
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 「走れメロス」の教材価値についての考察

論文 村上龍研究
論文 『十訓抄』の独自性　－「武士」への視線の比較から－
論文 小・中学校における協同的な学習に関する研究
論文 『沙石集』　－「愛執によりて蛇に成りたる事」考－
論文 小学校物語教材の授業における動作化の効果についての研究　－『おおきなかぶ』を例に－
論文 文学新教材の発掘　－現代の子どもたちの課題に答え得る作品－
論文 小学校国語科におけるメディア・リテラシーの育成に関する研究
論文 中学校における読書指導に関する研究
論文 名詞を修飾する「細かい」と「細かな」の使い分けについての研究
論文 小・中学校における国語科の連携についての考察　－「読むこと」の教材の関連に着目して－
論文 小学校における作文教育についての研究
論文 『伊勢物語』における「あづま」の意義
論文 勧誘文についての研究

社会科教育 論文 プロスポーツリーグ活性化の条件　日米主要プロスポーツリーグの比較
論文 学校現場における著作権
論文 共感を生かした小学校歴史学習
論文 社会科地理分野における防災教育の研究
論文 学校における食の安全
論文 話し合い活動を取り入れた小学校社会科の授業
論文 尾張藩付家老成瀬家の政治的動向について
論文 アパレル企業の経営戦略の比較と考察
論文 保内商人の商業展開についての一考察
論文 『歎異抄』と浄土真宗
論文 ブラジル人コミュニティの特性　～四日市市笹川地区におけるエスニックビジネスの利用状況をもとに～
論文 社会科における子どもの主体的な学びについての考察

数学教育 論文 分数指導に関する一考察
論文 ユークリッド原論と幾何学
論文 正素数多角形の作図又その作図可能性とフェルマー素数
ゼミナール 関数解析　－バナッハ空間とヒルベルト空間とその発展－
論文 ユークリッドでみる幾何学
論文 「割合」に関する一考察
論文 種々の文章題の解法に関する考察
ゼミナール 環と体
論文 小学校低学年の加減法の意味理解のストラテジーに関する一考察　－求差および逆思考問題に焦点化して－
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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 関数解析　－バナッハ空間とヒルベルト空間とその発展－

ゼミナール 環と体
論文 ユークリッド原論からの考察
ゼミナール 環と体
ゼミナール 環と体
論文 ユークリッドから考える幾何学
ゼミナール 関数解析　－バナッハ空間とヒルベルト空間とその発展－
論文 ヒルベルトによるユークリッド原論の再構築
ゼミナール 関数解析　－バナッハ空間とヒルベルト空間とその発展－

理科教育 論文 熱力学データベースの構築
論文 放射線の教材化

　 論文 撮像観測での銀河円盤形状の測定に基づくダークハロー分布の推定
実験 パソコン計測実験による物理実験教材の開発Ⅰ
実験 磁気浮上コマのまわりの磁力線の精密測定とコマの安定性の研究
実験 酸素分圧制御に関する研究
論文 祓川流域の自然・人文現象を素材とした、映像教材の開発

　 論文 エネルギー関連事項に対する大学生の認識調査
論文 知識活用を重視した「光」の学習
実験 Li-Mn-O系の相関係

　 論文 新しい教材生物としてのヒドジョウの繁殖と活用
論文 小学校教員を対象とした月の学習に関する指導者用手引きの作成
実験 ラーベス相Ｃａ（Li1-xAlx）2の作製とその結晶構造および水素化特性の研究
実験 植物色素を用いたpH指示薬に関する研究
論文 ICTを活用した光合成実験授業の考案と実践

音楽教育
演奏

"Frondi tenere ～ Ombra mai fù"  dall'opera SERSE    G.F.Händel
"Và godendo" 　　　　　　　　　　　　　　                          　〃
"Qual farfalletta"  dall'opera PARTENOPE              　　　　〃

演奏 Fauré：Thème et Variations Op.73　（var.Ⅴ,Ⅵ,Ⅷを除く）
演奏 Ravel：Jeux d'eau

演奏

Schumann：Waldszenen Op.82
1.Eintritt
6.Herberge
8.Jagdlied
9.Abschied

演奏
Ich liebe dich             L.v.Beethoven
Freudvoll und leidvoll           〃
Adelaide　　　　　　　　　　　　　 〃



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
In mare                          F.P.Tosti
Per morire                          〃
Chitarrata adruzzese　　　　　〃

演奏 Mozart：Rondo a-Moll K.511
演奏 Chopin：Ballade g.moll Op.23

演奏
私が歌う理由　　　　　　　　大森　誠
昨日はもう過ぎ去って          〃
きみ歌えよ　　　　　　　　　　　　〃

美術教育 制作 笑顔をテーマとした油彩による研究と制作
制作 「不安定な存在のブレ」をテーマとした立体デザインの研究と制作
制作 人形制作を通しての肖像の研究
制作 屋外空間をテーマにした水と石の関係の研究
制作 犬をテーマとした油彩による研究と制作
制作 花をテーマとした油彩による研究と制作
制作 コンピュータグラフィックによる連続模様のデザインの研究と制作

保健体育 論文 低酸素環境下での自転車駆動が体脂肪燃焼に与える効果
論文 選択反応動作における古武術の有効性　～膝関節の抜き動作に着目して～
論文 マンガがスポーツに与える影響に関する研究
論文 身体活動量と環境の関連性
論文 高校生における運動部活動がライフスキルに与える影響　～硬式野球部とサッカー部に注目して～
論文 鬼遊びとボール運動をめぐる一考察
論文 中学生の身体活動状況と身体組成、体力値、骨密度との関係について
論文 低酸素環境下での自転車駆動が体脂肪燃焼に与える効果
論文 不安がバッティングパフォーマンスに与える影響
論文 大学生の運動の習慣化に関する集団活動と情報提供の有効性
論文 ゴール型ゲームのおもしろさに関する実践的考察

技術教育 論文 ものづくり学習における不安に関する研究
論文 火力発電所の技術的要素を理解させる教材の開発
論文 時刻歴応答を用いたゴルフクラブシャフトの減衰パラメータ同定手法の開発
論文 光弾性試験および有限要素法解析による樹脂成型品の残留応力解析手法の開発
論文 航空無線システムの教材化
論文 機能性繊維複合材料の減衰定数同定に関する研究
論文 ものづくり教育におけるセメントを素材とした題材の開発
論文 ゴルフクラブシャフトの振動特性評価のための時刻暦応答システムの開発

家政教育 論文 通信販売を利用した衣服の選択について
実験 タピオカ澱粉の糊化・老化に及ぼすショ糖の影響
実験 教員と中学生の調査から捉える家庭科住領域学習の現状と志向



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 こんにゃく粉水懸濁液のレオロジー特性

実験 大学生を対象とした自炊支援プログラムの実践
論文 地上デジタル放送への移行と消費者問題
論文 家庭科で行うキャリア教育の在り方
実験 教員と中学生の調査から捉える家庭科住領域学習の現状と志向
実験 学校教育における「こどものまち」の在り方に関する研究

英語教育 論文 HOW TO USE TOTAL PHYSICAL RESPONSE(TPR) EFFECTIVELY FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
論文 Effective Use of Phonics in English Learning Teaching
論文 HOW TO TEACH THE PROGRESSIVE FROM WITH SPECIAL REFERENCE TO THE VERBAL ASPECT
論文 A STUDY OF SHAKESPEARE'S SONNETS
論文 A STUDY OF LAFCADIO HEARN'S KWAIDAN
論文 A STUDY OF ATMOSPHERE IN ENGLISH CLASSES AT JUNIOR HIGH SCHOOL
論文 FORMING THE FOUNDATION OF COMMUNICATION ABILITIES IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES
論文 A Study of Cultural Comparison between American and Japanese Advertisement
論文 LEARNING A SECOND LANGUAGE AND THE CRITICAL PERIOD HYPOTHESIS
論文 AN EFFECTIVE INTRODUCTION OF ENGLISH LETTERS INTO FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES － A TRIAL
論文 MEANING AND USAGE OF THE ENGLISH INFINITIVE
論文 USING SONGS IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES
論文 How to Teach Reading and Writing English to Japanese Dyslexic Students
論文 A Study of the Effects of Music Use on Learning English
論文 THE LEARNING METHODS USING SENSES
論文 A STUDY OF READING SKILLS IN HIGH SCHOOL

学校教育 論文 「非行は宝」として捉えなおす非行研究
論文 教師の父性的関わりの研究　－規範意識を育むことに関連させて－
論文 教室場面における動機づけ研究　－児童の動機づけを高める教師の働きかけ－
論文 子どもがふれあい・快楽追求の性交について知りたがっていることとは？
論文 子どもの学力における保護者・家庭の影響に関する研究　～「学習ハビトゥス」に焦点を当てて～
論文 授業場面における教師の「ゆだねる」行為に関する研究
論文 いま教師に求められている力量とは
論文 よさこいグループ「極津」での活動を通じた人間的成長に関する研究　～M．チクセントミハイの「フロー理論」に着目して～
論文 自閉症児の三者関係について　－「大人との愛着」と「友達への意識」を手がかりに－
論文 学級経営における子どもとの信頼関係構築に関する研究　～「選択理論」の観点から～

特別支援教育 論文 特別支援教育における音楽療法を取り入れた音楽活動
論文 被虐待幼児とその保護者に対する望ましい支援のあり方について
論文 特別支援学校において緘黙がみられる一事例の発話阻害要因に関する実証的検討
論文 １型糖尿病の子どもへの学校からの支援のあり方について

 論文 有意語の表出が極めて乏しい自閉症児における認知水準の検討　－対人距離の調整行動に基づく一考察－



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 小学校における特別支援教育コーディネーターの現状と今後の課題について　－三重県Ａ市を事例に－

論文 発達障害者支援センターの現状と課題　－全国へのアンケート調査をもとに－
　 論文 聴覚障害のある子どもの言語能力に関する一考察

論文 統合保育における幼児相互のコミュニケーションの一考察　－Ａ保育園での実践の観察を通して－
論文 ある自閉症児が人に向ける視線のもつ役割
論文 ある広汎性発達障害児が示した成長に伴う認知特性の変化についての分析
論文 場面や状況の違いに応じて課題の達成度が異なるダウン症児への教育的支援　－家庭・学校間における行動の比較分析を通して－

幼児教育 論文 幼児の描画活動における模倣の意味
論文 初期「ヒーローごっこ」の特質について
論文 幼児期における「結婚」という言葉が持つ意味
論文 菰野町の保育の歴史と現状
論文 トラブルの終結からみた幼児の仲間関係　－第三者のトラブルへの関与に注目して－
論文 ２、３歳児と「想像的存在」
論文 幼児が口ずさむ自発的な歌
論文 「子どもの目が輝く園庭環境」とは？　－幼稚園の実践研究に参加して－
論文 「ごっこ遊び」の内と外　－参加していない幼児の発言の分析から－
論文 公立幼稚園における幼小連携の現状と課題

情報教育 　 論文 学習支援ソフトの開発
論文 中学生学習支援システムの作成
論文 交差点形状を簡略化するデフォルメ地図の自動生成
論文 経営理念のテキストマイニング
論文 三重大学MoodleをiPhone用に表示させる
論文 伝統行事への興味を深めるシフトウェア『意外と知らない日本の節句』の開発
論文 複数の OpenPNE への同時投稿機能の実現
論文 データの自動取得によるグラフ作成システム
論文 心筋梗塞の要因に関するデータ分析
論文 Word Press を用いた OpenPNE 記事の公開機能の実現
論文 小学生向け環境学習スフとウェア「地球温暖化を学ぼう」の開発
論文 経営組織に関するデータ分析
論文 性から生を考える学習支援ソフトウェア『ぼく・わたしってふしぎ』の開発
論文 各教科の学習事項に対する意識調査
論文 中学校数学の学習支援システムの試作
論文 Webによる予約システムの構築
論文 ＩＣＴを活用した防災対策
論文 音楽ファイルの歌詞コピーソフトの開発
論文 共有利用可能な匿名アンケートシステムの開発
論文 経済への関心を高めるための中学生向けwebサイトの開発



課程 コース 卒業研究内容 研究題目
情報教育 論文 女性雑誌と情報化社会
生涯教育 スポーツ 論文 メンタルトレーニングプログラムの有効性の検討　－Peak Performance Training Program を基本にして－

健康科学 論文 体育の協同的な学びにおけるペア学習に関する一考察
実験 単純反応動作における古武術の有効性　～つま先の抜き動作に着目して～
実験 野球における投球パフォーマンスと体力との関係

　 実験 ＧＰＳセンサを用いた４００ｍ、８００ｍ走中のスピード変化とその有用性に関する研究
論文 フットサルによるスポーツ振興の可能性について　～高度化と大衆化に着目して～
実験 高校生における運動部活動がライフスキルに与える影響　～硬式野球部とサッカー部に注目して～

消費生活科学 実験 個人のファッション観の形成過程と生活意識
論文 環境報告書の比較考察
論文 ドラえもんを支える人々
論文 食を通しての異文化交流
実験 鹿肉の成分及び調理性
実験 中学校家庭科保育分野における食教育の実践
論文 個人情報を利用したマーケティングと消費者の利益
実験 消費者の着まわし力のための情報化　－実態調査と３Ｄ仮想着想シミュレーションによるコーディネート評価－
実験 着用時フレアースカートの３次元形状把握　－生活者支援のための体型・素材のデザイン情報－

人間発達科学 人間発達科学 論文 保育における気になる子どもの認識と手だて
論文 「出会い」の授業の意義と課題　－教師・ゲストティーチャー・子どもへのインタビューから－
論文 青年期において死について考えることが時間的展望に及ぼす影響
論文 一人でいる能力と友人関係との関連　－内面的友人関係、表面的友人関係、セルフ・モニタリング傾向に着目して－
論文 母親の自己受容と子どもへのかかわり方が親の発達に与える影響
論文 会話における「オープナー」の特性についての研究　－オープナーのコミュニケーションスキル尺度作製の試み－
論文 自伝的記憶想起による気分調整　－気分の種類と性差に注目して－
論文 母親の「遊び観」と「遊び場面でのかかわり方」が「母親が楽しさを感じる場面」に与える影響
論文 協同技能の評価のためのルーブリックに関する検討
論文 「感謝」が精神的健康に及ぼす影響について
論文 子どもの想像上の仲間に関する実態調査　～子どもの個人的特徴と環境的背景に着目して～
論文 絵本の物語内容における現実性の程度が子どもの想像力に及ぼす影響　－日常性と空想性に着目して－

日本語教育 論文 日中両言語における心的態度を表す副詞の対照研究　―「せっかく」を中心に―
論文 中国人留学生のカタカナ語理解について　－三重大学教育学部内のカタカナ語を中心に－
論文 現代日本語における色の表現に関する研究
論文 「かわいい」の意味拡張
論文 待遇表現の運用についての一考察　－滋賀県蒲生郡竜王町の中学生への調査から－
論文 三重のことばと地域に対する意識　－三重・大阪・首都圏の比較から－
論文 外国人児童のための漢字指導方法に関する一考察　－新たな漢字提出順序の考察に向けて－
論文 会話における「なんか」の機能について



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 日本事情の視点での俳句の活用　～日本人と外国人のイメージの相違を明らかにするために～  

論文 タイ人日本語学習者の日本語の発音における問題点　～摩擦音・破擦音を中心に～  
論文 外国人力士にみる第二言語習得法　～会話能力を中心に～  
論文 オノマトペの五感の感覚関連傾向　－モダリティ・ディファレンシャル法による分析と性差に焦点を当てて－  
論文 日本語の謙譲語「参る」「伺う」を韓国の日本語学習者にどのように教えるか  
論文 日本語の論理的表現　-接続詞を中心に  
論文 日中・中日翻訳の語彙選択の問題  
論文 最近の外来語についての日中対照研究　-「『外来語』言い換え提案」に基づいて-  
論文 日本の国語科教育におけることば遊びの位置　-大岡信の日本語教育観をもとに-  
論文 学校実践の中における子どもの自立に関する研究　-生涯発達の観点に立って  
論文 物語にみる「いじめ」の構造　-「わたしのいもうと」「さっちゃんのまほうのて」の分析研究を通じて  
論文 オノマトペに関する日本語と中国語の対照研究  
論文 日本語の外来語に対するイメージの変化  
論文 アニメ・マンガによる日本語学習　-学習者のニーズと興味から考え  
論文 日本語学習者における楽しさに関する研究　-日本語授業の授業分析と学習者へのインタビューから-
論文 日本の中学校地理教育における地域学習の内容を踏えた実践
論文 日中の成語における対照研究
論文 「～たい（です）か」の誤用について　-日中対照を中心に-
論文 魯迅の文学作品についての研究　-小説『故郷』を中心に-
論文 類義語「どきどき」「わくわく」「うきうき」における意味・用法について　-日本語学習者のために

修了研究内容 研究題目
論文 学校教育につながるディズニーの思想
論文 我が国における介助犬育成の実態と介助犬使用者の生活に関する研究
論文 携帯型情報端末を用いた障害者に対する生涯学習支援に関する研究
論文 アスペルガー症候群の不登校児に対するメンタルフレンド活動について
論文 発達障害をもつ子どもの保護者へ向けた地域での支援のあり方についての検討　－子育てに関する交流の場の役割－
論文 特別支援学校の防災教育の実態と課題から見た登下校時の避難に関する研究
論文 ＩCＴ機器などの依存によるコミュニケーション能力の変化　－軽度発達障害との関連も含めて－
論文 ダウン症児への早期療育の有効性と今後の教育　～インタビューによる一考察～
論文 教室で気になる子どもの学校生活の現状と課題　－特別支援教育コーディネーターと学級担任への調査を通して－
論文 聴覚障害児の音楽に関する一考察　－音の要素に関する把握を中心に－
論文 外国籍で特別支援教育が必要な子どもの支援に関する問題把握
論文 自殺を思い止まらせるサポートについての一考察
論文 学校卒業後の社会生活における課題と展望　－障害者福祉施設の利用者に焦点を当てて－
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