
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 ⼦どもの表現⼒を育てるための学級通信づくり

論⽂ 江⼾時代・安永期におけるくずし字変体仮名の研究 〜⾦々先⽣栄花夢を中⼼に〜
論⽂ 映画の国語教育的価値について
論⽂ 義務教育段階におけるこれからの⽂学作品指導について 〜社会を⽣き抜く⼒としてのこどば観を養うために〜
論⽂ ⼿書き⽂字に対する意識と書写教育 －中学⽣と⼤学⽣のアンケート調査をもとに－
論⽂ 『⼤鏡』の物語性 －助動詞「めり」の特徴を視点として－
論⽂ 『⾛れメロス』の⽂体研究 －⽂体印象につながる因⼦について－
論⽂ 絵本を⽤いたいじめ対策 －近年のいじめの傾向をふまえて－
論⽂ ｢台所｣と｢キッチン｣の量的推移と意味変容に関する⼀考察 －朝⽇新聞記事約70年分を対象に－
論⽂ ⼩学校における読書指導について －読み聞かせの観点から
論⽂ 『⽵取物語』における異郷 －和歌と漢⽂学にみられる⽉－
論⽂ 四世代間調査に基づく奈良県⽅⾔「コボツ」の消失プロセス －「コワス」の意味範囲と⽐較して－
論⽂ 愛知県常滑市蒲池町⽅⾔の⼀考察 －談話調査のケーススタディーに基づいて－

社会科教育 論⽂ 中国における外国企業の買辦の雇⽤ 買辦制度廃⽌後の中国⼈雇⽤について
論⽂ 安濃川河⼝部における⽣物指標を⽤いた地下⽔⼀河川⽔の相互作⽤に関する研究
論⽂ デス・エデュケーションの必要性と課題 －少年事件から考える－
論⽂ 地域への愛着を深める⼩学校社会科の地域学習
論⽂ 地図を活かした⼩学校社会科国際理解学習の考察 〜児童の世界観の形成を中⼼として〜
論⽂  明末遼東における李成梁とヌルハチの関係 〜屯⽥地の譲渡をめぐって〜
論⽂ 世界恐慌後の⽇本と⽶国の経済回復の⽐較と考察
論⽂ デューイ教育思想と児童中⼼主義
論⽂ 三重県の⾼等学校地理における防災教育の在り⽅
論⽂ わたしたちに幸福感をもたらすものは何か？ 〜世代・男⼥間の⽐較による分析〜
論⽂ 地⽅都市のコミュニティバスの特⾊と意義 〜三重県津市と松阪市の⽐較
論⽂ 書く活動を充実させる⼩学校社会科の授業 〜表現⼒の育成を⽬指して〜

数学教育 論⽂ 整数論
ゼミナール 確率論のパーコレーションへの応⽤に関する研究
ゼミナール 確率論のパーコレーションへの応⽤に関する研究

平成２６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
学校教育教員養成 数学教育 ゼミナール 曲⾯のガウス曲率と平均曲率についての考察

ゼミナール 確率論のランダムウォークへの応⽤に関する研究
ゼミナール 微分⽅程式 基礎
ゼミナール 曲⾯のガウス曲率と平均曲率についての考察
ゼミナール 曲⾯のガウス曲率と平均曲率についての考察
ゼミナール 確率論のパーコレーションへの応⽤に関する研究
ゼミナール 微分⽅程式 基礎
論⽂ 整数論
ゼミナール 微分⽅程式 基礎
ゼミナール 確率論のランダムウォークへの応⽤に関する研究
論⽂ 整数論
ゼミナール 微分⽅程式 基礎
論⽂ 整数論
ゼミナール 確率論のランダムウォークへの応⽤に関する研究
ゼミナール 微分⽅程式 基礎

理科教育 論⽂ ⽇本列島における第四紀化⽯記録の特性：マルスダレガイ科⼆枚⾙類を例として
論⽂ アカガシとツクバネガシの葉の形態変異とその集団間⽐較
論⽂ 新型アリ飼育容器を⽤いたアリの営巣の⽐較検討
論⽂ 関東地⽅北部より産出した中新世センスガイ属化⽯の分類学的研究
論⽂ 紫外線リスクに関する中学校理科教育教材の開発
論⽂ 反発係数の違いによる打球の⾶びの研究 －シミュレーション－
論⽂ 堅果の物理的特性からみたハイイロチョッキリの寄主選択性
論⽂ 理科におけるキャリア教育教材の開発
論⽂ 市⺠提供の皆期⽉⾷画像を⽤いた天体視差の検出とそれに基づく三重県地図の作成
論⽂ アメリカザリガニの配偶におけるパートナー選択
実験 スタンプ式磁界可視化教材の開発
論⽂ 狭帯域フィルターを⽤いた地球照観測による太陽系外惑星⽣命探査法の妥当性の検証
実験 パソコン実験を活⽤した授業展開に関する研究
論⽂ 反発係数の違いによる打球の⾶びの研究 －データ解析とモデリング－
実験 Li-Mn-O系の相関系

⾳楽教育 演奏 Sonate für Klavier Nr.21 C-dur "Waldstein" Op.53 2satz. ,3satz.          L.v.Beethoven
演奏 Variationen über ein eigenes Thema D-dur Op.21-1          J.Brahms



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 ⾳楽教育 演奏 Ungarische Rhapsodie S.244 Nr.12  cis-moll         F.Liszt

演奏
Sposa son disprezzata           A.Vivaldi 作曲
E pur così in un giorno 〜Piangerò la sorte mia (Cleopatra役，Sop.)［Opera：GIULIO CESARE IN
EGITTO］          G.F.Händel 作曲

論⽂ ⼩学校⾳楽科におけるリコーダー指導に関する研究  －基礎技能習得のための初期指導のあり⽅－

演奏
Sole e amore           G.Puccini 作曲
Mi chiamano Mimì (Mimì役，Sop.)［Opera：LA BOHÈME］          G.Puccini 作曲
Donde lieta (Mimì役，Sop.)［Opera：LA BOHÈME］          G.Puccini 作曲

演奏 Chromatische Fantasie und Fuge d-moll BWV 903          J.S.Bach
演奏 Fantaisie f-moll Op.49          F.Chopin
作曲 ヴァイオリン・ホルン・ピアノのための三重奏曲

演奏

Danny boy Old Irish air     (アイルランド⺠謡)
Amazing grace          作曲者不詳
Around the world          H.Adamson／V.Young 作曲
Summer time(Clara役，Sop.)［Opera：PORGY AND BESS］          G.Gershwin 作曲

演奏
Widmung As-dur S.566          F.Liszt
Années de pèlerinage(Deuxième année:Italie) S.161 Sonetto 104 del Petrarca          F.Liszt

美術教育 制作 樹脂絵の具、パステル等によるグラフィック作品の研究と制作
論⽂ ワークショップの実践から考える美術館教育についての研究
制作 平⾯素材による影を⽤いた造形デザインの研究と制作
制作 ⽴体造形における⾃⼰内⾯の表現の研究
制作 油彩による具象対象物の抽象表現研究
制作 油彩による架空⾵景の描画研究と制作
制作 ⽔彩絵の具による抽象図形の描画研究
制作 無彩⾊と有彩⾊によるキャラクターデザインの研究と制作
制作 テラコッタ素材における⼈物表現の研究

保健体育 論⽂ 幼児の投動作の発達に関する研究
論⽂ バスケットボールゲームに関する研究 －攻撃所要時間に着⽬して－
論⽂ ⼩学校中学年における⾼跳びに関する⼀考察
論⽂ ⼩学⽣における放課後の⽣活⾏動と健康関連体⼒との関係
論⽂ 短距離⾛選⼿における低酸素吸⼊マスクの有⽤性
論⽂ Gボールを使った運動プログラムの検討 －ラジオ体操を⼿掛かりに－



論⽂ ⽔泳の授業における⾃由時間の意義



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 保健体育 論⽂ 酸素飽和度を指標とした低酸素トレーニングの効果

論⽂ 投能⼒の向上に関する基礎的研究 －重⼼移動に着⽬して－
論⽂ バレーボールのブロック時における攻撃予測の正確性に関する研究
論⽂ スクエアステップが⾼齢者の認知機能に及ぼす効果

技術教育 論⽂ テキスタイル複合材料の積層構造に注⽬した振動減衰特性の評価
実験 ファッションロボット教材の開発
論⽂ 感度解析による打楽器の⾳響特性を考慮した板厚の最適化
論⽂  ものづくりを取り⼊れた算数的活動に関する研究 －図形分野における教材開発を通して－
論⽂ 技術・ものづくり教育に携わる教員養成のための機構教材の開発
論⽂ 課題解決⼒を⾼める協同学習の研究 －ロボット製作におけるジグソー学習の実践とその評価・改善－
論⽂ 機能性繊維複合材料における振動減衰の温度依存性の評価

家政教育 論⽂ 幼児期のくだもの摂取推進に関する研究
論⽂ ⼦どもの遊びについての考察 －家庭科教育の視点から－
実験 メチルセルロース添加 こんにゃく粉⽔懸濁液の特性
論⽂ 調理⾏動から⾒る段取り⼒の分析
論⽂ 家庭科の保育領域における教材としての絵本
実験 家庭科被服分野の現状を踏まえた教材の提案

英語教育 論⽂ HOW TO TEACH ENGLISH IN ENGLISH IN SENIOR HIGH SCHOOLS
論⽂ ON PROBLEMATIC ISSUES IN THE ENGLISH PRONUNCIATION OF JAPANESE JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
論⽂ HOW TO TEACH ENGLISH IN ENGLISH EFFECTIVELY BY USING GDM AT JHS IN JAPAN
論⽂ TEACHING WRITING TO JUNIOR HIGH SCHOOL ENGLISH STUDENTS
論⽂ ENGLISH COMMUNICATION ACTIVITIES WITH ICT IN JUNIOR HIGH SCHOOL
論⽂ The Characteristics of English in Korea
論⽂ Language Acquisition through Immersion Education
論⽂ EFFECTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES AT ELEMENTARY SCHOOL
論⽂ Cooperative English Education between Elementary School and Junior High School
論⽂ CREATING EFFECTIVE COMMUNICATION ACTIVITIES
論⽂ APPLICATION OF PHONICS IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION TO BEGINNERS
論⽂ Proper Illustrative Sentences for English Education

特別⽀援教育 論⽂ 知的障がい者における就労の現状と課題
論⽂ 統合保育における⼦ども間のかかわりを増進するための保育⼠の役割
論⽂ ある肢体不⾃由児における嚥下の可否と⾷物の形態との関係に及ぼす嗜好の影響



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 特別⽀援教育 論⽂ 普通学級と特別⽀援学級間での交流及び共同学習における意義・課題

論⽂ 知的障害者の恋愛・結婚への意識を⾼める⽀援 －⼤阪府の施設を事例に－

論⽂
発達障害児を対象としたソーシャルスキルトレーニングの指導について

－褒める⾏為の効果に焦点をあてて－

論⽂
⼦どもの能動的な学習を引き出すための⽀援についての検討

－ある⾃閉症児のプリント学習に焦点をあてて－
論⽂ 通常学級における発達障害があると思われる⼦どもとの教育活動での課題
論⽂ 重度・重複障害のある⼦どもたち同⼠のコミュニケーションを促進する要因に関する研究

論⽂
遊びの⽣活単元学習における場の設定の検討

－知的障害特別⽀援学校⼩学部の授業観察を通して－
論⽂ 聴覚障害児の「⼼の理論」に関する⼀考察

論⽂
児童虐待予防のための地域による保護者⽀援の現状と今後の⽅向性

－乳児家庭全⼾訪問事業・養育⽀援訪問事業に焦点をあてて－
幼児教育 論⽂ 「⼤⼈になること」に対する幼児の認識 －成⻑と変⾝に焦点を当てて－

論⽂ ⽗親の育児参加について 〜育児の際に求められているものとは〜
論⽂ 附属幼稚園における保護者の保育ニーズに関する研究
論⽂ ⾍に対する⼦どもの態度 －⼦どもの「年齢」と⾍の「種類」に着⽬して－
論⽂ 求められている⼦育て⽀援とは 〜四⽇市市の⼦育て⽀援から〜
論⽂ 幼児における⼿品の不思議に対する理解
論⽂ ベビーサインとこれからの育児
論⽂ ⼦どもの⾳楽療法とこれからの保育
論⽂ ３歳児のヒーローごっこ 〜テレビにおけるヒーローの在り⽅と対⽴構図の影響〜
論⽂ 幼児はなぜ何かになりきろうとするのか
論⽂ 活動移⾏場⾯において気持ちの切り替えが難しい⼦ども －発達障害児と定型発達児の事例からみる－

学校教育 論⽂ SNS利⽤時の感情に関する研究 〜LINE場⾯と過剰適応傾向に着⽬して〜
論⽂ 外国⼈児童の学⼒を保障する学校の指導体制づくりに関する研究
論⽂ 教師の⼦ども理解と評価の関係 〜⽣活科を対象として〜
論⽂ 教育における対話に関する研究 －パウロ・フレイレに焦点を当てて－
論⽂ 算数科におけるオープンアプローチの可能性の研究
論⽂ ⼩学校授業における「競争」の活⽤
論⽂ 「分かろうとする」⼦どもたちへの教師の⼦ども理解と働きかけ
論⽂ ⼩学校と学童保育所の連携のあり⽅に関する研究 〜三重県A⼩学校の連携における⼀考察〜



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 学校教育 論⽂ イメージを⽤いた英⽂法・語法指導に関する⼀考察 〜動詞の語法的・⽂法的指導場⾯に焦点をあてて〜
情報教育 論⽂ ⽇本の⽂化への興味・関⼼を促すWebサイトの開発 －外国との⽐較を通して－

論⽂ ゲーミフィケーションを⽤いた学習⽀援アプリケーションの開発
論⽂ 試験問題作成⽀援ソフトの開発
論⽂ UNIX管理に関する実習課題の設計と実践
論⽂ ロジステック回帰を⽤いた⼼筋梗塞の要因分析
論⽂ TwitterにおけるKloutに影響する要因分析
論⽂ ⼩学⽣の外遊びを促進するWebサイト「ドッジボールで遊び隊」の開発

論⽂
⼩中学⽣の情報モラルを向上させる学習⽀援ソフトウェアの開発
 －「LINE」をスマートに使いこなそう！！－

論⽂ ⾼等学校における反転授業の研究
論⽂ ⼩中学校のIT・情報モラル教育
論⽂ Hyper－Vにおけるホストとゲスト間のデータ通信について
論⽂ 出席管理システムの開発
論⽂ 三重県における学⼒向上のための要因分析
論⽂ 電⼦商取引の現状と課題
論⽂ ⼦育て⽀援のための学区案内GISの開発
論⽂ 教室使⽤Androidタブレットのアプリ管理システムの開発
論⽂ Moodleを利⽤した⾃動出席管理システム
論⽂ 道徳教育における思いやりの⼼を育てるWebページ「感謝の気持ちを伝えよう」の開発
論⽂ 短距離⾛のデータの⾮線形回帰分析における⽋測値の影響
論⽂ AR機能を⽤いた教材の開発
論⽂ 景気判断におけるデータ分析

⽣涯教育 スポーツ健康科学 論⽂ ⼥性のスポーツ参加に関する社会学的⼀考察 －メディアが与える影響に着⽬して－
論⽂ 運動有能感が運動意欲・運動の楽しさに及ぼす影響
論⽂ ⼤学⽣における⾝体活動状況と体組成の関係
論⽂ スポーツ観戦時の経験価値がファンレベルに与える影響
論⽂ ⼤学⽣の⾝体活動量増加のためのアプローチ
論⽂ ⽣活習慣病とパーソナリティの関連性
論⽂ 卵⽩ペプチド摂取が⻑距離選⼿の筋疲労に与える影響
論⽂ 抗酸化サプリメントの摂取が運動パフォーマンスに及ぼす影響
論⽂ 運動実施時における共⾏動者の有無が⼼理的側⾯に与える影響



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
⽣涯教育 消費⽣活科学 論⽂ ⺟と娘の家族関係から⾒るファッション観の形成

実験 ツタンカーメンエンドウの⾚⾊⾊素に関する研究
論⽂ 震災と耐震リフォーム
論⽂ 個⼈経営の可能性と在り⽅
論⽂ 伊賀島ヶ原地区の⾷⽂化の伝承について
論⽂ おまけ付き商品と経営戦略
論⽂ 郷⼟料理と家庭科教育
実験 調味料添加こんにゃく粉⽔懸濁液の特性

⼈間発達科学 ⼈間発達科学 論⽂ １歳児の社会的⾏動について －１歳児同⼠の間で⽣じるコンタクトに着⽬して－

論⽂
ジェンダーパーソナリティーと外向性が態度変容に与える影響
  －説得的コミュニケーションの観点より－

論⽂ ストレス低減に影響を及ぼす⾃⽴的⽇記法 －認知的再体制化に焦点をあてて－
論⽂ 親の養育スキルが⻘年期の⾃⼰愛に与える影響 〜ほめる、叱るに焦点をあてて〜
論⽂ 親密な関係における対⼈葛藤に関する研究 －関係性認知、葛藤重⼤度の観点から－
論⽂ パズル解決課題におけるフロー体験時の⾃⼰効⼒感に関する研究
論⽂ 親密さ・公正さによって、妬みの⽣起がどう異なるのか
論⽂ ⻘年期における友⼈関係とひとりの時間との関連について
論⽂ 適応指導教室における⼤学⽣ボランティアの役割 －ソーシャルサポートの観点から－

論⽂
⻘年期における他者への振る舞い⽅とストレスとの関連についての研究
   〜⾃⼰受容および他者受容に着⽬して〜

論⽂ 感情制御能⼒が⾃尊感情に与える影響 －感情特性、公的⾃⼰意識に焦点を当てて－
論⽂ 妬み感情と対処⽅略についての⼀考察 －獲得可能性と原因帰属に焦点を当てて－

⽇本語教育
論⽂

⽇本語の「外来語」「漢語」「和語」の使い分けに関する研究
 －「ハッピー」「幸福」「幸せ」を例として－

論⽂ 「⽇本」の読み⽅の現状 －「にほん」と「にっぽん」－
論⽂ 「知る」と「分かる」の意味分析 －動詞と補語のむすびつきに着⽬して－
論⽂ ⼩学校低学年における絵本の教材価値について
論⽂ 「書ける」ことを⽬的とした漢字指導 －国語と他教科との関連を通して－
論⽂ 伊勢物語の「⽼い」について
論⽂ ⼘部兼好『徒然草』考



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
⽇本語教育 論⽂ 愛知県⽅⾔名詞の形容詞化について 〜中年層・若年層に焦点を当てて〜

論⽂ ⼤学⽣が使⽤する感謝の「すみません」の実態

論⽂
補助動詞「〜てもらう」と「〜てくれる」に関する⼀考察

－コーパスを⽤いた共起表現の異同および両者の使い分けの分析を中⼼に－


