
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
日本語の日常会話における聞き手の先取りについての研究
－トーク番組における実態から－

論文
＜豊かな読み手＞の育成について
－＜読み＞の多様性の問題をふまえて-

論文 読みやすい手書き文字の特徴の考察
論文 現代の教育における漫画の位置と役割について
論文 国語科における試験の内容と方法について

論文
国語科教育における映像の活用に関する研究
－映画と小説との比較を通じて－

論文 呼称「～さん」についての研究
論文 『蜻蛉日記』における藤原兼家の人物像
論文 中学校書写における行書指導の研究　－行書の定着度調査を通して－
論文 宇治拾遺物語における僧の描かれ方

論文
多気郡明和町における方言の一考察
－談話調査をもとに－

論文 志摩市磯部町方言の授与動詞の特徴
論文 中学校の詩教育に関する研究

論文
現代日本語における程度を表すあいまい語についての研究
－「まあまあ」、「まずまず」、「そこそこ」を中心に－

論文 『枕草子』における理想の宮仕えについて
論文 中学生の経験や思考の調査と、教師から生徒に対する自己開示について

社会科教育 論文 ショーペンハウアーの幸福論－アランの幸福論との比較－
論文 朝明川流域における地下水流道について
論文 アファーマティブ・アクションの正当性について
論文 新会社法制定　－株式会社を中心に－
論文 小学校社会科における共感をもとにした異文化理解教育
論文 サンデルのリバタリアン批判の妥当性について
論文 体験を活用した社会科における生産労働学習
論文 三重県の文化的区分に関する研究
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課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目
学校教員養成 社会科教育 論文 江戸時代中・後期における伊賀上野町の町政

論文 悪質商法の現状と対策
論文 小学校における防災・減災に関する研究　～北立誠小学校の事例～
論文 名古屋汎太平洋平和博覧会と近代都市化
論文 ごっこ遊びを中心とした小学校生活科の学習
論文 鈴鹿川近傍における地下水流動に関する研究

数学教育 ゼミナール グラフ理論
ゼミナール 環と体
ゼミナール 環と体
ゼミナール 現代数学から見たユークリッド原論
ゼミナール グラフ理論
ゼミナール 波動方程式と熱方程式に関する考察
ゼミナール 環と体
ゼミナール 波動方程式と熱方程式に関する考察
ゼミナール グラフ理論
ゼミナール 現代数学から見たユークリッド原論
ゼミナール 現代数学から見たユークリッド原論
ゼミナール 環と体
ゼミナール グラフ理論
ゼミナール 現代数学から見たユークリッド原論
ゼミナール 波動方程式と熱方程式に関する考察
ゼミナール 環と体
ゼミナール グラフ理論

理科教育 論文 SDSSデータベースを用いた銀河円盤形状の測定に基づくサブハロー分布の推定
実験 Li-Mn-O系の相関系
論文 岩村層群遠山層久保原相から産出する前期中新世貝類化石群の分類学的再検討

論文
“Play Decide”の手法を取り入れた意思決定力育成のための教材開発
－食品照射の是非を題材として－

論文 松阪市松名瀬海岸を題材とした自然観察用デジタルハンドブックの作製
実験 ラーベス相Y(Mn1-xAlx)2の結晶構造と水素化特性
論文 イヌビワの性比の集団間変異
論文 職業意識を高めることを目的とした理科教育教材の開発



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目
学校教員養成 理科教育 論文 可視光光度の時間変動解析に基づく活動銀河核の物理量の推定

論文 ブナ科樹種の新梢伸長パターンの種間比較
論文 観望会を通した天文普及活動におけるSNSの活用と効果の検証
論文 小学校理科における紫外線リスクに関する教材の開発
論文 分子動力学シミュレーターの開発と応用
論文 アメリカザリガニの色素胞運動に対するホルモンの影響
論文 弾性ロッドの強制振動シミュレーション

音楽教育 論文
母語教育法における「キラキラ星変奏曲」の役割
－鈴木鎮一の教育理念を中心に－

演奏
ピアノ
Sonata  E-dur L.23                                    D.Scarlatti
Polonaise héroïque As-dur Op.53          F.Chopin

演奏

声楽
・’A vucchella  G.D'Ａnnunzio作詞  F.P.Tosti作曲
・Chanson Bohème (Carmen役.M.Sop.) 〔Opera:CARMEN〕　G.Bizet作曲
・Měsíčku na nebi hlubokém (Rusalka役.Sop.) 〔Opera:RUSALKA〕A.Dvořák作曲

演奏
ピアノ
Valse-caprice No.3 Ges-dur  Op.59        G.Faure

演奏

声楽
・La zingara     C. Guaita作詞   G.Donizetti作曲
・Ciascun lo dice (Ｍarie役，Sop.)［Opera:LＡ FIGLIA DEL REGGIMENTO］　 G.Donizetti作曲
・Convien partiｒ! (Ｍarie役，Sop.)［Opera:LＡ FIGLIA DEL REGGIMENTO］　 G.Donizetti作曲

演奏
ピアノ
Variations sérieuses  d-moll Op.54        F.Mendelssohn

演奏
ピアノ
Sonata for Piano No.2 b-moll Op.36（1931年版）2nd mov. 3rd mov.  　S. Rachmaninov

演奏
ピアノ
Estampes "La soiree dans Grenade"　"Jardins sous la pluie"　　 C.Debussy

作曲
三重奏曲　～オーボエ、バスーン、ピアノのための～
Trio　～for,Oboe,Bassoon,Piano～

美術教育 制作 油彩による心情表現の研究と制作
制作 水彩絵の具による抽象表現に関する研究



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 油絵の具による古典絵画技法の研究と制作

制作 空間を用いた自己内面の表現
制作 コラージュによる色彩構成の研究
制作 立体を用いたデザインの研究と制作
制作 光と影の効果を用いた映像制作
制作 金魚をモチーフにした平面デザインの研究

保健体育 論文 ボール保持時間が投球パフォーマンスに与える影響
論文 生活習慣改善のための配偶者による評価の有効性
論文 砲丸投げの練習方法に関する研究
論文 共行動者の有無が運動パフォーマンスに及ぼす影響
論文 運動の中心的なおもしろさに誘うカリキュラム設計
論文 投能力の向上に関する基礎的研究　－一般女子大学生を対象として－
論文 跳び箱運動のおもしろさにふれる教材開発に関する一考察
論文 声かけが運動パフォーマンスに与える影響
論文 笑顔がパフォーマンスに与える影響
実験 近赤外線分光法を用いた運動時及び運動後の筋酸素動態に関する研究
論文 子どもの「運動する－しない」に影響を及ぼす要因に関する研究

技術教育 論文 子どもの発達段階に即したものづくり教育の提案
論文 中学生向け省エネ電池力－の取組みとその効果
論文 遺伝的アルゴリズムによる倍音を考慮した打楽器の最適設計
論文 織物複合材料の振動減衰解析手法の性能向上に関する研究
論文 振動試験における打撃加振法の自動化に関する研究
論文 強化形態を考慮した繊維強化複合材料の振動減衰特性評価に関する研究
論文 材料加工の授業において学習に困難を感じる生徒への支援とその有効性の検証
論文 太陽電波観測装置の製作と観測

家政教育 実験 ホタテガイを用いたGABA含有発酵食品の開発
実験 コーンスターチゲルの糊化・老化に及ぼすアルカリ性物質添加の影響
論文 災害リスク・コミュニケーションのための教育
実験 高齢者を対象とする個人の衣服観の移りかわり
論文 中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

論文
家庭科教育における「自分をみつめる」学習についての一考察
－学習者と家庭科教員の意識比較を通して－



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 高ｐHにおけるコーンスターチ糊液のレオロジー特性

論文
教材としての「赤ちゃんポスト」に関する一考察
－大学での授業実践に焦点をあてて－

英語教育 論文 A STUDY OF VIDEOTELEPHONY IN FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES IN ELEMENTARY SCHOOL

論文
A Study of English Words from the Viewpoints of Neologisms,Words Formation and their
Popularity

論文 SENSE OF HUMOR IN AMERICAN JOKES
論文 SUGGESTIONS FOR IMPROVING HIGH SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH WRITING SKILLS
論文 Suggestions for Foreign Language Activities at Elementary School

論文
USING SONGS EFFECTIVELY TO TEACH ENGLISH TO JAPANESE JUNIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS

論文 A STUDY OF DIGITALIZATION OF ENGLISH TEXTBOOKS IN JUNIOR HIGH SCHOOL

論文
Improving Elementary School Students' Listening Abilities in English : Based on a Study of
English Education in Korea

論文 How to Improve Speaking Abilities of Japanese EFL University Students
論文 A STUDY OF ALICE STORIES：Nonsense in Alice in wonderland
論文 Changes of American English   - with Special Reference to its Vocabulary -
論文 ANALYSES ON MIDDLE CONSTRUCTION:ACCEPTABILITY OF VERBS
論文 A STUDY OF ONOMATOPOEIA IN ENGLISH

特別支援教育 論文 児童養護施設における入所児童への支援について
－児童との関係の築き方に焦点を当てて－

論文 小学校の通常学級に在籍する特別なニーズのある子どもの中学校への引き継ぎに関する研究

論文
自閉的傾向のあるA児の給食指導場面における課題についての検討
－偏食とその支援に関する一考察－

論文
特別なニーズを持つ子どもの保護者に対する支援についての検討
－保護者の悩みに対する教師の対応に焦点を当てて－

論文 発達障がい児・者のきょうだいが抱える問題と教師からの支援について

論文
学習障害の診断・評価に影響を及ぼす要因についての検討
－日本語を母語とする事例の特徴に関するレヴューを通して－

論文 農業における障害者就労の意識についての調査研究
論文 一般企業のオフィスワークにおける知的障害者の就労の現状 －パソコン業務に焦点をあてて－
論文 三重大学における一般学生の障害学生支援に関する傾向調査



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

選択性緘黙という状態像についての質的検討
－主体的意思による抑制を示した一事例の発話分析を通して－

論文
公立中学校における交流及び共同学習に関する研究
－教員の意識に焦点を当てて－

論文
小学校における特別支援教育体制の現状と今後のあり方について
－三重県の町を事例に－

論文
障がいのある人が働きやすい職場づくり
－職場での人間関係に焦点を当てて－

幼児教育 論文 子どもが絵を描く動機
論文 幼児における年齢理解　－大人像との関連を中心に－
論文 幼児のもの集め行動  －自然体験との関連を中心に－
論文 早期教育と幼児の生活に関する一考察
論文 １，２歳児にみられる共感の姿　－他児に視線を向けるとき－
論文 “気になる”幼児に対する教育的支援

論文
幼児の会話に見る仲間関係の育ち
－はり合い、ほめ合い、問いのゲームに着目して－

論文 子どもたちの遊びの変化に見る遊びの魅力とは
論文 幼児はなぜ高いところに登るのか
論文 幼保一体化について－幼稚園と保育所の比較を通して－

論文
子どもの好みの絵本の特徴
～絵本の読み聞かせにおける反応に着目して～

学校教育 論文 協同学習の多角的検討－論説研究を通して－
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 教師の子どもにことばを届けるための話し方と信頼関係を築くための聴き方について

論文
小学校国語における授業・教材づくりの研究
～K教諭の授業実践から～

論文 インクルーシブ教育における教師の支援法に関する一考察
論文 テレビゲームが子供の共感性に及ぼす影響　－ロールプレイングゲームに着目して－
論文 小学校における英語教育の意義と指導の在り方

論文
子どもと子どもがつながる「きっかけ」の研究
～K教諭の授業場面における教師の働きかけに焦点をあてて～



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目
学校教員養成 学校教育 論文

歌唱表現を通して育つ子どもの感性
－M教諭の音楽科授業を通して－

論文
中学生の過剰適応傾向の検討
－特性としての過剰適応傾向と状態としての過剰適応傾向の観点から－

論文
子どもたちの「つぶやき」を授業に活かす方法の研究
－M小学校における事例研究を通して－

論文 教師の「語り」の研究　　U教諭の実践を通して
情報教育 論文 バージョンアップに伴うOpenPNE2独自拡張機能のOpenPNE3対応

論文
中学生のコミュニケーション能力向上のためのwebサイトの開発
「人生を楽しくするのは君しだい！～人との話し方、関わり方～」

論文 中学校数学におけるPOWER POINTを用いた学習支援ソフトの開発
論文 いじめ問題におけるデータ分析
論文 Androidタブレットを使用したデフォルメ地図の動的生成
論文 中学校数学　学習支援システムの改良
論文 パスワードの重要性を伝えるwebページ「秘密のかぎを正しく使おう」の開発
論文 移動平均法による１００ｍ走データの分析
論文 小学生におけるそろばんに親しむためのソフトウェア　『わくわく！そろばんランド』の開発
論文 対応分析を用いた建設業アンケート分析
論文 ロジスティック回帰を用いた心筋梗塞の要因分析
論文 Websocketを用いたリアルタイムお絵かきシステムの開発
論文 ロジスティック回帰を用いた建設業アンケート分析
論文 タブレット端末を用いた算数教材の開発
論文 ネットワーク管理授業の仮想環境についての考察
論文 グループワーク用　問題提示＆回答共有　Androidアプリの開発
論文 Androidによる算数教材の開発
論文 HTML5を用いた数学教育支援ソフトの研究
論文 連携支援メールシステム
論文 HTML5による基礎計算支援ソフトの研究

生涯教育 スポーツ健康科学 実験 投球間のケアがパフォーマンスに及ぼす影響
論文 スポーツ用品が高齢者におけるスポーツへの関わりに及ぼす影響
論文 簡便な高齢者向け運動の開発



課程 コース 卒業研究内容 研　究　題　目
生涯教育 スポーツ健康科学

実験
低酸素環境における最適なトレーニング方法に関する研究
～酸素飽和度と運動強度の関係に着目して～

実験 抗酸化サプリメントが運動パフォーマンスに与える影響
論文 小児における肥満と喘息の関係について

論文
卓球競技における指導者と選手の関係について
－指導者が求める選手像、選手が求める指導者像－

論文 小学生の健康関連体力に及ぼす身体活動の影響　－1年間の追跡調査から－
消費生活科学 論文 味覚授業を通した食教育の実践

論文 動物を名前で呼ぶことの意味
実験 家庭科住領域における教材の検討と開発
論文 買わされる消費者
論文 消費者へのメッセージにおけるロゴマークの役割
論文 大学生の食生活と自立
論文 CMが消費者に伝えようとすること

人間発達科学 人間発達科学 論文 自己充実的達成動機、失敗に対する認知に与えるハーディネスの影響と楽観性との関連

論文
子どもの学びを支援する教師の働きかけについての研究
－総合学習に焦点を当てて－

論文 仮想場面と現実場面における共感について

論文
中学生の青春度に関する研究
セルフモニタリング傾向と自己愛的脆弱性との関連から

論文
現代の「幸せな若者」に関する研究
－若者の持つ価値観傾向との関連から－

論文
悩める他者との関わり方についての一考察
－V・E・フランクルに焦点を当てて－

論文 援助経験が援助要請行動に及ぼす影響について
論文 母子スキンシップと子どもの社会的能力の関連
論文 気晴らし行動による洞察的問題解決プロセスの促進
論文 協同学習場面におけるポジティブ感情が学習に及ぼす影響

論文
ひとり遊びから仲間との遊びへの変容
－仲間入り場面における保育者の役割に着目して－

論文 成熟社会に求められる魅力的な教師像に関する研究



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

中学生の仲間集団における排他性
－コンピテンスと規範意識との関連から－

論文 井上ひさしに見られる日本語教育論
論文 地域ごとの月のイメージの異動とその背景
論文 日本のアニメが日本語学習意欲に与える影響
論文 国語科教科書におけるコミュニケーション力育成教材の日中比較研究
論文 日系企業が中国進出の際に直面する文化の相違
論文 現代日本語における「大丈夫」の意味

論文
作文教育の目的についての研究
－中国の作文教育と日本の生活綴り方教育の比較を通して－

論文 「あのー」と「えーと」の違いについて
論文 日本語学習者の学習意欲を促すための学習環境デザイン
論文 日中酒文化の比較
論文 明治期日本人の中国論－勝海舟と内藤湖南を中心として－

論文
日本人の人称代名詞の使い分けに関する研究
～日本人の言語表現から見た日本人の人間関係～

論文 副詞「全然」における使用実態とその考察

論文
伊沢修二と台湾における日本語教育
－『台湾適用会話入門』と混和主義の立場を中心に－

論文 外来語とその類義語の意味比較　－「メリット」「利点」を中心に－
論文 中国人日本語学習者における漢字学習　－読みに焦点を当てて－

論文
現代語の将来のある不特定な時に関する副詞「いずれ」「そのうち」について
－確信の程度と使い分けを中心に－

論文
色彩語彙から見た和語と外来語の使用実態
－オレンジ／だいだい色とピンク／桃色－

論文 茨木のり子の詩がもつ教材としての可能性
論文 筆記具と把時方法が書字に与える影響　－鉛筆・シャープペンシルを中心に－
論文 童謡による日本語教育　～コミュニケーション活動を目標として～
論文 外国人児童に対する絵本を用いた日本語学習支援について

論文
意志を表す特殊なラ行撥音便化の使用実態について
－四日市市下野地区に焦点をあてて－

論文 小学校における作文教育に関する研究　－読者意識を育てるために－



修了研究内容 研究題目
論文 ICT機器の活用に関する教員の意識調査

論文
通常学級においての子ども同士のかかわりの考察
－助け合いに焦点を当てて－

論文 自閉症児に対する音楽療法の一事例
論文 障害児の性教育に対する教師のニーズに関する調査

専攻科
特別支援教育特別専攻科
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