
平成24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 国語教育 論文 「義経記」における弁慶と義経について
論文 三重大学のキャンパスことば
論文 名古屋市の文末表現「が」について
論文 絵本のもつ教育的効果に関する研究
論文 小学校国語科におけることばあそびの教材とその授業について
論文 漢語名詞＋（ヲ）＋スルの研究　－漢語名詞の語彙特徴をめぐって－
論文 中学校における書写教材　－「いろは歌」を中心に－
論文 中学校における古典教育に関する研究
論文 副詞「なんか」に関する研究
論文 日本霊異記の第一縁について
論文 『和泉式部日記』から見る恋歌の典型
論文 小学校国語科における動作化に関する研究　－中・高学年の物語の授業を中心に－
論文 読むことにおける主体“私”について

社会教育 論文 アダム・スミスの同感について
論文 日本の税制のあるべき姿
論文 意志決定力を育成する小学校社会科授業
論文 小学校社会科における地域学習の改善　－社会参画を視点として－
論文 日本の雇用環境と労働法における政策
論文 任意後見契約法について
論文 朝明川流域における地下水流動
論文 三滝川流域における断層地形に関する水文学的考察
論文 フロイトの無意識について
論文 概念的知識の習得と活用を目指す小学校社会科の授業
論文 四日市市における大気汚染物質の輸送

数学教育 ゼミナール 特殊関数
論文 面積の指導に関する一考察
ゼミナール 特殊関数
ゼミナール 特殊関数
ゼミナール 数学の骨組みを支える偶然現象
ゼミナール 数学の骨組みを支える偶然現象
ゼミナール 数学の骨組みを支える偶然現象
ゼミナール 数学の骨組みを支える偶然現象
論文 代数学原論



平成24年度卒業研究題目一覧

学校教員養成 数学教育 論文 中学校数学における正負の数の乗法・除法の指導に関する歴史的考察
ゼミナール 数学の骨組みを支える偶然現象
論文 代数学原論
論文 多面体論
論文 学校数学における見取図に関する一考察
論文 代数学原論
論文 代数学原論
論文 中学校数学における幾何教育に関する一考察　－三角形の合同条件を中心として－
ゼミナール 特殊関数

理科教育 論文 ザリガニ幼体飼育の初期餌料と基質の影響
実験 Ｌｉ－Ｍｎ－Ｏ系の相関係
実験 酸素分圧制御に関する研究
論文 花序の形態にもとづくカシ類の生活史戦略の種間比較
実験 ＹＭｎ２の低温水素化実験
論文 ダイニチバイ Babylonia elata （鮮新－更新世バイ科腹足類）の変異に関する研究
論文 アメリカザリガニの色素運動
論文 放射線利用を題材とした意志決定指導プログラムの開発
論文 環境教育におけるジレンマ教材の開発
論文 樹木の種子散布の進化的意義に関する逃避仮説の検証
実験 化学発光について
論文 理科クラブ活動を通じた中学生の科学ソテラシー発達に関する縦断的研究
実験 弾性ロッドの強制振動（実験）
論文 弾性ロッドの強制振動（シミュレーション）
論文 学校・博物館連携に関する研究　－貸し出し標本の活用－
論文 祓川の治水遺構を題材とした理科教育教材の開発
論文 教育現場での使用を考慮したシーロスタットの作成と評価
論文 天体早期観測システムで用いる高速駆動経緯台の作製

音楽教育 演奏 声楽演奏
・Sento nel core              S.Donaudy 作曲
・O del mio amato ben              〃
・Quando ti rivedro　　　　　　　　　〃
・Amorosi miei giorni　　　　　　　  〃
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学校教員養成 音楽教育 演奏 ピアノ
・Ｓｏｎａｔｅ Nr.23 f-moll Op.57  L.V.Beethoven

論文 ポピュラー音楽の教材化とメディア・リテラシーの育成　－高等学校音楽科を中心として
演奏 声楽

･A palpitar d'affanno                     V.Bellini
･La speranza                               V.Bellini
･Dopo l'oscuro nembo(Nelly役.Sop)  V.Bellini
 〔Opera:ADELSON E SALVINI〕

演奏 声楽
･La Zingara                              G.Donizetti
･Eterno amore e fe`                   G.Donizetti
･Convien partir!(Marie役.Sop)     G.Donizetti
 〔Opera:LA FIGLIA DEL REGGIMENTO〕

演奏 声楽
・Mi chiamano Mimi（Mimi役，Sop.）〔Opera:LABOHEME〕 G.Puccini
・Donde lieta        （　　　〃　　　 ）〔　　　　　〃　　　　　〕 　　　〃
・Sole e amore     G.Puccini作曲
・Terra e mare     G.Puccini作曲

美術教育 制作 アクリル絵具と日本画絵具を併用した作品群の制作
制作 立体造形によるデザインの研究と制作
制作 立体造形によるデザインの研究と制作
制作 手描きアニメーションによる映像表現
制作 グラフィックデザインの研究と制作
制作 線と形をテーマとした油彩による平面作品の研究と制作
制作 金属を用いたデザイン作品の研究と制作
制作 パッケージデザインの研究と制作
制作 大画面装飾による空間デザインの研究と制作
制作 日本画材を使用した絵画作品の研究と制作

保健体育 実験 異なる低酸素状態でのウォーキングが体脂肪燃焼に与える影響
論文 運動技能学習の課題設定に関する一考察
論文 ソフトテニスのストロークにおけるインナーゲームの有効性
論文 体育の協同的な学びにおける教師のかかわり方に関する実践的考察
論文 体育授業と学級経営をめぐる一考察



平成24年度卒業研究題目一覧

学校教員養成 保健体育 論文 セルフトークがパフォーマンスに与える影響
実験 スノーボードのグラウンドトリックのパフォーマンスと体力の関係
論文 日本に居住する外国人の運動習慣の実態について
論文 体育学習における学習形態に関する一考察
論文 跳び箱運動の指導方法に関する研究　－恐怖心に着目して－
論文 体育の好き嫌いと運動習慣の関連性
論文 関係論的な運動技能に基づいた運動指導に関する事例的考察
実験 ジャンプ能力からみた陸上競技選手におけるコンディショニングについて

技術教育 論文 防災・減災教育に関する建物の構造学習のための地震応答シミュレーション教材の開発
論文 ねじり振動を利用した積層複合材料パイプの振動特性評価法の開発
論文 織物複合材料の振動減衰特性解析の高精度化に関する研究
論文 空気抵抗の影響度を考慮した複合材料の振動減衰特性評価に関する研究
論文 自然エネルギーを活用した植物工場照明教材の開発
論文 「生きる力」を育むロボットコミュニティの構築
論文 技術分野と家庭分野の統合に関する研究
論文 エネルギー効率を題材とした教材の基礎的検討

家政教育 実験 衣服の再利用に対する現状と意識
実験 変性剤濃度勾配電気泳動法（DGGE）によるふなずし中の微生物叢の解析
実験 成人女性の体型意識と衣服選択
論文 自己について学ぶ中学校家庭科の授業について
論文 小学校家庭科食物分野における系統的な指導についての検討
実験 味覚に着目した食教育の実践及び評価方法の検討
実験 種々の澱粉のゲル化特性
論文 “食べる”行為からみた現代のマナーとモラル
論文 幼児に対して苦手意識を持つ生徒の協同調理を通した子ども理解の変容
実験 GABA含有発酵食品の検討　～ホタテ貝を用いた発酵かまぼこの製造～

英語教育 論文 HOW TO USE TOTAL PHYSICAL RESPONSE FOR ENGLISH EDUCATION IN
ELEMENTARY SCHOOLS.

論文 THE ROLES OF HRT AND ALT IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES
論文 A STUDY OF AUXILIARY BE AND HAVE
論文 WHY IS ENGLISH DIFFICULT FOR JAPANESE？　－A CASE STUDY
論文 WHY DO WE HAVE TO STUDY ENGLISH IN JAPAN？
論文 GENDER DIFFERENCES IN ENGLISH
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学校教員養成 英語教育 論文 A STUDY OF METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES
論文 A Study of Reproducing the Effects of Studying Abroad in EFL Learning in Japan.
論文 A suggestion for the ways of teaching English to JHS students with LD in Japan.
論文 MOTIVATION AND THE NEW COURSE OF STUDY
論文 Aspects of Gospel Songs
論文 A Study of Lois Lowry's The Giver
論文 EFFECTIVE COMMUNICATION ACTIVITIES IN JUNIOR HIGH SCHOOL
論文 How to Improve Reading Skills in Junior High School
論文 A Study of the Infinitive and the Gerund in English.

特別支援教育 論文 難聴児の外国語活動における諸問題と効果的な支援に関する一考察
論文 「高等学校における特別支援教育の現状と今後のあり方について」
論文 自閉症児のコミュニケーション・社会性を育てる指導　～小学校特別支援学級における指導事例～
論文 医療機関・重症児施設を対象とした未就学の超重症児の実態に関する調査
論文 スペシャルオリンピックスにおけるボランティアスタッフの役割と継続動機に関する研究
論文 児童クラブにおける他の子どもとの関わりが困難な子どものコミュニケーションに関する一研究
論文 ある自閉症児における他者理解の発達に伴う言語表出の特徴の変容過程についての検討
論文 働きかけに対する応答がきわめて微弱な超重度障害児へのコミュニケーション支援につい
論文 バスケットボールの指導における知的障害者への効果的な教示についての検討
論文 通常学級における難聴の子どものコミュニケーションの諸問題　～A小学校での観察を通
論文 被虐待児童に対する望ましい支援のあり方
論文 発達障害のある非行少年への少年院における矯正教育について
論文 特別なニーズを持つ子どもを含む通常学級の人間関係における問題把握
論文 三重県Ａ市における教育のユニバーサル化への教員の意識

幼児教育 論文 他児の影響を受けて４歳児は現実と空想の間をどう揺らぐか
論文 「ごっこ」と「変身」
論文 お弁当に込める作り手の気持ち
論文 自他調整の発達プロセスからみた「気になる子」の困難
論文 子どもが「泣く」ということ　～３歳児を中心に～
論文 子どもと「穴」
論文 着脱場面における子どもの拒否行動と保育者の対応
論文 協同活動に３・４歳児はどのように参加するか
論文 第三者の子どもがかかわる対人葛藤
論文 集団保育の中での読みきかせ
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学校教員養成 幼児教育 論文 幼児の「拾う」行為について
学校教育 論文 実生活に根付く道徳性をどう育てるか　－授業方法の検討－

論文 小学校における障害理解教育に関する一考察
論文 教師の子どもに対する関わり方についての一考察

～東井義雄の教育観に焦点を当てて～
論文 幼児期の子どもたちの性に関する意識と保育者の対応
論文 校長の働きかけの背後にある内面世界の研究

～○校長の観察・インタビューを通して～
論文 子どもの「発話」を促す授業づくりに関する研究

－子どもの「反応」と教師の働きかけの相互関係に着目して－
論文 協同学習の多角的検討　～論説研究を通して～
論文 授業場面における教師の「寄り添い」に関する研究

－教師と子どもの物理的距離に着目して－
論文 通常学級における発達障害児と健常児とをつなぐ教師の働きかけの研究

～授業場面に焦点をあてて～
論文 職場における人材育成に関する研究　～Ｄ．コルブの「経験学習」論に着目して～

情報教育 論文 SNSが及ぼす、学校教育への影響について
論文 アニメーションで学べる小学校低学年用算数ソフトウェア　「のこりはいくつ？」の開発
論文 HTML5を用いた教育支援ソフトの研究
論文 野菜の抗酸化力の推測法
論文 三重の産業を紹介する小学生向けｗｅｂサイト「はっけん!!ふるさとみえ」の開発
論文 鳥瞰図の俯角変動を利用した経路案内用地図の自動生成
論文 歌詞コピーソフトの一括処理機能の実現
論文 遺伝子データの解析
論文 パーティ参加者による写真投稿＆即時投影システム（フォトシアター）の開発
論文 OpenPNE2からOpenPNE3への移行に伴う未実装機能の開発と移植
論文 遺伝子データの解析
論文 教育現場における情報機器の有効的な活用法
論文 短距離データの解析
論文 歌詞コピーソフトの改良について
論文 ノンパラメトリック回帰の推定方法の実装について
論文 三重大学Moodleの更新について
論文 Webkitを使用したWebブラウザの研究
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情報教育 論文 Androidによる学習アプリケーション開発
論文 小学生向けＷｅｂサイト「心のこもった手紙を書こう！」の開発
論文 ケータイメールとのつき合い方に関する研究
論文 トークンを利用した安否確認システムの開発
論文 教育支援のためのＡｎｄｒｏｉｄタブレットによる解答重畳表示板書システムの開発

生涯教育 スポーツ健康科学 論文 水泳のけのび動作の改善を目指したインターネットの有用性
論文 硬式野球のバッティングにおけるインナーゲームの有効性
論文 準備運動に関する研究
論文 自治体が運動教室を継続するための要因
論文 公共施設における利用者層と身体活動の内容
論文 自治体が運動教室を継続するための要因
論文 ｔｏｔｏのあり方に関する社会学的一考察　～スポーツ振興くじ発展のために～
実験 環境条件を変えた運動が酸化ストレスに与える影響
実験 一定期間における短時間の低酸素吸入が運動能力に及ぼす効果
論文 小学校における体力向上の取り組みと健康関連体力の関係について

消費生活科学 論文 企業が公開する見学施設の現状と市民との結びつき
実験 中学生の居場所所有の実態が及ぼす影響と居場所形成を促進する規程要因に関する研究
論文 共同的な学習における家庭科の「わかったつもり」について一考察
実験 タピオカ澱粉の糊化・老化に及ぼす食塩の影響
実験 子どもの年齢段階別にみる学校教育における「こどものまち」の在り方に関する研究
論文 近年における余暇志向の動向
実験 家族との関わりと個人のファッション観
論文 テレビのリサイクルの現状と課題
論文 企業の宣伝広告と消費者
論文 消費者の自己実現と買い物弱者

人間発達科学 人間発達科学 論文 「詩」における言葉の持つ影響力について　－ブランド力という観点から－
論文 ネガティブ感情によって生じる動機づけについて
論文 自己意識の違いによる開示抵抗感を感じる要因について　－シャイネス特性を媒介として
論文 怒りの抑制の逆説的効果の検討

論文
心理的欲求の不満足度が大学生活の心理的適応・動機づけに及ぼす影響
－自己決定理論における欲求充足による満足度との違いに着目して－

論文 筆記開示法が精神的健康に及ぼす影響　－レジリエンス特性に焦点を当てて－
論文 自己評価が対人指向性にもたらす影響について
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人間発達科学 人間発達科学 論文 青年期における友人との付き合い方と作り笑いの関連
論文 恋人を欲しいと思わない青年の研究
論文 “居場所”創出のために他者とどう向き合うか　－ゲオルク・ジンメルを手がかりにして－

日本語教育 論文 外国人児童のためのリライト教材作成をめざして　－小学校国語説明文を中心に－
論文 日本語の自称詞の使い分けに関する一考察
論文 「うきうき」「どきどき」「わくわく」の意味・用法分析
論文 思考動詞「思う」と「考える」の意味用法に関する研究
論文 副詞「全然」における使用実態とその考察
論文 中学校国語科教材研究　－クリティカル・リーディングを中心に－
論文 しゃべくり漫才における分析　－ツッコミを中心に－
論文 三重弁に対する各地域の言語意識
論文 尾鷲市賀田町、古江町、両地区における語彙表現の残存性
論文 三重県方言における文末詞「ニ」についての一考察
論文 知多方言と比較した、常滑市の方言の特徴

修了研究内容 研　究　題　目

論文 聴覚障害児の音楽教育に関する一考察
論文 居住地校交流から地域生活への一考察
論文 現在の保育園での保護者支援についての研究
論文 スヌーズレンの授業における教師の意識調査　－東海地方を対象に－
論文 重度・重複障害児に対しての「スヌーズレン教育」の効果の検討
論文 星野富弘とその作品について学ぶ機会に生じた世代間差の検討
論文 通常学級における学習困難のある児童への支援に関する調査
論文 三重県内の特別支援学校における部活動の実態に関する調査研究
論文 特別支援学校音楽科教科書の分析
論文 視覚・聴覚障害児の外国語習得における現状と課題についての調査
論文 肢体不自由特別支援学校におけるスヌーズレンの授業の現状と課題　－三重県を事例に－
論文 特別支援学級におけるタブレットＰＣ活用に関する調査

専攻科

特別支援教育特別専攻科
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