
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 漫画『進撃の巨人』における文字表現の特徴　～オノマトペに焦点をあてて～

論文 幼少接続の観点から考える絵本を活用した国語科教育に関する研究
論文 『古今和歌集』における女性と花の見立てについて　－擬人化表現を中心に－
論文 速書きと平仮名字形の乱れとの関連性について　～大学生に焦点を当てて～
論文 ドラマの広告ポスターにおける文字表現の日韓比較
論文 「異類婚姻譚」における「別れ」の悲劇性について
論文 文構造の把握能力に着目した中学生の読解力の現状とその向上に関する考察
論文 小学校国語科における再読に関する研究
論文 上代文学における動物神について　－山の神を中心に－
論文 『枕草子』における琵琶描写の特徴とその背景について
論文 国語科における漫画の教材価値に関する研究
論文 雁塔聖教序の書法に関する研究　－孔子廟堂碑と比較して－
論文 五木寛之『冬のひまわり』における鈴鹿の象徴性
論文 羽田圭介『スクラップ・アンド・ビルド』論　－祖父との関係を再構築していく健斗とともに－
論文 読書の本質と多様性に関する考察
論文 過疎地域の小規模校における現代的課題と解決の方策
論文 朝井リョウ『何者』論　－－就職活動の構造がもたらした主人公への影響－－
論文 国語科の授業における女ことば・男ことばの意義に関する考察
論文 いとうせいこう『想像ラジオ』を〈震災後文学〉として読む　－死者と生者の関わり方－
論文 Web小説の普及による読者の認識の改善について

社会科教育 論文 内村鑑三の天然観とキリスト教信仰
論文 日本植民地下台湾の国語講習所の受容と普及
論文 『スピリチュアル』を形成する思想

論文
功利的生産性に基づくアイデンティティの脱構築      －－リキッド・モダニティにおけるケアのあり方を
めぐって－－

論文 近世後期における大奥と身分制に関する一考察
論文 仲人よりみた明清期中国における妻の質入れ・売買の慣行

論文
日本語指導が必要な児童と共に学ぶ小学校社会科国際理解教育における教材としての絵本の活用の意義
－－三重県津市を対象地域として－－

論文 四日市市における災害時協力井戸等の分布について
論文 和歌山県那智勝浦町における温泉観光地の特性　－勝浦温泉地域を事例として－

論文
個人的特性がインターネットでの衝動購買に与える影響　－大学生のデータを使ったクロスセクション分
析－

論文
エビデンスに基づく教育のための一実践　   －中学校社会科におけるICTを活用した授業の分析を通して
－

論文
国民保護体制の再構築についての一考察　　－－双方向的アプローチによる安全保障空間の形成に向け
てーー

論文
日本における多様性社会と主体性の現状と課題　   －－多様性の欺瞞の匡正という視点から主体性再構築
のために－－

論文 江戸時代中後期における郷士・豪農層の役割
論文 セイバーメトリクスの観点から見るプロ野球選手の適正年俸
論文 明治後期から昭和中期における木材流通から見た和歌山県新宮市船町の変化
論文 志登茂川におけるマイクロプラスチックの性状特性
論文 整数論に関する考察
ゼミナール 確率の研究　～基本的確率論～
ゼミナール 数学を用いた物理現象の考察
論文 小・中・高等学校を一貫する統計教育に関する研究　－学校間接続を円滑にする授業の考察－
ゼミナール 数学を用いた物理現象の考察
ゼミナール 確率の研究　　誕生日の問題から占有の問題まで
論文 高等学校数学科における課題学習の構築　－主体的・対話的で深い学びを実現するために－
論文 小・中・高等学校を一貫する統計教育に関する研究　－学校間接続を円滑にする授業の考察－
論文 整数論に関する考察
論文 小・中・高等学校を一貫する統計教育に関する研究　－学校間接続を円滑にする授業の考察－
論文 小学校算数科における数 “楽” 実践　　－ゲーム・パズルの教材化－
ゼミナール 数学を用いた物理現象の考察
ゼミナール 数学を用いた物理現象の考察
ゼミナール 確率の研究　　～カルダノの問題から出会いの問題まで～
論文 整数論に関する考察
論文 中学校数学科授業における活用力の分析　－数学的リテラシーに焦点を当てて－
ゼミナール 数学を用いた物理現象の考察
ゼミナール 確率の研究　　～カルダノの問題から出会いの問題まで～
ゼミナール 確率の研究　～基本的確率論～
ゼミナール 数学を用いた物理現象の考察
ゼミナール 確率の研究　　誕生日の問題から占有の問題まで
論文 学力向上における要因分析
論文 サッカーの勝敗要因についての回帰分析
論文 音楽演奏と英語聞き取り学習のScratchアプリの開発と授業実践
論文 コイントスJavaScriptと人工衛星Scratchのプログラミング授業実践
論文 Scratchを用いた地図記号学習と電気利用学習の授業実践
論文 学力に影響する要因の回帰分析
論文 野球の勝敗に寄与する要因の分析
論文 Scratchを用いた国当てゲームプログラミングとJavaScriptを用いた習字練習の授業実践
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課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目
論文 出題文変更可能な学習ドリルと都道府県クイズアプリの開発と授業実践
論文 レジ袋有料化の効果についての回帰分析

理科教育 論文 校庭を活用した小学校における森林の気候緩和機能の学習
論文 空気抵抗力の測定実験
論文 腸内細菌がゼブラフィッシュ不安行動に与える影響
論文 尾鷲市須賀利大池の樹木枯死が湖岸林の動態に及ぼす影響
論文 高校生物「情報の統合」における脳波測定を取り入れた授業開発
論文 津市雲津川の治水を題材としたICT教材の開発
論文 液体の粘度の測定実験
論文 日本産クイチガイサルボウ亜属（フネガイ科二枚貝）の殻形態と分類
論文 イオン液体処理によるバイオエタノール生産過程の抜本的な効率化
論文 大きさ・質量を体感できる立体原子モデルの作製
論文 ドローンを活用した尾鷲市須賀利大池の微地形の解析
論文 アメリカザリガニにおけるセメント腺と卵巣発達の関係
論文 ザリガニの心電図測定を取り入れた高校生物における探究活動
論文 太陽の１日の動きの単元におけるVRゴーグルを活用した際の効果の検証
論文 文学作品における天体の描写を用いた教科横断的授業開発の試み
論文 ナガサルボウAnadara(Anadara) amicula elongata（更新世化石フネガイ科二枚貝）の殻形態と特徴
論文 短周期脈動変光星の測光観測による色と等級の変化に基づく膨張速度の推定
論文 コロナ禍中に対応したオンラインによる自然観察教材の開発

論文
ナカムラスダレハマグリNipponomarcia nakamurai（中新世化石マルスダレガイ科二枚貝）の殻形態と
分類

論文 Pythonを用いた物理シミュレーション
論文 液体の粘度の測定実験

音楽教育 演奏 F. Chopin      Ballade  Nr.4  f-moll  Op.52

演奏
Opera 「Maria di Rohan」 Havvi un Dio che in sua clemenza       G.Donizetti
歌曲集「沙羅」より
　　　　北秋の　　行々子　　占うと　　　　作詞　清水重道　　作曲　信時　潔

演奏 J. Brahms     Sonate für Klavier   Nr.1  C-Dur  Op.1  1Satz
演奏 J. Brahms     6 Stücke Op.118  Nr.1  a-moll  Nr.2  A-dur  Nr.3 g-moll
演奏 F. Chopin      Fantaisie  f-moll  Op. 49
作曲 Trio F dur for Flute, Clarinet in Bb and Piano
演奏 F. Chopin     Ballade  Nr.1  g-moll  Op.23

演奏
J. Brahms     Sonate für Klavier   Nr.3  f-moll  Op.5  1Satz.
J. Brahms     Wiegenlied  Es-dur Op.49-4 (Adaptation pianistique par Alfred Cortot)

演奏
Exsultate jubi late　　　　　　　W.A.Mozart　　作曲
誰かがちいさなベルを押す　　　　やなせたかし作詩　　木下牧子作曲
竹とんぼに　　　　　　　　　　　岸田衿子作詩　　　木下牧子作曲

演奏 F. Liszt   Années de pèlerinage “Venezia e Napoli”  “Tarantella”  S.162/R.10
美術教育 制作 キャラクターによる床面グラフィックのデザインと研究

学校教育教員養成 制作 人物画の表現研究
制作 立体造形における群像表現の研究
制作 自己と全体をテーマにした絵画表現の研究
制作 油彩による人物画の制作と研究
制作 水溶性絵の具による平面デザインの研究と制作
制作 人物画の表現の研究
制作 心情表現をテーマにした絵画表現の研究

保健体育 論文 運動部活動における女性指導者の現状と課題について　－ライフイベントとの両立に着目してー
論文 肥満小児の特徴　－肥満形成に着目して－
論文 幼児期の運動能力の向上に関する研究　ー走動作の変化について－

論文
バスケットボールのシュートの指導法に関する基礎的研究　－女子のボースハンドシュートを対象として
－

論文 大学野球選手における試合中の心理状態に対する勝敗の影響

論文
ポジティブ感情特性およびバーンアウト傾向間における内発的動機づけの媒介的役割　　－大学生女性ス
ポーツ選手を対象として－

論文 スポーツ選手に対する筋力向上を目指した在宅トレーニングプログラムの作成

論文
心理的プレッシャー下でのダーツ課題におけるサイズ知覚とパフォーマンス結果　ー男子大学生を対象
にー

論文 スポーツ価値意識とスポーツバーンアウトの関連性についての研究
論文 新型コロナウイルス感染症流行が小学生の身体活動状況に及ぼす影響
論文 バレーボールにおける異なるブロックジャンプ動作の運動力学的比較
論文 捕球と投球動作の連動について
論文 音楽がダンスの動きに与える影響　～速い曲とゆっくりな曲を比較して～
論文 子どもの身体活動量と体力との関連性における文献研究

論文
集団競技と個人競技の違いがバーンアウトに及ぼす影響　－必要とするソーシャル・サポートの違いに着
目して－

論文 サッカーのキック動作の指導法に関する基礎的研究　－インサイドキックに着目してー
論文 走り幅跳びの指導法に関する基礎的研究　－跳躍の水平速度と跳躍角度の両立を目指して－
論文 リサイクル炭素繊維を原料とした紡績糸繊維強化複合材料の数値シミュレーション技術の開発
論文 映画に関する教育の調査と授業案の構築
論文 児童における「ピクトグラミング」の教材としての有効性と実践方法について
論文 教材開発・分析支援ツールを活用した小学校教科横断的授業の開発

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
論文 中学校技術科において社会的スキルを高める授業の研究　－反転授業を取り入れた学習を通して－
論文 半導体用高分子材料の耐衝撃性能試験法の開発
論文 服地の風合いの表現に関する研究
論文 360度カメラを用いた効果的なオンライン授業の構築に関する研究
論文 小学校における地震に対する防災・減災のための教材開発に関する研究
論文 学びの主体性を高める中学校技術科の導入授業に関する研究

家政教育 論文 高等学校家庭科教科書における家庭経済領域の日米比較
論文 グリーンウォッシュに対する消費者の実態と解消への手立て
論文 利用規約の実態と消費者教育の手立て
実験 糖類および糖アルコール添加こんにゃく粉水懸濁液のレオロジー特性
論文 保温パック調理の保存性について
論文 C to C-EC 古着市場におけるトラブルの未然防止策の提言
論文 三重県における郷土料理の伝承について
実験 コーンスターチの糊化・老化特性に及ぼす糖添加方法の影響
実験 キサンタンガム系とろみ調整食品のレオロジー特性

論文
中学校技術・家庭  家庭分野「衣服の手入れ」における手続き的知識の理解を促すプログラミング教材の
開発と評価

論文 中学校家庭科「食生活領域」の授業におけるICT活用
論文 高齢者の買い物難民問題と支援への言及
論文 オンライン料理教室の食育効果

英語教育
論文

EXPLORING ACTIVITIES TO DEEPEN INTERCULTURAL UNDERSTANDING IN ELEMENTARY
SCHOOLS

学校教育教員養成 論文 THE USE OF AUDIO MATERIALS IN ENGLISH TEACHING AT ELEMENTARY SCHOOL
論文 A STUDY OF CULTURE AND EDUCATION IN FINLAND BASED ON SISU

論文
A STUDY OF ECONOMIC ACTIVITIES BASED ON THE POLYSEMY OF ENGLISH COMMERCIAL
VOCABULARY

論文
DEVELOPMENT AND EFFECTIVENESS OF A TABLET GAME FOR ENGLISH VOCABULARY
LEARNING

論文 DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN ENGLISH AND BRITISH ENGLISH IN GRAMMAR

論文 DEVELOPMENT AND EFFECTIVENESS OF AN APPLICATION FOR LEARNING ENGLISH SPELLING

論文
THE EFFECTS OF SHORT-TERM STUDY ABROAD PROGRAMS ON JAPANESE UNIVERSITY
STUDENTS

論文 FACILITATING COLLABORATIVE AND AUTONOMOUS LANGUAGE LEARNING IN ETANDEM

論文
AN AFFORDANCE-BASED APPROACH TO TEACHING ENGLISH SPEAKING AT ELEMENTARY
SCHOOL

論文 INTERCULTURAL EDUCATION WITH THE USE OF NATIONAL FLAGS AT ELEMENTARY SCHOOL
特別支援教育 論文 特別支援学校における知的障害のある生徒への外国語科の活動の状況と課題に関する研究

論文 読み書きに困難のある児童の学習支援について
論文 知的障害のある児童生徒の自己表現・自己肯定感につながる制作・発表活動についての検討
論文 きょうだいへのインタビューを通した障害理解教育の検討

論文
障害のある子どもと関わる教員は自然災害にどのように向き合うべきか　－東日本大震災を経験した教員
の聞き取り調査から－

論文
Ａ小学校通級指導教室における現状と今後の展望　　－通級指導教室担当・Ｂ教員へのインタビュー調査
を通して－

論文 通級指導教室におけるひらがな読み書き指導　－教員へのインタビュー調査を通してー
論文 医療的ケア児の訪問教育における同時双方型の授業づくりについての検討

論文
自閉症スペクトラム幼児が要求行動を適切に表現することができるための条件と関わり手の支援のあり方
に関する研究

論文 性別違和当事者の自己受容に関する質的調査

論文 教育支援センターにおけるメンタルフレンドの役割
論文 就労継続支援Ｂ型作業所利用者のワーク・ライフ・バランスについて
論文 特別支援学校高等部における進路指導に関する研究
論文 児童養護施設退所後の自立支援についての検討　－施設退所者へのインタビュー調査を通して－
論文 放課後等デイサービスにおけるプログラム活動と支援員の関わりに関する研究

論文
特別支援学校を卒業後１年目の知的障害のある利用者が就労継続支援Ｂ型において抱える職場での困難と
その支援について

論文 ライフストーリーを用いた障がいのある子どもの親の葛藤・不安に関する研究
論文 知的障害のある方の自立した生活に向けた保護者の将来への困り感や相談支援の状況に関する調査研究

幼児教育 論文 子どもの生活習慣の獲得における家庭との連携のあり方
論文 乳幼児の子育てにおける保護者のSNS利用実態と今後のあり方
論文 幼児における人形とぬいぐるみの遊び方の違い
論文 アニメキャラクターの扮装物に対する幼児の認識

論文
屋外においてどのようにして子どもは遊びを生み出すのか　　～自然材を用いた遊びを楽しむ子どもの姿
に着目して～

論文 子どもの怖い絵本を楽しむ心理
論文 いざこざ終結までのプロセスがその後の子ども達にどのような影響を与えるか
論文 保育現場における外国籍保護者への支援の在り方について
論文 保育所保育士による父親への子育て支援

技術・ものづく
り教育



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目
学校教育 論文 現代に求められる子ども主体の教育　　～ドルトン・プランの実践に焦点を当てて～

論文 いじめと居場所の関連に関する検討　　－学校における居場所づくりのために－
論文 発言が苦手な児童の学習の可能性を広げる授業　　－タブレットの活用に着目して－

論文
日本語指導が必要な児童生徒への教育支援法についての一考察　　－「教科・母語・日本語相互育成学習
モデル」に着目して－

論文 教科の枠を超えた深い学びを創る　　～「総合的な学習の時間」に着目して～
論文 不登校の親の会における参加者間の関係　　－対等性に関する主催者の認識に焦点を当てて－
論文 子どもの問題をめぐる教師と保護者の関係　　－子どもと保護者に関して教師は何が見えるのか－
論文 小学校外国語教育に関する校内研修プログラムの考察　　－韓国の遠隔教員研修を手掛かりに－
論文 恋愛経験の有無と恋愛志向性が異性に対する対人葛藤時の対処方略に及ぼす影響
論文 コロナ禍における不本意入学者の大学適応までのプロセス　　－諦めに焦点を当てて－
論文 仮想的有能感及び教師への信頼感が学業的援助要請スタイルに与える影響
論文 成果につながらなかった努力経験を大学生はどのように捉えるか

論文
半構造化インタビューから読み取る若者における恋愛関係の構築に関する質的研究　　－LINEトークと
絵文字使用に着目して－

論文 LINEグループにおけるコミュニケーション構造と満足度
論文 学習の習慣化におけるアプリケーションの効果
論文 強み介入が中学生の本来感と自己受容に与える影響
論文 課題遂行における他者の課題遂行成績の役割　　－良性妬みに着目して－
論文 コロナ禍での外出行動メカニズムの解明　　－罪悪感と文化的自己観に着目して－
論文 大学生におけるアサーションと居場所感及びストレス反応との関連

論文
怒りに対するネガティブな認識の変容を促すアンガーマネジメントプログラムの効果　　ーーセルフプロ
セスレコードとロールレタリングを用いてーー

学校教育教員養成
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