
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 感謝場面における謝罪表現の使用についての一考察－三重大学生を対象にした調査から－

論⽂ 文学作品における題名の効果

論⽂ 国語教科書におけるメタ認知に関する研究

論⽂ 中学校における説明的文章の教材に関する研究

論⽂ 古典和歌における桜の価値－『万葉集』『古今和歌集』『伊勢物語』の桜歌より－

論⽂
対義語の語義的対応に関する研究－「開く

    ひら

」「開ける」

      あ

「閉じる」

      と

「閉める」

      し

を中心として－

論⽂ 国語科教育における読書感想文に関する研究

論⽂ 児童の発達を観点とした国語教材の適正に関する研究

論⽂ 書写教育における毛筆と硬筆の関連について－大学生への毛筆書字・硬筆書字調査を通して－

論⽂ 姿勢と文字の関連性について

論⽂ 牛橛造像記の書法に関する研究－中学校書写教科書の広がりを目指して－

論⽂ 縦書き書字における平仮名字形損傷の研究－横書き書字との関連から－

論⽂ 奈良県方言における終助詞「ナ」の禁止用法と「ヤ」のアスペクト性－有標の動詞連用形接続に注目して－

社会科教育 論⽂ 体験学習を活かした小学校における社会科授業のあり方～見学による実感的理解に着目して～

論⽂ アヘン戦争前の広東における人的ネットワーク

論⽂ 養父市における国家戦略特区政策の現状と課題～特区制度政策の改善のために～

論⽂ 城下町の近代都市化と交通網－三重県津市を事例として－

論⽂ 民主主義再活性化の契機としての義務投票制度～一般有権者の政治参加促進のために～

論⽂ CO2排出量の観点から見たエコカー利用の分析－エコカーへの乗り換えは本当にエコなのか－

論⽂ 安濃川河口域における海底地下水湧出に関する研究

論⽂ 社会参画力を育てる小学校社会科の授業

数学教育 論⽂ 中学校数学科指導のための教具に関する研究－様々な数学的概念の涵養のために－

ゼミナール フーリエ級数の理論と応用に関する考察

ゼミナール フーリエ級数の理論と応用に関する考察

論⽂ 小学校算数科「数と計算」領域に関する教材研究－シェーマとしてのタイルの活用－
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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 論⽂ 小学校算数科「数と計算」領域に関する教材研究－シェーマとしてのタイルの活用－

論⽂ 小学校算数科における乗法・除法の指導に関する研究－量の理論を背景として－

ゼミナール 代数学－群・環・体および多項式－

論⽂ 中学校数学科における平面幾何の構成に関する研究－ユークリッド『原論』第１巻との対比を通して－

ゼミナール 代数学－群・環・体および多項式－

ゼミナール 代数学－群・環・体および多項式－

ゼミナール 代数学－群・環・体および多項式－

ゼミナール フーリエ級数の理論と応用に関する考察

ゼミナール 代数学－群・環・体および多項式－

論⽂ 高等学校における統計教育に関する研究－ＱＣ的問題解決法と数学的活動－

理科教育 論⽂ ブナ科コナラ属の堅果成熟フェノロジーとハイイロチョッキリによる食害の関係

論⽂ 日本列島における第四紀化石記録と絶滅種の特性：イタヤガイ科二枚貝類を例として

論⽂ 透明鱗メダカの品種固定に向けた選別飼育

論⽂ 面接調査による理科クラブ活動を通じた中高生の科学的探究能力の発達に関する研究

実験 二重弾性ロッドの強制振動

論⽂ 高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する教材の開発

論⽂ ビリヤードを用いた力学教材の開発

論⽂ ビリヤードを用いた力学教材の開発

論⽂ 燃料電池と環境問題

論⽂ 高等学校理科生物におけるエイズ教育教材の開発

論⽂ 小型CCDを用いた地球の自転周期観測

論⽂ 博物館で用いられるワークシートの問いの分析

実験 Li-Mn-O系の相関係

論⽂ 津市町屋海岸の堤防拡幅工事が海浜植物群落に及ぼす影響

音楽教育 演奏 ピアノ

Der Tanz in der Dorfschenke (Erster Mephisto-Walzer) S.514　　　 F.Liszt

演奏 ピアノ

Phantasie C-dur Op.17 1st mov.    R.Schumann

演奏 ピアノ

Ballade No.1 g-moll Op.23      F.Chopin



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 ピアノ

Phantasie C-dur Op.17 1st mov.    R.Schumann

演奏 ピアノ

Ballade No.1 g-moll Op.23      F.Chopin
演奏 ・Ridente la calma        W.A.Mozart 作曲

・Un moto di gioia       W.A.Mozart 作曲

演奏

Frauenliebe und Leben(女の愛と生涯)より　A.v.Chamisso 作詞・R.A.Schumann 作曲

・Seit ich ihn gesehen
・Du Ring an meinem Finger
・An meinem Herzen,an meiner Brust
・Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

演奏
ピアノ

Faschingsschwank aus Wien Op.26
Ⅱ.Romanze,Ⅳ.Intermezzo,Ⅴ.Finale
R.Schumann

演奏 ピアノ

L.v.Beethoven Sonate  Nr.31  As-dur  Op.110  2nd mov. 3rd mov.
美術教育 制作 動植物をモチーフとする平面素材によるグラフィックデザインの研究制作

制作 透明水彩絵の具を用いた絵画表現の研究

制作 デザインによるロクーラ（狂気）の世界観の研究と制作

制作 絵本の制作及び研究

制作 水彩色鉛筆による絵画表現の研究

制作 アニメーション表現による空間デザインの研究と制作

制作 生物の色彩や形態をモチーフとし、架空の生物のグラフィックデザインを研究制作する。

制作 立体造形による空間表現の研究。

制作 イラストレーションによる表現の研究

保健体育 実験 サッカーのインサイドキックに関する研究

論⽂ 介護者の援助が利用者に及ぼす影響

論⽂ 運動プログラム普及を評価する枠組みの適用可能性

論⽂ バスケットボール競技におけるディフェンスリバウンド獲得後の攻撃形態がゲームの勝敗に及ぼす影響

論⽂ 野球の打撃時におけるフロー状態についての研究

論⽂ スポーツが与える地域コミュニティへの影響－ソーシャル・キャピタル意識に着目して－

論⽂ プレショットルーティンとエクスターナルフォーカスの有用性－バスケットボールのフリースローを用いて－



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 体育における学習の能動性を高めるアクティブラーニングの検討

論⽂ ボールゲームの質を高めるための展開構成に関する一考察

論⽂ リズムダンスにおける「場の創出」に関する一考察

実験 安静時の経口補水液摂取が尿生成に与える影響

実験 助走つき垂直跳び能力の向上に関する研究

技術教育 論⽂ 機電一体化に向けた自動車用電子部品の耐震性能向上に関する研究

論⽂ バイオ燃料に関する教材の開発

論⽂ リードスイッチコマの動作解析と教材としての改良

論⽂ 図画工作科において子どもの素朴な疑問からはじまるものづくりの提案

論⽂ 重合メッシュ法を用いた織物複合材料の振動解析手法の開発

論⽂ 小学生生活科において子どもたちが没頭するものづくりについて

論⽂ ものづくり教育に携わる教員養成のための竹を用いた教材の提案

家政教育 論⽂ 地域と世界の食文化に関する教育

実験 タピオカ澱粉とコーンスターチの糊化・老化に及ぼすアルカリの影響

実験 糖添加こんにゃく粉水懸濁液のレオロジー特性

実験 低ｐＨにおけるこんにゃく粉の特性

論⽂ 子どもの貧困と家庭科教育

実験 給食指導を軸とした効果的な食育の在り方

論⽂ フリーズドライ食品の発展に関する研究

英語教育 論⽂ IDENTITY OF JAPANESE AMERICANS DURING WORLD WAR Ⅱ

論⽂ THE COOPERATION BETWEEN ALTS AND HRTS IN TEACHING ENGLISH AT ELEMENTARY SCHOOLS

論⽂ HOW TO MAKE AN EFFECTIVE ENGLISH CLASS WITH ALTS

論⽂ A STUDY OF AMERICAN HEROES

論⽂ The Practical Usage of Picture Books in Foreign Language Teaching for Children

論⽂ Teaching English in Elementary Schools in Finland

論⽂ EFFECTIVE TEACHING OF ENGLISH PRONUNCIATION AT JUNIOR HIGH SCHOOL

論⽂ HOW TO TEACH ENGLISH GRAMMAR TO JAPANESE JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH PPP

OR TBLT

論⽂ TEACHING ENGLISH WITH DIGITAL TEXTBOOKS

論⽂ HOW TO INTRODUCE RELATIVE PRONOUNS IN JUNIOR HIGH SCHOOL



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 目
学校教育教員養成 英語教育 論⽂ INCREASING LISTENING SKILLS

論⽂ ON THE USE OF THE PRESENT PERFECT

論⽂ CHIVALRY IN THE KNIGHT'S TALE : COURTLY LOVE TRADITION

論⽂ The First Language and The Second Language

論⽂ UTILIZING LITERARY TEXTS IN ENGLISH CLASSES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

論⽂ EFL LEARNERS' ANXIETY ABOUT SPEAKING AND IDENTITY

論⽂ HOW TO LEARN NON-VERVAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH CLASS

論⽂ IMPROVING SPEAKING SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

論⽂ THE IDENTITY OF SHERLOCK HOLMES:THE ADVENT OF THE LEGENDARY DETECTIVE

特別支援教育 論⽂ 自閉症幼児に対する療育の有効性

論⽂ 災害時における視覚障害者への障害理解について－視覚障害の当事者の視点からの検討－

論⽂ 精神科病院の現状と課題

論⽂ ある自閉症児が示す接近行動の発生機序についての検討－対象選好の傾向に焦点を当てて－

論⽂ ペアレント・トレーニングの効果について－親の内面の変化に焦点を当てて－

論⽂ 特別支援学校教諭のメンタルヘルス　ストレスコーピングに焦点を当てて

論⽂ 中学校における知的障害の障害理解教育に関する研究

論⽂ 指導者の教育観が子どもの捉え方に及ぼす影響－様々な子どもが生きやすい集団について考える－

論⽂ フィクション作品の漫画が取り扱う子ども虐待の現状とその意味

論⽂ 視覚障害者が事物を把握する上で視覚心像が果たす役割

論⽂ 障がいのある人の自立生活支援における諸問題－障がいのある人と介助者という関係性に焦点を当てて－

論⽂ 教師の振る舞いがもたらす障害児と健常児の関係性への影響

論⽂ 小規模親の会の役割と親支援についての検討

幼児教育 論⽂ おばけのイメージと実在性に対する幼児の認識

論⽂ 大人の反事実的発言に対する子どもの反応とその発達的変化

論⽂ 「泣き」の表出と理解から見る２歳児の発達－自己の泣きと他者の泣きに着目して－

論⽂ 子どもが好む絵本－読み聞かせにおける反応に着目して－

論⽂ 幼児の過去についての語り～話題の共有から見る語りの動機～

論⽂ これからの子育て支援の役割と課題－プレイセンターの取り組みから－

論⽂ 幼児の夢の虚構性に対する認識



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 目
学校教育教員養成 幼児教育 論⽂ 「食」に対する子どもの興味－クッキング場面における幼児の発話から－

論⽂ 異年齢でのごっこ遊び－言語行為に着目して－

論⽂ 幼児期におけるおけいこごと・習い事の現状と今後のあり方

学校教育 論⽂ 授業に活きる学級づくり

論⽂ 幼児期における「いのちの教育」の在り方～金森俊朗とフレーベルを参考にして～

論⽂ 道徳教育における自己愛の位置付け　ルソーの『エミール』に焦点をあてて

論⽂ 競技性の違いによる競争・協同事態における動機づけの生起について

論⽂ 教育実習における省察的教授法に関する研究～Ｆ・コルトハーヘンの教師教育論に注目して～

論⽂ 障害のある人もない人も共に生きる社会を目指して、教師はどのように支援したらよいのか？～Ｎ小学校の授業観

察を通して～

論⽂ スクールカーストを活用した教師の学級運営に関する研究

論⽂ 小１プロブレムを緩和するためにできること～幼小連携とプロジェクト・メソッドに着目して～

論⽂ 学校におけるデス・エデュケーションに関する研究

論⽂ 子どもの学びと遊びを取り入れた授業づくりについての一考察～堀　真一郎の教育論に焦点を当てて～

情報教育課程 情報教育 論⽂ Moodleを使った情報共有システム運営技術の研究

論⽂ Androidアプリによるレゴロボット制御について

論⽂ ロジスティック回帰を用いたサッカーの勝敗要因分析

論⽂ iOS上の教育用アプリの開発

論⽂ 学力向上のための要因分析

論⽂ 稼働中サーバの仮想化について

論⽂ 出席管理システムの開発

論⽂ OpenPNE3のFacebook連携プラグインの開発

論⽂ 家事支援アプリの開発

論⽂ 電子書籍作成支援ツールの開発

論⽂ 小規模遠隔授業環境の構築について

論⽂ 教育現場におけるタブレットを用いた教育支援方法

論⽂ プレゼンテーション能力の向上を図る小学生向けWebサイトの開発

論⽂ Androidによる陸上競技体験アプリの開発



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 目
情報教育課程 情報教育 論⽂ WindowsPCとAndroidタブレット間の画面転送アプリの開発

論⽂ 国民の祝日について学ぶ小学生向けWebサイトの開発

論⽂ 将棋への興味を引き出すWebサイト「将棋遊びを楽しもう」の開発

生涯教育 スポーツ健康科学 論⽂ 野球の試合の打撃時におけるメンタルトレーニングの有効性

論⽂ 中年期における身体活動状況と生活習慣病リスクの関連

論⽂ 体育教員が剣道授業をする際の課題

実験 バスケットボールのシュートの指導に関する研究－シューティングアライメントに着目して－

論⽂ 時間別にみた小学生の身体活動状況と健康関連体力の関係

論⽂ 小児期の肥満が若年成人期の体格や生活習慣病罹患等に与える影響について－肥満小児の予後調査から－

実験 酸素飽和度を指標とした低酸素トレーニングの効果－酸素濃度の違いがトレーニング効果に及ぼす影響－

論⽂ グループ参加における身体活動量増加のアプローチ

論⽂ 運動指導における言葉かけがパフォーマンスに与える影響

消費生活科学 論⽂ 衣服購入の意志決定過程について

論⽂ 高齢者の食生活の自立と支援

実験 ツタンカーメンエンドウの赤色色素に関する研究

実験 味覚授業と給食介入による「味わう」力の育成

論⽂ 地域コミュニティにおける親子対象の食育プログラムの実践的研究

論⽂ ラーメンの魅力と発展過程

実験 着装シミュレーションを用いた衣服選択情報の抽出－体型とデザインに関して－

論⽂ みかん農業者の現状と課題

実験 衣服設計のための年代別体型比較－成人女性の場合－

論⽂ キャッシュレス化時代の家庭科教育～個計簿による金銭管理の提案～

人間発達科学 人間発達科学 論⽂ 趣味に対する態度が精神的健康に及ぼす影響

論⽂ 子育ての悩みへの対処を通した母親の発達

論⽂ 心理的居場所感が攻撃性に与える影響-仮想的有能感、依存欲求に焦点を当てて-

論⽂ 親の養育態度と第二反抗期－子どもの自我同一性確立に着目して－

論⽂ 援助要請する人はどのように見えるのか－評価する側の要因と評価される側の要因に着目して－

論⽂ 同情が受け手の感情の生起に与える影響－親密さ、経験の共有、被援助志向性に焦点を当てて－



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 目
人間発達科学 人間発達科学 論⽂ いじめ被害経験と親の楽観性、共感性が青年期のレジリエンスに与える影響

論⽂ 自己志向的完全主義が空想の多面的特徴に及ぼす影響について

論⽂ 青年期における恋愛イメージとLOVEの研究－恋愛経験・LOVEの対象に着目して－

論⽂ 身体接触が安心感、不安低減に及ぼす影響について－対人コミュニケーションに着目して－

論⽂ 学級経営におけるルール作りに関する研究～向山洋一の学級作りに焦点をあてて～

論⽂ 災害時における組織的対応についての研究－神戸市の「受援力」に焦点を当てて－

論⽂ 愛着スタイルと自己概念との関連－自己評価、自己意識に焦点をあてて－

日本語教育 論⽂ 清朝の后妃選抜システム　－19世紀後半の選秀女を中心に－

論⽂ 英語授業におけるコミュニケーション能力を高めるための教師の指導

－田尻悟郎の授業から学ぶ－

論⽂ 学習者の参加度を高める日本語の授業　－教材づくりの創意・工夫－

論⽂ 幕末会津藩の動向と公用方

論⽂ 中学校における音読指導の研究

論⽂ 近年の漫画におけるキャラクターの言語表現による描き分け

論⽂ 近時を表す類義語についての研究－「最近」と「このごろ」を中心に－

論⽂ レオ=レオニ研究－生い立ちから見る絵本作品－

論⽂ 中国人留学生と日本人学生の学習スタイルの比較

論⽂ 基本オノマトペの選定とその教材化－小学校国語科教科書を中心に－

論⽂ 三重県方言の文末詞「ニ」について－松阪市に焦点を当てて－

論⽂ 多気町方言の生活環境語彙について

論⽂ 現代に見られる名前の特徴－松阪市を中心に－

論⽂ 尾張方言の文末詞「ガ」について－八開地区に焦点を当てて－

論⽂ 「ナラ」の使用実態調査からの分析－日本語コーパスと日本語教科書の分析から－


