
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 小学校国語科における翻訳教材に関する研究

論文 北牟婁地方の方言の現在　～用法と使用意識の変化に焦点を当てて～

論文 硬筆文字練習教材における目指す文字の方向性　－小学校教科書との比較ー

論文 『宇治拾遺物語』の特徴　ー笑いを中心にー

論文 学校教育における筆順指導の有効性とその指導法に関する一考察

論文 堀辰雄『奈穂子』論　－奈穂子が獲得した「新しい人生の道」－

論文 国語科における郷土教育に関する研究

論文 『新古今和歌集』恋歌における体言止めの効果　－「月」「空」の描写からー

論文 『とりかへばや物語』における〈月〉と主人公きょうだいの関係について

論文 『十訓抄』の作者について

論文 中学校書写における行書学習に関する一考察

論文
中学国語科書写における芸術的な表現の取り組み　～高等学校芸術科書道「漢字仮名交じりの書」へのつ

ながりを目指して～

論文 公共図書館の教育的活用に関する研究

論文 多気町旧勢和村における方言について　－談話レベルからみる一考察－

論文 内田春菊『ダンシング・マザー』からみる虐待を取り巻く諸問題

論文 国語教育におけるICT機器の活用に関する研究

論文 灰谷健次郎『兎の眼』における女性教師像について　－ワーク・ライフ・バランスを視座にして－

論文 小学校における読書習慣形成に関する研究

論文 ファッション雑誌における文字表現の比較－『non-no』と『MEN’S NON-NO』について－

論文 移住者の家族におけるアクセントの実態

論文 『土佐日記』の亡児追懐について

社会科教育 論文 治外法権撤廃前後における満州国警察の性格変化

論文 織田政権における流通支配

論文 中近世移行期の近江菅浦における年貢制度と自治

論文 奈良県東吉野村における移住者の居住地選好

論文 地域活性化への当事者意識を育む小学校社会科水産業学習　～南伊勢町の取り組みを事例として～

論文 ユニバーサルデザインの観点を生かした小学校社会科授業

論文 自殺は道徳的に認められるか

論文 1930年代上海都市形成とパブリックバンドの変遷

論文 環境倫理と環境教育

論文 大学生の生活習慣が就職満足度に与える影響に関する実証的研究

論文 中学生のテスト不安による学習行動の先延ばしの抑制に及ぼす要因の調査

論文 波瀬川流域における土地利用と地下水・河川水の水質について

論文 愛知県豊橋市における路面電車を活用したまちづくりの展開

論文 複素関数の理論とその応用に関する考察

論文 中学校数学科「数と式」・「関数」領域に関する研究

ゼミナール 有限体上のある方程式とヤコビ和について

論文 三重県立高等学校入学学力検査数学科に関する研究　－生徒に培うべき資質能力と検査問題－

ゼミナール 有限体上のある方程式とヤコビ和について

ゼミナール 有限体上のある方程式とヤコビ和について

ゼミナール トポロジー：柔らかい幾何学

ゼミナール 有限体上のある方程式とヤコビ和について

ゼミナール トポロジー：柔らかい幾何学

ゼミナール 有限体上のある方程式とヤコビ和について

ゼミナール トポロジー：柔らかい幾何学

論文 小学校算数科における割合の指導法に関する研究　－教具「割合測定器」の活用－

論文 美と数学の関係性について

論文 小学校算数科における除法の指導法に関する研究　－シェーマとしてのタイルの活用－

論文 フ―リエ変換の理論とその応用に関する考察

論文 中学校数学科「数と式」・「関数」領域に関する研究

論文 数学教育におけるメタ認知に関する研究　－高等学校数学科授業での学びの深まり目指して－

論文 小学校１年生児童を対象とした「かず」の概念形成に関する研究　－その指導理論と自主作成教科書－

ゼミナール トポロジー：柔らかい幾何学

論文 移動ロボット、３次元迷路、石取りゲームを題材にしたScratchプログラミング授業実践

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 PISAデータに基づく学力に影響する要因分析

学校教育教員養成 論文 学力に影響する要因の重回帰分析

論文 犯罪率に関わる要因についての回帰分析

論文 巡回経路探索、自動運転車を題材にしたScratchプログラミング授業実践

理科教育 論文 土壌細菌のセルロース系バイオマス分解に重要な酵素の探索

論文 メダカの心電図を活用した授業づくり

論文 国語教材「ホタルの一生」へ自然科学的観点を導入した絵本教材の開発

論文 海の博物館との協働による海洋教育教材DVDの開発

論文 ザリガニにおけるモテるオスとモテないオス

論文 郷土の化石を用いた小学校地質教材開発：一志層群産貝化石を例として

論文 チョークの破壊に関する研究
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課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目

理科教育 論文 性格・学力と関係する腸内細菌の探索

論文 野球のボールとバットの反発に関する研究

論文 Algol型連星系の測光観測による変光周期解析

論文 小中学校におけるオオミジンコの教材化に向けた小規模飼育と観察法

論文 少年・少女向け漫画単行本における月描写についての考察

論文 日本海溝および千島海溝産深海性二枚貝類の分類学的研究

論文 尾鷲市須賀利大池の森林動態特性とシカによる食害

論文 三重県の下部中新統・一志層群大井層における貝殻密集層の産状と成因

論文 治水にかかわる意思決定に焦点をあてたVR（Virtual Reality）教材の開発

論文 イヌビワの性比に関する繁殖コスト仮説の検証

音楽教育 作曲 金管五重奏曲 "Nature"

演奏
・歌劇「Don Giovanni」より　"Vedrai,carino"  W.A.Mozart作曲

・歌劇「Così fan tutte」より　"Una donna a quindici anni"  W.A.Mozart作曲

演奏 F.Liszt   Ungarische Phapsodie   Nr.2  cis-moll

演奏
・La promessa    P.Metastasio 作詞  G.Rossini 作曲

・歌劇「I Puritani」より　"Qui la voce sua soave…Vien,diletto"   V.Bellini 作曲

演奏
L.v.Beethoven  Sonate für Klavier Nr.26 "Lebewohl" Es-Dur  Op.81a

                      2satz.  "Die Abwesenheit"  3satz. "Das Wiedersehen"

演奏 F.Liszt   Der tanz in der dorfschenke  (Erster mephisto-walzer)  S.514 R.181

作曲 無伴奏混声合唱曲集「愛を歌え」

演奏
F.Poulenc  Les Soirées de Nazelles  Variation VI ( Le contentement  de soi)

A.Berg  Klavier sonate  Op.1

演奏 E.Grieg  Klaviersonata  e-moll  Op.7   1satz.  4satz.

演奏 L.v.Beethoven　　Klaviersonata　　Nr.21 C-dur Opus 53 （Waldstein）I.Allegro con brio

美術教育 制作 人物表現における二面性の研究

制作 各種競技スポーツのダイナミズムのグラフィティによる表現研究と制作

制作 油彩における絵画表現の研究

制作 日本の各文学作品から受ける印象を抽象的グラフィックで表現する研究と制作

制作 油彩における絵画表現の研究と制作

制作 暮らしの中に生きる動物彫刻の研究

制作 油彩画における視覚表現について

保健体育 論文 ゴルフスイングの動作分析　－腰の回転、肩の回転に着目して－

論文 主観的・客観的に判断されたアウターソールの摩耗の比較

論文 バレーボール・オーバーハンドパスの指導法に関する基礎的研究

論文 身近な用具を用いたリズム体操の開発

論文 身体活動量を高めるための Social Network Service を利用した効果　－言葉がけに着目して－

論文 ハンディキャップの設定が運動の楽しさに及ぼす影響について

論文 コロナ禍の来学停止期間におけるメンタルヘルス・生活習慣調査　－大学運動部所属の有無による比較－

学校教育教員養成 論文 スポーツ選手に対する在宅トレーニングプログラムの作成

論文 短距離走の指導法に関する基礎的研究　－上肢と下肢の動きの連動性について－

論文 運動時の集中度が運動パフォーマンスに及ぼす影響

論文 「見るスポーツ」が「するスポーツ」に与える影響についての一考察　～観戦方法の違いに着目して～

論文 バスケットボールのゲーム分析　－特定チームにおける勝敗の要因を探る－

論文 短距離走の指導法に関する基礎的研究　－ストライド向上を目的としたスキップ運動について－

論文 40代、50代の人のための自宅トレーニングプログラム作成

論文 部活動におけるスポーツ傷害の原因に関する文献研究

論文 グッズを用いた試合観戦が観戦者に与える影響についての一考察

論文 教員を志望する学生の体型認識　～痩身願望を有する女子学生の健康サポート実践～

論文 ゴール型ボール運動における役割取得過程に関する研究

論文 部活動等におけるスポーツ傷害の要因探索

論文 自動車用樹脂材料の振動特性評価法に関する研究

論文 乱数を用いたπの値を求めるプログラミング教材の開発

論文 技術科教育においてキャリア発達を促す授業の提案

論文 LEDを用いた発光型絵画教材の開発

論文 教科横断的な学びを考慮した手作り楽器教材の提案

論文 図画工作科においてメタ認知の視点から「学びに向かう力」を育む授業の提案

論文 落下衝撃を受ける半導体用高分子材料の粘弾特性を考慮した動的挙動解析手法の開発

論文 地域教材を活用して技術科の見方・考え方を育成するカリキュラムモデルの構築

論文 Music Blocks を用いた簡易作曲のプログラミング教材の開発

家政教育 論文 服の寿命の実態と長命化への手立て

実験 澱粉中のアミロースおよびアミロペクチン鎖に及ぼすｐHの影響

実験 衣服の購入と愛着から見る衣生活スタイルの特徴抽出

論文 家庭科教育における食情報の選択に関する指導方法

論文 地域における中学生と高齢者の協働に向けた学習の課題と提言

論文 食生活分野における防災教育について　－現状分析及び保温パック調理の保存性の検討ー

実験 高ｐHにおける小麦澱粉の糊化・老化特性

実験 衣服の購入と着替えの現状から見る衣生活スタイルの特徴抽出

実験 衣服の購入と廃棄から見る衣生活スタイルの特徴抽出

実験 三重県産セミノール果汁の肉のマリネ処理への利用効果

実験 ショ糖添加コーンスターチの糊化・老化特性

論文 新型コロナウイルスの影響から見る育児ネットワークの再構築

技術・ものづくり

教育



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目

英語教育 論文 A STUDY OF POLITE EXPRESSIONS IN ENGLISH

論文 A STUDY OF GERUNDIVE AND INFINITIVAL CONSTRUCTIONS

論文
HOW TO TEACH ENGLISH AT ELEMENTARY SCHOOL FROM A VIEWPOINT OF CROSS-

CURRICULUM LEARNING

論文
TEACHING FOOD CULTURE IN ENGLISH CLASS IN JUNIOR HIGH SCHOOL AS INTERCULTURAL

EDUCATION

論文 A STUDY OF PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS

論文 THE ROLE OF SELF-ESTEEM IN LEARNING ENGLISH

論文 THE USE OF PICTURE BOOKS FOR YOUNG LEARNERS OF ENGLISH

論文
A METHOD OF TEACHING ENGLISH WORD ORDER AT ELEMENTARY SCHOOL : WITH SPECIAL

FOCUS ON SVO CONSTRUCTION

論文 THE RECREATION OF SCROOGE IN DICKENS'S A CHRISTMAS CAROL

論文 A STUDY OF HEROES IN AMERICAN COMICS

論文
A STUDY OF TEACHING WORDS IN ENGLISH USING AUDIOVISUAL MATERIALS AT

ELEMENTARY SCHOOL

論文 A STUDY OF PHRASAL VERBS IN ENGLISH

論文 A STUDY OF ENGLISH EDUCATION IN MALAYSIA

特別支援教育 論文 キャリア教育の将来的展望　－若年者の雇用問題と精神障害に焦点を当てて－

論文 特別支援学校における知的障害のある生徒の就労に向けた社会性の成長に関する研究の動向と課題

論文 エピソードから考える子ども支援に求められること

論文 障害者と健常者が感じる当たり前の認識の差

学校教育教員養成
論文

発達障害のある児童や気になる子の放課後活動の場での他者との交流や支援に関する研究　－放課後児童

クラブ及び放課後等デイサービスへのインタビュー調査から－

論文 学校嫌いについての現象学的視点を用いた検討

論文 児童自立支援施設における夫婦小舎制のあり方に関する一考察

論文 読み書きに困難を持つ子どもに対する指導について

論文 重症心身障害児を育てる家族の思いと幸せの捉え方に関する研究の動向と課題

論文 発達性ディスレクシアに関する文献考察と児童への支援の検討

論文 社会的コミュニケーションに困難を持つ発達障害のある方の夫婦関係に関する研究

論文 同種の行動が障害に起因する場合とそうとは捉えられない場合の印象の違いについて

論文 訪問での介護従事者を対象とした知的障害のある方との関わりに関する調査研究

論文 コミュニティ内の他者の望ましいはずの行動に不快感を持つ理由の調査

論文 人権教育の現状と課題　－体験的な学習に焦点を当てて－

論文 我が国における障害者スポーツの歩み　－三重とこわか大会開催に向けて－

論文 自閉スペクトラム症児における表情理解の支援にういて

論文 遠隔状況における肢体不自由者とのコミュニケーション　－文通等による事例的検討－

論文 太平洋戦争映画にみる人種　～日米双方の視点で描かれた映画を題材に～

幼児教育 論文 幼児の片付け行動と保育者の援助

論文 家庭における絵本の活用と子どもに与える影響　～しつけや教育に注目して～

論文 乳幼児期における子どもと保護者のスマホ利用の実態と支援の在り方について

論文 子どもの環境と騒音問題　～松阪市の実態と課題～

論文 幼児期から児童期にかけての話し合い活動に関する研究

論文 保育園での給食中の子どもたちのやりとり　－食事への態度や社会的側面への影響－

論文 子どものうそを大人はどのように判断するか　－「知っているのに知らない」といううそに着目して－

論文 保育者は悩みをどのように捉えていくのか　～対応が難しい子どもに焦点を当てて～

論文 子どものサンタクロース信念の発達プロセス

論文 父親の育児を推進するために必要な要因

論文 多文化の子どもの教育の研究　－日本の現状分析と国際比較－

学校教育 論文 通常学級における子ども達への支援についての考察　－四日市市の通級指導教室の実践に着目して－

論文 学校におけるボランティア活動に対する意義に関する研究

論文 教師と保護者の信頼関係構築へのあり方　－連絡帳の記述内容を基にして－

論文 子どもの主体性を引き出す教師の「ゆさぶり」

論文 読書が苦手な児童生徒に効果的な読書活動の在り方

論文 学校給食における共食の意義と現代的課題

論文 子どもたちのつながりを深める学級文庫の役割に関する研究

論文 日本の歴史教育が形成する歴史認識についての一考察　－ドイツとの比較を軸として－

論文 小学校における哲学対話に関する一考察　－探求の共同体という視点から－

論文 児童の居場所を保障する対話的な学びの実践

論文 子どもの日記における教師に対する読者意識の意義と課題

論文 他者理解がアイロニーの受け取りやすさに及ぼす影響について

論文 親への愛着が友人関係における愛他行動に与える影響　－共感性に着目して－

論文
学生ボランティアの関わりが中学生の学校適応に与える影響　－校内適応指導教室に通室する生徒の自己

主張に着目して－

論文 大学生の自称詞と大人になることへの意識の関連

論文 学習者の対人的志向性とオンライン授業形態に対する受容度との関連

論文 対人関係と痩身願望が目標志向性を介してダイエット行動に与える影響



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目

学校教育 論文 プライバシー・パラドックスの実態解明　－Instagram に着目して－

論文 同性愛者に対する受容感について　－社会的受容感と個人的受容感に及ぼす要因の検討－

論文 ライブ・コンサートの経験価値とファンの度合いの関係

論文 色彩が及ぼす景観印象について　－大門商店街に着目して－

人間発達科学 日本語教育 論文 若者言葉の使用実態に関する一考察　－大学生の男女差を中心にー

学校教育教員養成


