
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 説明的文章における書くことの効果的な指導に関する研究

論⽂ 三重県における勧め・命令の文末詞方言「ヤワ」に関する研究　－鈴鹿市と伊勢市に焦点を当てて－

論⽂ 『今昔物語集』が見た鬼　－死のイメ－ジ－

論⽂ 『平家物語』木曽義仲における「盛者必衰」　－清盛との比較から－

論⽂ 行動から見る　「虫めづる姫君」の人物像

論⽂ 漢字における弾力的な指導について

論⽂ 若者ことば「ワンチャン」に関する研究

論⽂ 中学校における文学の授業のあり方に関する研究

論⽂ ファンタジー文学の教育的価値に関する研究　－中学校教材を中心に－

論⽂ 尾張北部方言の終助詞「ヤー」に関する研究

論⽂  フィリピンにルーツを持つ中学生の日本語の発音と認識における諸問題　－特殊モーラ・母音・子音に焦点をあてて－

論⽂ 物語教材における挿し絵の活用に関する研究

論⽂ 中学校文学教材における音読の価値に関する研究

社会科教育 論⽂ 安濃川低地における地下水流動形態

論⽂ アドラー心理学による「他者との共存」と「私らしさ」の両立を促す協力

論⽂ 愛知県名古屋市西区における中心市街地の空間的変容

論⽂ 現代政治におけるポピュリズム　－－その理論的特徴と現実的問題点についての一考察

論⽂ 「無私の精神」と小林秀雄の後期批評

論⽂ 時間割引率の双曲割引に関する性別・世代別傾向

論⽂ 中華民国期における上海娯楽産業と越劇の発展

論⽂ 戦前昭和期における産業組合についての一考察

論⽂ 劇化活動を取り入れた小学校社会科歴史学習

論⽂ 甲子園大会への台湾代表の参加と植民地社会

平成28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 社会科教育 論⽂ 多文化共生に向けた態度を育成する小学校社会科の異文化理解教育　－異文化コミュニケーションの活用－

論⽂ 社会参画力の育成につながる中学年社会科のまちづくり学習

数学教育 論⽂ 小学校算数科における構成的アプローチに関する研究　－児童の主体的な数学的知識の構成を目指して－

ゼミナール 微分方程式に関する考察

ゼミナール 線形方程式と線形計画法

ゼミナール 微分方程式に関する考察

ゼミナール 微分方程式に関する考察

論⽂ 中学校数学科授業における「発問」に関する研究　－効果的な発問により数学的な思考・活動を引き出す授業づくり－

ゼミナール 線形方程式と線形計画法

ゼミナール 論理・確率とマルコフ連鎖

ゼミナール 関数の基礎とファイナンス数学についての研究

ゼミナール 関数の基礎とファイナンス数学についての研究

ゼミナール 論理・確率とマルコフ連鎖

論⽂ 高等学校数学科における行列の扱いに関する研究　－その導入・変遷・消滅を通して－

ゼミナール トポロジー

ゼミナール トポロジー

論⽂  生徒の探求力を引き出すための中学校数学科授業研究　－生徒のもつ素朴な疑問とその解消法に焦点を当てて－

理科教育 論⽂ 尾鷲市須賀利大地における樹木の枯死形態とその要因

論⽂ 土壌細菌「Clostridium thermocellum」「Bacillus subtilis」を用いたグルコース生産

論⽂ 鈴鹿青少年の森公園における表土剥ぎによる湿地植物群落の保全

論⽂ 長周期変光星の観測を目的とする天頂領域観測システムの組立と性能の評価

論⽂ アメリカザリガニの体色遺伝についての研究

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求能力の発達に関する研究

論⽂ 子どもの「振り返り」の内容分析にもとづく出前授業の評価

論⽂ アメリカザリガニの配偶者選択に関する研究

論⽂ ビリヤード球の運動の計測とシミュレーション

論⽂ ビリヤード球の運動の計測とシミュレーション



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 理科教育 論⽂ 博物館での学習に用いるワークシートの問いの分析－学年別ワークシートの作成マニュアルの開発に向けて－

実験 コイルに発生する誘導起電力の測定　～パソコン計測実験とシミュレーション～

論⽂ Nipponomarcia nakamurai（Ikebe）（中新世マルスダレガイ科二枚貝）の分類学的再検討と穿孔捕食痕の特性

論⽂ 指導者用デジタルガイドブックを活用した干潟観察教材の開発

論⽂ 土壌細菌Clostridium thermocellumによるセルロース系バイオマス分解の残渣の実態

実験 光と色の実験教材に関する研究

⾳楽教育 論⽂ 伊澤修二の音楽教育におけるフレーベルの思想的影響

演奏 Zwei Scherzi D593 Nr.1.B-dur   Sonate für Klavier Nr.19 c-moll D958 1satz.  F.Schubert

演奏
Lyriske smastykker No.7 Op.62 4."Baekken"
Lyriske smastykker No.1 Op.12 4."Elverdans"
Lyriske smastykker No.8 Op.65 6."Byllupsdag pa Troldhaugen" E.Grieg

演奏
・L'invito      G.Rossini
・La pastorella delle Alpi     G.Rossini
・Deciso è dunque ~ Le ricchezze ed il grado fastoso
 [Opera :　LA FIGLIA DEL REGGIMENTO]   G.Donizetti

演奏 Phantasie fis-moll Op.28 1satz.3satz  F.Mendelssohn Bartholdy
演奏 Chaconne 6 Solo a violino senza basso accompagnato(J.S.Bach)d-moll BWV1004   F.Busoni
演奏 Sonate für Klavier KV331 A-dur　W.A.Mozart
演奏 Andante cantabile e Presto agitato  H-dur / h-moll  F.Mendelssohn Bartholdy

演奏

「ひとりの対話」より　　　高野喜久雄　作詞 ・ 髙田三郎　作曲
　・遠くの空で
　・くちなし
二人のモノローグによる歌曲集　木の匙より　　　寺山修司　作詞 ・ 中田喜直　作曲
　・夏がくると

・悲しくなったときは
演奏 Sonata for piano No.3 a-moll Op.28    S.Prokofiev

美術教育 制作 立方体を用いた立体造形による空間デザインの研究と制作

制作 水彩色鉛筆を用いた絵画表現の研究

制作 立体造形における自刻像表現の研究

制作 デザイン的な視点からの漫画作品の研究と制作。



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 美術教育 制作 多様なモチーフによる密度のあるイラストレーションの研究と制作

制作 立体造形を用いた「異様な空間」の研究

制作 人形の制作及び研究

制作 テラコッタにおけるカービングを用いたフォルムの研究

制作 「ファンタジー」をテーマとしたCGイラストによるデザインの研究と制作

保健体育 論⽂  バスケットボールゲームにおけるリバウンド獲得率とシュート成功率が勝敗に及ぼす影響 ～中高生のゲームを対象として～

論⽂ 「現代的なリズムのダンス」の効果的な学習形態に関する研究

論⽂ バスケットボールゲームにおける攻撃形態に関する研究　－小・中・高のゲーム比較から－

実験 女子大学生の投能力向上に関する基礎的研究

論⽂ 「学びの基盤」を育む運動遊びに関する研究

実験 砲丸投におけるFｒｅｅ ａｒｍの動きと肩回転運動との関係性について

論⽂ 高齢者の運動習慣化に向けたイベントの効果

論⽂ 野球打撃時における意識的処理仮説の検討

論⽂ スポーツ観戦がチーム愛着・地域愛着に与える影響

論⽂ 運動時における効果的なポジティブセルフトーク

論⽂ 暑熱環境下での運動における発汗成分について

技術教育 論⽂ 温度依存性を考慮した開繊織物複合材料の振動減衰特性評価に関する研究

論⽂ 電気配線に関する教材開発

論⽂ 発泡樹脂材料の振動減衰特性の評価に関する研究

論⽂ 生活科において知的な気づきを促すものづくりの研究

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精度向上に関する研究

論⽂ 木造建築物の地震応答シミュレーションを用いた防災教育教材の提案と評価

論⽂ NFCタグの教材化に関する研究

論⽂ ゲルマニウムラジオの教材としての改良と特性分析

論⽂ 技術科教育におけるアクティブ・ラーニングに関する研究

家政教育 実験 調理における段取り力の評価と育成

実験 さんまの馴れずしにおける呈味性に関する研究



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 家政教育 実験 糖アルコール添加こんにゃく粉水懸濁液のレオロジー特性

論⽂ フードバンクの現状と課題

英語教育 論⽂ HOW TO MOTIVATE  STUDENTS IN TEACHING READING IN ENGLISH CLASSES

論⽂ A STUDY OF ENGLISH EDUCATION IN TAIWAN

論⽂ CONTRASTIVE STUDIES OF ENGLISH AND JAPANESE

論⽂ A STUDY OF PRAGMATIC ERRORS IN WRITING ENGLISH BY JAPANESE LEARNERS

論⽂ THE IMPORTANCE OF CODE-SWITCHING IN TEACHING ENGLISH

論⽂ EFFECTIVE WAYS TO TEACH LISTENING AT JUNIOR HIGH SCHOOL

論⽂ THE PRACTICAL USE OF LANGUAGE EXPERIENCE APPROACH FOR ENGLISH TEACHING AT
ELEMENTARY SCHOOLS

論⽂ THEMES AND TECHNIQUES IN O. HENRY'S SHORT STORIES

論⽂ MOTHER GOOSE RHYMES AND CHILDREN'S SENSIBILITY

論⽂ EFFECTIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH ACCORDING TO LEARNERS' DEVELOPMENTAL STAGES

論⽂ FUNCTIONS OF JOURNALISTIC ENGLISH

論⽂ A COMPARATIVE STUDY OF PEANUTS AND SAZAE-SAN

論⽂ EFFECTIVE COMMUNICATION ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH AT JUNIOR HIGH SCHOOL

論⽂ GOTHIC QUALITY IN POE'S TALES

特別⽀援教育 論⽂ 重度障害のある高齢者における介助のあり方に関する考察

論⽂ 重症心身障害児（者）のコミュニケーション拡大についての現状と課題

論⽂ 小児病棟における学生ボランティア活動のあり方と病弱児の心理的支援についての検討

論⽂ 軽度発達障害児を含めた学童保育の生活づくり　－軽度発達障害児と健常児の関係性－

論⽂ 当事者と支援者における関係の在り方についての考察　－知的障害者同士の結婚生活に焦点を当てて－

論⽂ 選択性緘黙と類似の傾向を示す女性の対人関係の取り方の変容　－過去の記録と現状を比較して－

論⽂ 幼稚園における特別支援教育の現状と課題　－幼稚園教諭が感じている困難さに焦点をあてて－

論⽂ 出生前診断に対する意識の現状と課題　－意識調査の結果と実際の選択との比較から－

論⽂ 部落差別の現状とこれからの同和教育についての考察

論⽂ 「きょうだい」から見た障害　－障害児を含む三つ子とその家族の事例から－



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 出生前診断に伴う人工妊娠中絶をめぐる言説　－障害観と歴史に焦点を当てて－

論⽂ 児童相互の人間関係を育てるための学級づくりにおける考察　－特別な支援を要する児童が在籍する学級に焦点を当てて－

幼児教育 論⽂ 父親は子育てをどう捉えているか　－半構造化面接による検討－

論⽂ 乳児期の模倣行動の機能と役割　－「模倣される子ども」に着目して－

論⽂ 日常生活でみられる２、３歳児のエピソード報告と他者との共有　～どのようなきっかけで思い出すのか～

論⽂ 幼児期における食と生活習慣が与える影響に関する研究　－保護者の意識とのかかわりをふまえて－

論⽂ 幼児の違反行為の抑制における虚構の影響

論⽂ 恐竜の卵は本物か？　－幼児における想像と現実の境界の揺らぎ－

論⽂ 心の揺れ動きを促す大人の問いかけと子どもの反応　－問いの文脈の違いと子どもの年齢差に注目して－

論⽂ 病児保育の現状と課題

論⽂ 飼育動物に対する幼児の愛着形成について　－ウサギの飼育当番に着目して－

論⽂ 4歳児のユーモア表出と他者の反応

論⽂ ３、４歳児の他者理解とコミュニケーション　～拒否・否定をするとき、されるとき～

学校教育 論⽂ いじめと居場所に関する研究　－いじめ加害者の居場所に着目して－

論⽂ 反映的自己評価が行動志向性に及ぼす影響　－反映的自己評価と自己評価の差に着目して－

論⽂ 子どもの自己効力感を高めるための教師の働きかけ

論⽂ 小学校における英語教育が児童の英語に対する意識に与える影響

論⽂ 転校が子供に与える影響　-居場所論の視点から－

論⽂ いじめ場面における第三者の行動について　－公正世界信念，集団内地位が及ぼす影響－

論⽂ 教室における子どものグループ内関係およびグループ間関係に関する研究

論⽂ 教師と保護者の良好な関係構築のための組織的対応に関する研究　～感情社会学の視座を手がかりとして～

論⽂ 三重県の子どもたちの学力向上を目指して　－「地方」と呼ばれる県から学ぶ取り組み－

論⽂ 小学校における活動の日本的特質に関する研究　－外国人による日本の学校研究に着目して－



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 反転授業の研究

論⽂ 対応分析による新入生のアンケート分析

論⽂ VBAによる席替え支援ツールの開発

論⽂ 愛知県における学力向上のための要因分析

論⽂ Scratchを用いたお絵描き授業用画像サイズ均一化ツールの開発

論⽂ シミュレーションを取り入れた高校生向け物理学習支援WEBサイトの開発

論⽂ 小学生を対象とするデジタル教材　「お買い物きちんとできるかな？」の開発

論⽂ 心筋梗塞の要因分析

論⽂ 小学生を対象としたICT教育の研究

論⽂ プロ野球の勝敗要因について。

論⽂ 小学生を対象とした教育アプリの開発

論⽂ 家事支援アプリの改良

論⽂ 小学生を対象としたAndroidによる教育アプリの開発

論⽂ 計算力と暗算力を高めるためのソフトウェア「そろばん教室」の開発

論⽂ ロジスティック回帰を用いたサッカーの勝因の分析　－２０１４ FIFA World Cup Brazil から－

論⽂ 食生活と栄養に関する小学生向けwebサイト「あなたの食生活は大丈夫？」の開発

論⽂ 小学校における情報モラル学習アプリ開発

論⽂ オープンデータを活用した自治体分析

論⽂ Windowsタブレットを用いた問題提示＆回答共有ソフトのの開発と実践

論⽂ ICT教育の国際比較

論⽂ Moodleアンケートモジュールの条件付き集計機能の追加

スポーツ健康科学 論⽂ 抗酸化サプリメントの摂取が運動能力に与える影響

論⽂ 運動時における応援がプレイヤーに与える影響

論⽂ スポーツにおけるコミュニケーションスキルが集団凝集性に与える影響

論⽂ 低酸素・高酸素の交互吸入における身体への影響

論⽂ 高校生に対するセルフモニタリング法を用いたたんぱく質摂取量の改善

論⽂ 夏休みにおける体育の宿題が児童の身体活動量に与える影響



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
⽣涯教育 スポーツ健康科学 論⽂ エゴマ油の摂取が持久性運動能力に及ぼす影響

消費⽣活科学 論⽂ 現代の消費行動とエシカル消費

論⽂ 現代における外見・行動に関するジェンダー・スキーマ

実験 衣服における色と模様のデザイン効果

論⽂ 家族の関係性を深める団らんのあり方

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 アドラー心理学から考える教育現場の人間関係

実験 高齢者における男女の就寝着を含む衣生活実態

実験 馬鈴薯澱粉の糊化・老化に及ぼす高ｐHの影響

⼈間発達科学 ⼈間発達科学 論⽂ 大学生の防災意識と防災行動について

論⽂ 身近な他者への相談が意思決定後の後悔に及ぼす影響

論⽂ 集団状況における話し合い後の納得度について　－同調志向、自己決定欲求に着目して－

論⽂ 方言使用のコードスイッチに関する研究　－セルフモニタリング，社会的スキル，地元への愛着との関連から－

論⽂ 子どもが認知する両親のコミットメント　－笑いに対する意識及び社会的スキルに着目して－

論⽂ 話し合い場面での少数派意見の維持と主張　－主観的なサポート受容感、公的自己意識に着目して－

論⽂ だてマスクの利用に関する研究　－自己隠蔽・プライバシー志向性・居場所感に着目して－

論⽂ 諦めを有効に活用するのは誰か　わりきり志向、目標への志向性に焦点を当てて

論⽂ あこがれに関する研究　－あこがれの人の想起と自己成長主導性に着目して－

論⽂ 心理的居場所感と排他に対する罪悪感予期が集団外の人に対する排他性に及ぼす影響

論⽂ 親密性・対人志向性が青年期の遠慮・察しコミュニケーションに及ぼす影響

論⽂ テスト不安の継時的変化と学習方略の関係

⽇本語教育 論⽂ 中国における学校段階別教育経費の成長会計分析

論⽂ 北京大学平民教育講演団と中国労働運動の展開

論⽂ 健康増進と自由－日本における「ナッジ」の採用を中心に－

論⽂ ポジティブ感情・ネガティブ感情が第二言語学習課題遂行に及ぼす影響

論⽂ 中日の小学校音楽教材の比較研究～道徳との関連を中心に～



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 シンプル系のデザイン様式とデザイン理念－原研哉と深澤直人の比較を中心に－

論⽂ 非漢字圏日本語学習者の漢字字形についての研究

論⽂ 小学校国語科教材物語文での文末表現「のです」について

論⽂ 論理的思考力を育てる発問の妥当性に関する研究

論⽂ 『枕草子』の色彩表現と中関白家

論⽂ 中学校国語科におけるメディアリテラシーの活用

論⽂ 日本人と中国人留学生の敬語使用について

論⽂ 間投助詞「サ」の使用について　－津市に焦点を当てて－

論⽂ 留学生と日本人学生の相互交流を通した防災学習

論⽂ LINEコミュニケーションにおける展開の特徴

論⽂ 手書きによる速書き文字の傾向

論⽂ 中国語を母語とする子どもに対する親と子どもの母語保持意識についての調査


