情・否定的感情に及ぼす影響 －⾃⼰意識・⾃⼰内省に着⽬して－

⽇本語教育 論⽂ ⽇本と中国における産業内貿易の拡⼤
論⽂ 中国天津市・海河流域における⽔環境
論⽂ 0，1，2歳児保育におけるかみつきの実態とその対処法
論⽂ 書における感情表現と字の変化
論⽂ 漫画における⾔語情報の特徴 －⽂字のビジュアル化を中⼼に－
論⽂ 三島由紀夫の『⼥神』論 －「⼥神」になり得た理由について－
論⽂ 国語科における授業のユニバーサルデザイン化に関する研究
論⽂ ⼩学校国語科教科書における⽐喩表現の分析とその指導について
論⽂ ファッション雑誌『LARME』における⽂字表現の特徴
論⽂ 映像作品の⽇本語教育への利⽤ －『⽿をすませば』を題材として－
論⽂ 『コンビニ⼈間』で「性」を問う
論⽂ 国語科におけるコミュニケーション能⼒の系統的な指導に関する研究
論⽂ 中国⼈⽇本語学習者のスピーチレベルシフトに関する研究 －⽇本語学習者会話コーパスをもとに－


