
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 『平家物語』における武士の「死」について

論文 京言葉を用いた小学校学習指導案の提案　－料理で使われる言葉を中心として－

論文
愛知県における方言オノマトペの使用実態と認知度について

－愛知県尾張地方の大学生に焦点を当てて－

論文 愛知県一宮市における遊び言葉についての研究　　－旧尾西市の地域差に焦点を当てて－

論文 安部公房「第四間氷期」論　　－勝見と第二次予言値としての勝見との関係－

論文 小学校国語科における戦争児童文学に関する研究

論文 高等学校国語科における漢字教育に関する研究

論文 国語科における比べ読みを用いた授業に関する研究

論文 小野小町の夢歌　－『古今和歌集』における夢歌と比較して－

論文 国定習字教科書第二学年用の文字に関する研究

論文 中学校国語科における読書指導に関する研究　　－学校と公共図書館の連携の観点から－

論文 小学校国語科における板書について　　－子どもの思考形成を促す板書とノートの関係性－

論文 相手意識・目的意識を高める「書くこと」の授業に関する研究

論文 漫画の文字フォントに関する一考察　　～週刊少年ジャンプ人気３作品を中心に－

論文 小学校における読書感想文指導に関する研究

論文 岐阜県方言「～ヤオネ」に関する研究　　～岐阜市の高校生への調査結果を中心とした考察～

論文
市町村合併による新地名の機能についての研究

－三重県における昭和・平成の大合併に焦点を当てて－

論文 言葉にこだわる児童を育てる国語科の授業について

論文
中学校国語科におけるキャリア教育に関する研究

－社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度の育成－

論文 村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』における二つの世界の関係性

論文 住野よる『君の膵臓をたべたい』における「死」と「成長」

論文 学校教育における横書きの有効性について　　－小学生を対象とした可読性調査に基づいて－

論文 児童詩創作の新たな価値とそれを生かした実践に関する研究

社会科教育
論文

オーストラリアにおける中国人移民のあり方

－１９世紀後半から２０世紀前半のマーケットガーデニング産業を中心に－

論文 明・モンゴル間の交易とその拡大　　－隆慶期から万暦初期の交易－

論文 松浦武四郎の人的ネットワークに関する一考察

論文 自分との関わりから社会的判断力を育成する小学校社会科政治学習

論文 中部国際空港開港に伴う名鉄常滑線沿線地域の空間的変容

論文
日本の社会科教育におけるイギリスのシティズンシップ教育の視点の導入に関する一考察

－日本とイギリスの目指す市民像の比較を通して－

論文 アパレルネットショッピング利用における購買意図の研究　　－三重県大学生を対象にした実証分析－

論文 日本統治期台湾における味方蕃の組織とその動向　　－第一霧社事件後を中心として－

論文 清代上海における善会と遺体処理事業

論文 三重県伊賀市における芭蕉コンテンツの活用形態

論文 丹羽長秀の領国支配に関する一考察

論文 レジ袋有料化による環境意識の差異　　－スーパーとコンビニを比較して－

論文 デューイの教育思想を踏まえた教材の設定　　～知識と経験の二元論を克服するための社会科学習～

論文 消費抑制意欲とプライミングが消費行動に与える影響の調査

論文 日本におけるアニメオタク像の転回　　－海外におけるアニメへのイメージの視点から－

論文 生類憐み令から見る藤堂藩

論文 三重県内における準要保護児童の現状と課題　　－経済的視点による教育機会の均等のために－

論文 対称な図形の指導に関する実践的考察

論文 学校数学における論理的思考の育成に関する一考察

ゼミナール 変分法を用いた日常生活における自然現象の幾何学的考察

論文 代数学原論

ゼミナール 変分法を用いた日常生活における自然現象の幾何学的考察

論文 一次方程式の指導に関する実践的考察

ゼミナール 石鹸膜を用いた最短経路の考察

ゼミナール 複素解析の基礎

論文 代数学原論

ゼミナール 変分法を用いた日常生活における自然現象の幾何学的考察

ゼミナール 石鹸膜を用いた最短経路の考察

論文 正比例関数に関する実践的考察　　～かけわり図から面積図そして正比例関数へ～

ゼミナール 石鹸膜を用いた最短経路の考察

論文 長さ・広さ・かさの指導に関する実践的考察　　－特に長さを中心として－

ゼミナール 複素解析の基礎

論文 代数学原論

学校教育教員養成 ゼミナール ハート型のタピオカの全曲率の研究

論文 代数学原論

ゼミナール 複素解析の基礎

ゼミナール 複素解析の基礎

論文 Scratch を用いた小学校低学年向きパソコン操作向上のための授業実践

論文 重回帰分析を用いた世界の幸福度に寄与する要因の分析

論文 女性就業率に影響する要因の分析

論文 初級アルゴリズムの学習を目指したScratch及びJavaScriptを用いる教材開発と授業実践

論文 Scratchを用いたローマ字＆英単語学習教材の開発と実践

論文 幼稚園児と小学校６年生に対する年代別ICT授業実践

令和元年度　卒業研究題目一覧

数学教育・情報

教育

(数学教育専攻)

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 タブレットを用いた音声利用及び複数回答が可能な聴衆応答システムの開発と実践

論文 ロジスティック回帰を用いた心筋梗塞の要因分析

論文 学力向上における要因分析

論文 犯罪に影響する要因の重回帰分析

論文 学力向上における要因分析

論文 小学１年生向けScratchお絵描き授業実践とその改良

理科教育 論文 土壌細菌のセルロース分解酵素生産調節メカニズム

論文 望遠鏡観察における子どもの反応と学習環境の調査

論文 下部中新統一志層群におけるリュウグウハゴロモガイ科二枚貝２種の殻形態と分類

論文 細菌の小胞生産と、セルロース分解速度上昇効果

論文 社会問題の統計データ解析

論文 切り花を用いた生物の構造と機能に関する授業づくり

論文 下部中新統一志層群におけるリュウグウハゴロモガイ科二枚貝２種の産状と生息環境

論文 三重県総合博物館の自然観察林の森林動態

論文 三重県におけるイヌビワの性比の地理変異

論文 天文分野における韓国と日本の初等教育の比較

論文 消化酵素の働きを定量的に評価するための教材の開発

論文 生物の電気応答測定を取り入れたSTEM教育プログラムの開発

論文 ガンと免疫系の相互作用を題材とした高等学校生物教材の開発

論文 ドローンを活用した河川教育教材の開発

論文 野球のボールとバットの反発に関する研究

論文 物理シミュレータAlgodooを用いた教材開発

音楽教育 論文 歌唱授業におけるパフォーマンス評価の教育的意義

作曲 Primavera for flute, violoncello, piano

演奏 F.Schubert  Sonate fúr Klavier Nr.21 B-dur D 960 4 satz.

演奏 R.Schumann Faschingsschwank aus Wien Op.26 Scherzino, Intermezzo, Finale

演奏 L.v.Beethoven  Sonate für Klavier Nr.23 "Appassionata" f-moll  Op.57 1satz.

演奏

・誰かがちいさなベルをおす（「愛する歌」より）　やなせたかし作詞・木下牧子作曲

・なにかが、ほら　能祖将夫作詩・木下牧子作曲

・鷗　三好達治作詩・木下牧子作曲

演奏 C.Debussy L'Isle joyeuse

作曲 Butterfly Suite

演奏

・Storiella d'amore      A.Ghislanzoni 作詞・G.Puccini作曲

・Signore, ascolta !  (Liú 役、Sop.) [Opera：TURANDOTÌ G.Puccini

・Tu, che di gel sei cinta (Liu 役、Sop.) [Opera：TURANDOT] G.Puccini

美術教育 制作 猫をモチーフとしたモザイクアートの研究・制作

制作 混合技法による心象表現の研究

制作 彫刻表現における物語性についての研究

学校教育教員養成 制作 水性絵の具による絵画表現の研究

制作 植物をモチーフとした水彩画の研究

制作 人の表情をモチーフとした平面デザインの研究と制作

制作 絵本デザインの研究と制作

保健体育
論文

生活習慣病予防のための Social Network Service を利用した歩行支援

－マイクロインフルエンサーを用いて－

論文 集団的鬼遊びにおける質の高まりに関する一考察　　－「個人作業の協同化」を観点として

論文 捕球・投球動作におけるリズムを用いた指導について

論文 野球におけるチャンスに強い打者の心理的特徴についての一考察

論文 スポーツウェアの色彩が運動パフォーマンスに及ぼす影響

論文 バスケットボールにおけるレイアップシュートの指導法について　　－運動リズムに着目して－

論文 履き物の違いによるアウターソールのすり減りと歩き方の関係

論文 短距離走動作の改善に関する基礎的研究　　－シザーズスキップについて－

論文 リズムダンスにおける運動の世界への参加過程に関する事例的考察

論文
女子大学生における身体活動量増加を目指した運動プログラムの影響

－三重大トリムトレイルコースを用いて－

論文 短距離走の指導法に関する基礎的研究　　－上肢の動きに着目して－

論文 音楽聴取が運動パフォーマンスの正確性に与える影響

論文 歩行とアウターソールの関係

論文 チームルーティンが試合に及ぼす影響

論文 野球の打撃動作の指導に関する基礎的研究　　－グリップの握り方に着目して－

論文 スポーツオノマトペが動作の正確性に与える影響

論文 中年期の運動習慣化を目指したバドミントンイベントの効果

論文 電気刺激による農作物の収量改善に関する研究

論文 中学校技術科における安全性を考慮した設計教材の提案

論文 落下衝撃を受ける半導体用高分子材料の動特性評価

論文 教科横断的な視点に基づいた情報技術に関する教材開発

論文 人型ロボットを使った小学校段階におけるプログラミング教育の実践

論文 中学校技術科教育における３Dプリンタの活用に関する研究

論文 中学校技術科材料加工におけるアイディア活用を取り入れた設計学習の実践とその評価

論文 生活科での楽器づくりを通して気付きの質を高める授業の提案

論文
伝統的な技術に係る見方・考え方を働かせた中学校技術科における材料と加工の技術に関する授業の

研究

家政教育 実験 カツオの加熱調理におけるアンセリン含有量の変化

論文 成年年齢引き下げにともなう消費者教育の課題と提言

実験 科学的思考を育む調理実験プログラムの開発

技術・ものづくり

教育

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

家政教育 実験 甘味および塩味調味料添加メチルセルロースのレオロジー特性

実験 物理的および感性的評価による成人男性の体型分類をもとにした衣服選択の情報提供

実験 タピオカ澱粉およびコーンスターチ糊液の特性に及ぼすアルカリの影響

実験 物理的および感性的評価による体型分類をもとにした男女別の衣服選択における情報提供

実験 試着シミュレーションを用いた衣服選択の支援　　－年代別におけるデザイン服の関係抽出－

論文 高等学校家庭科における科学的リテラシーを育成する授業提案

論文 子育ての視点から考える大学生の職業選択

論文 若者の野菜摂取推進に関する研究

実験 試着シミュレーションを用いた衣服選択の支援　　－体型を含むデザイン服の適合性抽出－

実験 高ｐHにおけるサゴ澱粉の糊化・老化特性

論文 大学生アスリートに対する食意識改善プログラムの有効性

英語教育 論文 A STUDY OF POLYSEMOUS WORDS

論文 A STUDY OF E. A. POE'S "THE FALL OF THE HOUSE OF USHER" : BEAUTY AND DEATH

論文
A STUDY OF JOAN G. ROBINSON'S WHEN MARNIE WAS THERE

: ANNA'S SPIRITUAL REBERTH

論文
THE SIGNIFICANCE OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING AT ELEMENTARY

SCHOOL

論文 HOW TO TEACH ENGLISH FOCUSING ON THE IMPORTANCE OF ITS ACTUAL USE

論文 THE RATIONALE OF TEACHING ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL

学校教育教員養成 論文 A STUDY OF LIFESTYLE OF NORDIC PEOPLE AND MINIMALIST

論文 A PRACTICAL USE OF AFFIXES FOR ENGLISH TEACHING AT SECONDARY SCHOOL

論文 A STUDY OF E. A. POE'S "WILLIAM WILSON" : THE TREATMENT OF CONSCIENCE

論文 COMPARISON BETWEEN JAPANESE SHAME AND FOREIGN SHAME

論文
THE GROUNDED ABILITY NECESSARY FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHER IN

INTERCULTURAL EDUCATION

論文 HOW TO TEACH ENGLISH EFFECTIVERY WITH ALTS AT ELEMENTARY SCHOOL

特別支援教育 論文 特別なニーズを必要とする幼児に対するクラスワイドな視点に基づいた支援方法の検討

論文 うた遊びを用いた保育による聴覚障害児の言語理解の促進

論文 性的マイノリティの人々のカミングアウトストーリー

論文 児童養護施設における養育者と入所幼児の愛着形成について

論文
知的障害のある児童への人間関係の形成に関する教育や指導

　-特別支援学級と特別支援学校における特性の比較研究-

論文 小学校の給食におけるニーズの多様化とその課題についての検討　－調理方式の違いに着目して－

論文 読み書きに困難を持つ子どもへの支援について

論文
日本の自動虐待リスクアセスメントについての検討

－米国のStructured Decision Making Model (SDM)と比較して－

論文
教師による子どもの行動と情緒の評価と児童の自尊感情の変化

－自動心理治療施設在籍児童を対象として－

論文 超重度障害児の外界環境の受容に関する研究

論文 とこわか大会を通した障害者スポーツの拡充・振興　　－学生ボランティアに焦点を当てて－

論文 特別支援学校小学部における修学旅行の実態調査

論文 公立小学校と特別支援学校における知的障害のある児童への指導の状況や教員の意識に関する研究

論文 極端に対人関係に不安・回避症状を呈する人に関する精神医学的分析

論文
入院中の子どもたちに対する専門職種による支援内容の検討

－チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)へのインタビュー調査－

論文 音楽教育にろう文化を取り入れる可能性について　　-ろう者からみた音楽-

論文 食物アレルギーをもつ子どもへの担任教師の対応について　　－給食の配膳から片付けまでに焦点を当てて－

論文 知的障害のある生徒の就職と職場定着に向けた特別支援学校と関連機関の連携に関する研究

幼児教育 論文 子どもの遊び場の実態と今後のあり方に関する研究

論文 乳幼児は感情をどのように表現しているのか

論文 子育て支援センターのあり方と課題についての研究　　－母親同士の関係づくりを中心に－

論文 幼児における同調行動　　－「不安の低減」および「同調の目的」に着目して－

論文 津市内の保幼小連携の実態と課題に関する研究　　－津市の実情に合わせて－

論文 幼児は絵本に描かれた空想世界をどのように理解しているのか

論文 人前で泣くことに対する恥ずかしさの発達

論文 保育者のはたらきかけに対する自閉症児の応答　　－前言語的手段を用いた拒否の場面に着目して－

論文 ものを集める子どもの心理　　－人はいつから意識的にものを集めるようになるのか－

論文 ２歳児クラスにみられるふり遊びの種類とその共有　　－虚構の世界への広がりに注目して－

学校教育 論文 男女区別のボーダーライン

論文 地域を基盤とした子ども・保護者を支える体制

論文 コミュニティ・スクールにおける教職員の働き方

論文
道徳教育における「愛国心」の位置付けについての一考察

－修身・「道徳の時間」・「特別の教科道徳」の変遷に着目して－

論文 ｐ４ｃを活用した道徳の授業　　－教師の働きかけに着目して－

論文 学童保育の遊びにおける子ども同士の関係づくり

論文 「対話的な遊び」の実現に向けた小学校理科の授業づくり　　－タブレットPCの活用を通じて－

論文 確かな学力に繋がるグループ学習

論文 日本におけるインクルーシブ教育についての一考察　　－モンテッソーリ教育の可能性に着目して－



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目

学校教育 論文 いきいきと学ぶ授業におけるアニマシオンの意義

論文 幼児教育における「褒め」についての考察　　－参与観察とインタビューをもとに－

論文
大学生のパーソナリティーが友人関係における自己切替に及ぼす影響について

－自尊感情に焦点を当てて－

論文 ソーシャルサポートが過去の失恋体験に対する意味づけに与える影響

論文 マイクロフローとパーソナリティおよび心理的 well-being の関連

論文 教師からの期待の受け止め方に影響を及ぼす要因の検討

論文 海の景観がノスタルジアをもたらす要因についての検討

論文 不完全情報タイプのゲーム場面における欺瞞行為の許容に関する心理学的研究

論文 後悔の低減と,後悔に対する意味づけ・教訓化について　　－気そらしと反すうの観点から－

論文 障害のある子どもの母親の乗り越えプロセスについて　　－喪失体験と自責の念に焦点を当てて－

論文 BGMと楽観性が作業に及ぼす影響

論文 大学生の死に対する態度と時間的態度・幸せへの動機づけの関連

論文 集団内の役割期待が自己呈示行動に与える影響

人間発達科学 人間発達科学 論文 承認欲求とSNS上の行動の関係

日本語教育 論文 学業におけるテスト失敗場面の学習意欲低下について

論文 日本語間接受身文と中国語「被」構文の対照研究

論文 日本語習得のための学習方法が日本語習得定着度に及ぼす影響　－重回帰分析の手法で分析する－

学校教育教員養成


