
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 論文 『和泉式部日記』における「手紙」  

論文 大岡　昇平　『野火』論
論文 川端康成論
論文 安部公房研究
論文 論理的思考力を育てる説明文指導の研究―複数の教材の比較検討を通して―
論文 小学校における話し合いの学習指導に関する研究
論文 国語科の教科書における文章以外の情報がもたらす効果に関する研究
論文 『竹取物語』における語源について
論文 『大鏡』の歴史解決―時代の変遷を語る「未来」からの視点―
論文 学習漢字についての研究～中学校学習漢字の基本度調査～
論文 『橋立の本地』における異界性
論文 文学作品における児童・生徒の読みを読み解く視点
論文 『蜻蛉日記』の兼家像
論文 文学作品の読みにおけるオノマトペの意義についての考察
論文 村上春樹研究
論文 児童の日記・作文の考察ー童の生活認識・表現との関わりー
論文 夢野久作「少女地獄」論

社会科教育 論文 沿岸域における海底地下水湧出と生物分布
論文 働く女性と子どもに関する法律について
論文 豊田市における降水に含まれる化学物質の濃度分布に関する研究
論文 社会構成主義的アプローチに基づく小学校社会科授業実践
論文 海底湧水と貝の分布の関係
論文 消費者保護に関する法律制度
論文 近世における鳥羽藩の財政難と村社会
論文 社会科ディベート学習の意義と可能性
論文 プラトン『饗宴』における愛の到達点
論文 トヨタの経営に関する考察
論文 ハザードマップを用いた被災状況予測に関する地理学的研究
論文 幕末から明治における本陣に関する一考察-熱田宿を例に-
論文 各国の教育政策の比較に関する研究

数学教育 ゼミナール 位相群の基礎
ゼミナール 力学と微分方程式
ゼミナール 現代数学から見るユークリッド幾何

平成２２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 ゼミナール ヒルベルトの公理にもとづく初等幾何

論文 現代整数論への古典的入門
ゼミナール 力学と微分方程式
論文 現代整数論への古典的入門
論文 現代整数論への古典的入門
論文 現代整数論への古典的入門
ゼミナール 位相群の基礎
ゼミナール 力学と微分方程式
論文 現代整数論への古典的入門
ゼミナール 位相群の基礎
ゼミナール 位相群の基礎
ゼミナール 力学と微分方程式

理科教育 論文 理科授業における知識活用の効果
論文 ミヤトコニシキ（中新世イタヤガイ科二枚貝）の形態変異に関する研究
論文 河川を活用した生態教育教材に関する基礎的研究

　 　 実験 生命の存在可能性のある太陽系外惑星のトランジット法による観測
論文 熱力学データベースの構築
実験 簡易Automated Meteorological Data Acquisition Systemの制作と評価
実験 三重大学４５ｃｍ望遠鏡のシステム整備と駆動性能評価
論文 挿し木によるアラカシの増殖方法に関する研究

　 　 実験 磁気浮上コマの作製と教材化
実験 燃料電池の教材化に関する研究
論文 タブノキの種子の発芽に及ぼす温度と鳥による被食の効果
論文 科学教育におけるものづくりの効果

　 　 論文 エネルギー教育教材の開発～学習者に対する認識調査の結果をふまえて～
実験 酸素分圧制御に関する研究
論文 二年結実性カシ類における開花およびシュート伸長パターン
論文 松名瀬海岸におけるＧＩＳを利用した環境教育プログラムの作成
実験 Ｘ線回折法を用いた水素化過程における構造変化のその場測定
論文 アメリカザリガニの青色個体から生じた子孫個体の特徴
論文 教育現場におけるシースルー魚類の活用

音楽教育 演奏 Chopin : Ballade No.1 gmoll Op.23

演奏
Chopin / Sonate No.3 Op.58 Finale
Chopin / Mazurka Op.17-4, op.24-1

 



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

演奏

Giacomo Puccini
1.Sole e amore
2.Se come voi piccina io fossi
3.Quando men vo

  演奏 Franz Liszt / Ballade Nr.2
演奏 Franz Liszt / Venezia e Napoli Ⅲ Tarantella

演奏

Giacomo Puccini
1.Terra e mare
2.Si. Mi chiamano Mimi
3.Donde lieta

演奏

Vincenzo Bellini
・Almen se non poss'io.
・Per pietá, bell'idol mio
・La ricordanza

演奏

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi作曲
・La seduzione
・Sei Ronamze(1845)より　Brindisi
・Sei Romanze(1845)より　Non t'accostare all'urna

演奏
Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr.26 Es-dur `Das Lebewohl' op.81a 2,3 satz.

演奏

Georges Bizet
1.Habanera
2.Sé guedille
3.Chanson bohème

演奏

岡田京子　作曲　/　宮沢賢治　作詞
・春
・風景
・無声慟哭　―春と修羅第一集　「風林」「白鳥」より―

　 演奏
Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr.14 cis moll `Mondshein' op.27 Nr.2 2,3 satz

美術教育 論文 ハンス・ベルメールの球体関節人形を中心にした造形表現の成立についての一考察
制作 ふれあいをテーマにした研究と制作
制作 平面を中心としたグラフィック作品の制作・研究
制作 水彩を中心としたグラフィック作品の研究と制作
制作 油彩を利用した平面作品の研究と制作。
制作 金工の伝統技法の研究及びその技法に基づいた作品制作
制作 写真を中心としたグラフィック作品の研究と制作



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 美術教育 制作 金工技法の研究及びその技法に基づいた作品制作

制作 油彩による絵画作品の研究と制作。
制作 色彩を中心としたグラフィック作品の研究制作
論文 運動技能の形成における関係論的考察

 保健体育 実験 幼児の投動作の研究
実験 野球のバッティングにおける古武術の有効性～股関節のたたみに着目して～
実験 残像メンタルカードの使用によるトレーニング効果について
実験 低酸素環境下での歩行が体脂肪燃焼に与える効果
論文 体つくり運動の研究―Ｇボールを使った運動の効果について―
論文 小学校高学年児童の生活習慣と骨密度及び体組成の関連～健康教育への活用を目指して～
実験 野球のバッティングにおける古武術の有効性～股関節のたたみに着目して～
論文 総合型地域スポーツクラブが地域コミュニティーに与える影響について～成り立ちによる二類型の相互比較から～
実験 残像メンタルカードの使用によるトレーニング効果について
論文 体育学習とイリンクスをめぐる実践的考察
実験 園児の鬼遊びと身体活動量について
論文 アレルギー・喘息症状と日常身体活動状況の関係

技術教育 実験 小学校における工夫を要するものづくりと連携させた知的財産教育
論文 破壊形態を考慮した強度設計に関する中学校技術科教材の開発
論文 ムードルとエクセルを連携させた自己評価システムの開発
論文 「中学校技術科の生物育成技術における飼育と栽培を相互に関連させた教材の開発」
論文 高機能複合材料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
論文 機械構造物の振動・音響特性評価に関する研究
論文 機能性繊維を用いた複合材料の振動減衰挙動の解明
論文 内蒙古師範大学と三重大学におけるベストミックス授業に対する受講者アンケートの分析
論文 ゴルフクラブシャフトの設計段階における材料データベースを活用した振動減衰解析ソフトウェアの開発
論文 中学校技術科のガイダンス的内容において実践的・体験的な学習を取り入れた授業の提案
論文 実際の楽器と連結させたメロディ作成/情報複合教材の開発
論文 トランジスタの増幅作用を理解させる水モデル教材の開発
論文 計測・制御技術の発展過程に視点をあてた学習過程の構築
論文 「中学校技術科の授業において生徒一人ひとりが主体的に学ぶことができる協同学習の研究」

家政教育 実験 猪肉の成分と調理性
実験 こんにゃくゲルのゲル強度に及ぼすアルカリ試薬の影響
論文 小学校生活科に焦点を当てた幼小連携活動の事例研究
論文 栄養教諭による食育指導の研究-地産地消の取り組みに焦点をあてて-
実験 中学・高校における住民参画意識を育成するためのまちづくり学習の検討
実験 中学・高校における住民参画意識を育成するためのまちづくり学習の検討
論文 モノを大切にする心を育む教育



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 実験 中高生の視点からみた居場所づくりにおける公共施設の利用促進に関する研究

実験 「ふなずしの熟成におけるペプチドの生成」
英語教育 論文 THE ANALYSIS OF A COURSE OF STUDY FOR ENGLISH ACTIVITIES

論文 ENGLISH EDUCATION IN JAPAN AND SOUTH KOREA
  論文 EFFECTIVE WAYS OF IMPROVING READING SKILLS IN HIGH SCHOOL ENGLISH CLASSES

論文 TO WHAT EXTENT JOKES ARE IMPORTANT FOR US
論文 A STYLISTIC STUDY OF AMERICAN COMICS:AN ANALYSIS OF THE RETURN OF SUPERMAN
論文 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES CLASSES AT ELEMENTARY SCHOOL
論文 HOW TO USE NURSERY RHYMES IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES CLASSES AT ELEMENTARY SCHOOL
論文 HOW TO USE THE ARTICLES
論文 USING PICTURE BOOKS IN ENGLISH ACTIVITIES AT ELEMENTARY SCHOOLS
論文 EFFECTIVE WAYS TO USE ORAL READING IN TEACHING ENGLISH
論文 HOW TO TEACH THE PRESENT PERFECT IN JUNIOR HIGH SCHOOL
論文 A STUDY OF HOW TO USE EIGO-NOTE IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES
論文 TEACHING LISTENING COMPREHENSION EFFECTIVELY
論文 A STUDY OF BILINGUAL EDUCATION

学校教育 論文 意思決定スタイルと対処方略の関連性-後悔場面における対処方略に着目して-
論文 小幡肇氏の「しごと」実践における書くことの意味
論文 教育委員会の指導主事による学校への指導助言に関する研究～サーバント・リーダーシップに照らして～
論文 授業における児童の他者・対象との関係と学びの関連～ケアリングの関係に焦点を当てて～
論文 燈影学園における「根本の教育」の現代的意義について
論文 自己の興味と他者の触発による学びの発展に関する研究
論文 性の多様性についての学びを通して「自分らしさ」を尊重しあう性教育
論文 教育課程の一領域としての中学校部活動の意義
論文 学校における不登校または不登校傾向の生徒への支援についての研究～S中学校の取り組みの事例を通して～
論文 モノとして存在する学校集団づくりにおけるボンドの研究
論文 授業における子どものつながりに関する研究～森川教諭の実践から～

特別支援教育 論文 自閉症生徒の買い物の指導法についての検討-重度知的障害を伴う生徒の事例を通して-
論文 学習に困難さを持つ児童に対する支援について-読む能力を高める指導を中心に-
論文 辿り着かないミニストップ－大学生活において障害者が感じる心理的負担と必要な支援に関する事例的検討－
論文 重症心身障害児の事物に対する特異的操作の獲得に向けた支援－かかわり手とのコミュニケーションに視点をおいて－

  論文 重度の肢体不自由がある人の外出を妨げる要因に関する一考察
論文 自立生活をしている肢体不自由者のAさんの外出時における様々なバリア
論文 対人関係に困難を抱える児童に対する支援－社会性向上に向けて－

　 　 論文 重症心身障害児のコミュニケーション拡大の支援-就学にむけた社会資源のあり方について-
論文 集団活動・友だちづきあいに困り感がある子どもにおけるソーシャルスキルトレーニングの効果について
論文 知的障がい特別支援学校における居住地校交流の在り方について



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
学校教員養成 特別支援教育 論文 他者からの働きかけによる、子供の行動調整機能に関する一考察

論文 特別支援学校を取り巻く現状－三重県内の今後の課題について－
論文 広汎性発達障害児の行動特徴とその支援について
論文 入院児の復学支援に関する研究動向とその課題

 幼児教育 論文 特別な支援が必要な保育における専門機関との連携に関する調査
論文 幼児期のジェンダーに関する研究―「人を注意する」場面を中心に―
論文 絵本に関する一研究　～五味太郎の世界～
論文 幼児と土山
論文 幼児は自称詞をどのように使い分けるのか
論文 幼児の歌の習得課程に関する一研究―保育者の働きかけに着目して―
論文 すべり台の魅力と多様性
論文 保育士の属性の違いからみる幼児虐待に対する意識と対応
論文 乳児保育における生活の中の歌
論文 学生の幼児期における「うた」の記憶調査
論文 幼稚園で幼児がウサギと接するとき
論文 公立幼稚園の未就園児保育に参加する保護者の意識

情報教育 　 論文 統計データに基づく教育問題の分析
　 論文 病気予防への意識を高める子ども向けソフトウェア「じぶんのからだをまもり隊！」の開発  

論文 未回答者識別可能な匿名アンケートシステムの開発
論文 ＳＮＳの初心者向き入力サポートシステムの開発
論文 人権学習のためのデジタルストーリーテリング紹介ビデオの開発
論文 ｍｏｏｄｌｅを利用したスケジュール調整支援システムについて
論文 算数の指導教材の開発
論文 Ｃ言語学習に関する教材の作成
論文 日本の入浴について学べるＷｅｂサイトの開発
論文 自習支援システムの試作
論文 正準相関分析を用いた経営データの解析
論文 パワーポイントを用いた小学校算数学習支援ソフトウェアの開発
論文 短距離走に関するデータの非線形回帰分析
論文 情報教育とコンピュータへの苦手意識について
論文 ロジスティック回帰における変数変択について
論文 カード社会の問題点
論文 バージョン管理を用いたファイル共有ツールの開発

生涯教育 スポーツ 論文 地域発祥型健康づくりプログラム、くまのウエストメジャーリーグの効果と課題
健康科学 論文 スポーツウェアのファッション化が女性のスポーツ意識に与える影響～ランニングウエアに着目して～

論文 大学生を対象とした生活支援プログラムの作成～運動習慣化を目指して～
論文 中学生の生活習慣が骨密度・体組成に及ぼす影響



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
生涯教育 スポーツ 論文 体育の協同的な学びにおける教師のあり方に関する一考察

健康科学 実験 低酸素吸入が運動パフォーマンスに与える影響
論文 子どもが夢中になる運動遊びの世界づくりに関する一考察
実験 低酸素環境下での歩行が体脂肪燃焼に与える効果
論文 野球独立リーグのチームによる社会貢献に関する一考察～群馬ダイヤモンドペガサスが行うボランティア活動に着目して～

 消費生活科学 実験 大学生を対象とした生活習慣改善プログラムの開発
論文 世帯の多様化と奨学金の意義
論文 働く女性の仕事と家事・育児の両立について
論文 セルフメディケーションから考える消費者教育
論文 キャラクターを使った町おこしに関する研究-「地域指導型」萌えおこし-
論文 女性の労働条件の推移
実験 中高生の視点からみた居場所づくりにおける公共施設の利用促進に関する研究
論文 人々は海外旅行に何を求めるのか

人間発達科学 人間発達科学 論文 自己制御規範が「ふつう」志向と独自性欲求に及ぼす影響について
論文 中学校教師の授業力量形成と同僚性についての研究～研究授業と事後検討会における教師の学びあいに注目して～
論文 自閉症傾向の高い定型発達青年における職業意識
論文 児童期における「あがり」の生起時期とその原因-他者意識と準備不足に焦点をあてて-
論文 協同学習グループ内における親和性とストレスに関する研究
論文 幼児期の「気になる子」に対する保育者の理解及び支援
論文 対人的迷惑行為の抑制要因について-共感性と客観性に注目して-
論文 教師の相互援助関係が職場風土認知と学校活動に与える影響について
論文 異なる自己呈示の露呈場面における気恥ずかしさへの対処行動　―セルフモニタリングとの関連から―
論文 協同作業に対する認識に関する研究-相互独立的自己観と組織コミットメントとの関係性に着目して-
論文 対人場面における失敗の原因帰属が自己効力感に与える影響
論文 母親の母性神話信仰と育児不安によるソーシャル・サポート選好
論文 国際結婚における離婚の要因に関する一考察―文化的なギャップの視点から―

日本語教育 論文 オノマトペ辞典の問題点についての考察～オノマトペ使用例から考える日本語学習者のためのオノマトペ辞典～
論文 相づちとターン交替-日本人会話からわかる特徴-
論文 上級者向け日本語教材としての小説読解の指導について-村上春樹を中心に-
論文 類義語「願う」「望む」「希望する」の意味・用法
論文 日本人大学生と中国人留学生の日本語における敬語意識の比較
論文 台湾における伊沢修二の教育活動の一考察-日本語教育を中心に-
論文 外国人児童の日本語使用の問題点と指導について―助詞を中心に―
論文 友人の呼び名についての研究-呼び名の変化という視点から-
論文 接続詞「なので」の研究
論文 日本語教育におけるオノマトペ―外国人児童の有効な学習のために―
論文 留学生の方言意識―三重大学留学生に対する調査から―



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
人間発達科学 日本語教育 論文 外国人児童向け日本語教科書と教師による行為指示の差について-初期適応支援教室「いっぽ」から普通教室のつながりを目指して-
　 論文 あいまい表現についての研究

修了研究内容 研究題目
論文 医療的ケアを必要とする子どもの就学と教育について
論文 知的障害のある人の自己決定を促進する支援について
論文 自閉症児の親の思いと親が教師に求める支援～高校２年生の自閉症児を育てる母親へのインタビューから～
論文 発達障害児における通級指導教室の役割とその重要性について検討
論文 言葉の発達に遅れがある幼児に対する支援の課題－健診及び療育・保育の現状についての検討－
論文 中学校における特別支援教育の体制作りのあり方について－「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成と活用を通して－

特別支援教育特別専攻科
専攻科
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