
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 語彙に対する興味・関⼼を喚起する顔⽂字・絵⽂字を⽤いた国語科授業に関する研究

論⽂ 国語科における情報活⽤能⼒の育成に関する研究
論⽂ 星新⼀『夢魔の標的』論 －ショート・ショート作品との⽐較－
論⽂ 国語科教育における朗読の位置と価値
論⽂ 三重県において使⽤される否定辞について －松阪市に焦点を当てて－
論⽂ チラシにおける⽂字から受ける印象について
論⽂ 書写・書道教育と筆写⽂字の関係性
論⽂ 三重県⽅⾔における原因・理由表現「デ」・「モンデ」について －松阪市・北勢地域に焦点を当てて－
論⽂ 紫式部における植物と⼈物描写の関連について
論⽂ 地名「マツサカ（松阪）」の発⾳時におけるバリエーションについて
論⽂ 名古屋市における⾔語意識と⽅⾔使⽤について
論⽂ 『花の妖精たち』教材論
論⽂ ⼦どもを取り巻く⽂字についての研究 －絵本と教科書の⽐較から－
論⽂ 奈須きのこ『空の境界』における「普通」
論⽂ 魯迅『故郷』教材研究

社会科教育
論⽂

患者の⾃⼰決定における選択の必要性とその実践について
 －⽇本のインフォームド・コンセントの問題点－

論⽂ 島津侵攻前後の琉球⼠族における⽇本⽂化の変遷
論⽂ ⾝近な犯罪に対する⾃⼰防衛 －⾏動経済学の視点から－
論⽂ 消費者としての意思決定⼒を育成する⼩学校社会科産業学習 －「⾃⼰」の意思決定過程に着⽬して－
論⽂ ⼤学⽣におけるＳNＳ利⽤と主観的幸福度の分析 －地位財・⾮地位財の観点から－
論⽂ 宋代初期における枢密院の位置づけとその変遷
論⽂ 市町村間⼈⼝移動要因の実証分析 －神奈川県を事例に－
論⽂ 安史の乱以後の公主降嫁と姻戚関係 －郭⽒に重点をおいて－
論⽂ 津市北部の海岸平野における地下⽔環境について
論⽂ 三重県桑名市における剣道⽂化の地域的特性 －少年剣⼠の育成基盤を⼿掛かりとして－
論⽂ 専修寺真慧の伊勢教化に関する⼀考察
論⽂ 転作に伴う地下⽔環境への影響について
論⽂ 内村鑑三の⽇蓮評と彼のキリスト教
論⽂ 多⽂化社会に共に⽣きる態度を育てる⼩学校社会科授業
論⽂ 中学校社会科における指導と評価の⼀体化に関する研究
論⽂ ⼤都市近郊における祭礼の存続形態 －愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」を事例として－
論⽂ ⼦どもの興味・関⼼を持続させる⼩学校社会科の授業モデル －ＡＲＣＳモデルの⽅略に着⽬して－
論⽂ 安政伊賀上野地震にみる藤堂藩の危機管理体制
論⽂ ⼆宮尊徳の勤労観について
論⽂ ⼆次関数ｙ＝ax 2 の指導に関する実践的考察
論⽂ 拡⼤図・縮図の指導に関する実践的考察
ゼミナール 確率論のゲーム理論への応⽤
論⽂ 分数の初期の指導に関する実践的考察
論⽂ 確率の指導に関する実践的考察
論⽂ かけ算の指導に関する実践的考察
ゼミナール トポロジー
ゼミナール 公理的確率論とその応⽤
ゼミナール 確率論のゲーム理論への応⽤
ゼミナール 確率論のゲーム理論への応⽤
ゼミナール 集合と群
ゼミナール 公理的確率論とその応⽤
ゼミナール 集合と群
ゼミナール 集合と群
ゼミナール 集合と群
ゼミナール トポロジー
ゼミナール トポロジー
ゼミナール 集合と群
ゼミナール トポロジー
ゼミナール 公理的確率論とその応⽤
ゼミナール トポロジー
ゼミナール トポロジー
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数学教育・情報
教育
(数学教育専攻)



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 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 －2018FIFA World Cup Russiaから－

論⽂ 教採のための学習⽀援アプリの開発
論⽂ 美術教育におけるデジタルポートフォリオの開発・制作
論⽂ Java Script と Scratch を⽤いた⼩学⽣向けプログラミング教育
論⽂ プロ野球の勝因分析
論⽂ Scratch による⼩学２年⽣向けアプリを⽤いた授業実践
論⽂ 地域紹介アプリの開発
論⽂ 学⼒に影響する要因の重回帰分析
論⽂ VＢAを⽤いた履修科⽬管理⽀援システムの開発
論⽂ 三重県における将来⼈⼝推計について

理科教育 実験 弾性振り⼦の強制振動実験
論⽂ ⼩中学校における透明鱗⾦⿂の活⽤に関する研究
実験 ⽔のあたたまり⽅を観察する実験教材の研究
論⽂ β－グルコシダーゼを分泌する細菌の開発
論⽂ アメリカザリガニの⾏動と尿放出を観察するための簡易実験法
論⽂ 津市安濃川の治⽔を題材とした河川教育教材の開発
論⽂ ミズナラにおけるハイイロチョッキリの産卵特性
論⽂ 発達段階の違いに着⽬した望遠鏡観察対象への認識の調査
論⽂ 光の性質に関する教材開発
論⽂ エネルギーミックスを題材としたエネルギー教育教材の開発
論⽂ 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 科学概念の活⽤に関する実態調査
実験 スマートフォンを⽤いた物理実験教材の開発
論⽂ UAV（ドローン）を⽤いたモミの結実調査
論⽂ ヨコヤマホタテMizuhopecten yokoyamae（鮮新－更新世イタヤガイ科⼆枚⾙）の形態変異
論⽂ 切り花の安価な延命剤の検討

⾳楽教育 演奏 L.v.Beethoven  Sonate fùr Klavier Nr.28 A-dur Op.101 2satz. 3satz.

演奏
・Ad una stella  A.Maffei 作詞・G.Verdi 作曲
・Caro nome(Gilda役、Sop.)  [Opera︓RIGOLETTO] G.Verdi

演奏 J.S.Bach Chromatische Fantasie und Fuge d-moll BWV 903

演奏
・⼩さな空 武満徹作詞・作曲
・⾒えないこども ⾕川俊太郎作詞・武満徹作曲
・めぐり逢い 荒⽊⼀郎作詞・武満徹作曲

演奏
・Ridente la calma 作詞者不詳・W.A.Mozart作曲
・Un moto di gioia L.d. Ponte 作詞・W.A.Mozart 作曲
・Una donna a quindici anni (Despina 役、Sop.) [Opera︓COSÌ FAN TUTTE]W.A.Mozart

演奏
L.v.Beethoven  Sonate für Klavier Nr.14 "Sonata quasi una fantasia" cis-moll  Op.27-2 2satz.
3satz.

演奏 F.Chopin  Sonata Nr.2 "Marche funèbre" b-moll Op.35 1satz.4satz.

演奏 J.S.Bach=F.Busoni  Chaconne d-moll (from Partita No.2 for Violin  BWV 1004)
演奏 F.Liszt  Hangarian Rhapsody S.244 No.12
演奏 S.Rakhmaninov  Six Moments Musicaux Op.16 No.1 b-moll, No.4 e-moll

美術教育 制作 レイヤー構造によるグラフィック作品の研究と制作
制作 関節球体⼈形の制作及び研究
制作 「あい」をテーマにした油彩表現の研究
制作 彫刻表現における，構成的なプロポーションについての研究
制作 油彩による絵画表現の研究
制作 猫をモチーフとした⾊彩表現の研究と制作
制作 ⽴体造形における動物表現の研究
制作 ⽇本の古典紋様の要素を使った現代的なパターンデザインの研究と制作

 保健体育 論⽂ ダーツにおけるフィードバックが投動作のパフォーマンスに及ぼす影響
論⽂ フリースロー時のプレショットルーティンに関する研究
論⽂ シューズのアウターソールの減りとスポーツ障害との関連性
論⽂ 短距離⾛の指導法に関する基礎的研究 －ピッチに着⽬して－
論⽂ ハードル⾛の指導法に関する基礎的研究 －踏み切り動作に着⽬して－
論⽂ 教育系⼤学⽣における体格，⾝体活動状況とメンタルヘルスの関連性
論⽂ 運動継続を促す郵送⽀援に関するテキストマイニング分析
論⽂ ⾼校野球のゲーム分析 －投⼿の配球に着⽬して－
論⽂ ⾼強度・短時間・間⽋的トレーニングが⼼肺機能・下肢筋⼒に与える影響

数学教育・情報
教育
(情報教育専攻)



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成

論⽂
集団スポーツによる協調性のインフォーマルアセスメント
 －⼩学校第４学年ゴール型ゲームを事例として－

論⽂ ⾔葉がけがパフォーマンスに与える影響
論⽂ 運動中における情緒の測定 〜声，表情，仕草に着⽬して〜
論⽂ 教育系⼤学⽣における体格，⾝体活動状況とメンタルヘルスの関連性
論⽂ ⾼強度・短時間・間⽋的トレーニングが⼼肺機能・下肢筋⼒に与える影響
論⽂ ESDを取り⼊れた図画⼯作科でのものづくりに関する研究
論⽂ ⽣活科において知的好奇⼼を⽣み出す授業づくり

論⽂
技術・家庭科における主体的・対話的で深い学びに関する研究
－ネットワークを利⽤した双⽅向性のあるコンテンツ及び計測・制御のプログラミングにおいて－

論⽂ ⼯業科課題研究におけるライフサイクルを考慮した機械設計教材の開発
論⽂ 共振法と分数階微分モデルによる粒⼦分散複合材料の動的特性評価
論⽂ 制振FRPによる機械構造物の振動特性改善に関する研究
論⽂ ⼩学⽣向けＩ／Ｏのある簡易プログラミング教材の開発
論⽂ 技術・家庭科のエネルギー変換の技術においてオートマタを⽤いた導⼊教材の開発
論⽂ 省エネを意識したロボットコンテスト⽤アナログ積分式電池消費量モニタの開発
論⽂ ＳＴＥＡＭ教育に基づく⽣活科ものづくり教材の開発と実践

家政教育 論⽂ ⼩学⽣の⾷事作りへの関⼼度
実験 ⼤学⽣を対象とした調理における段取り⼒の育成
論⽂ 痩⾝願望から⾒るサプリメント利⽤の実態と要因
実験 試着シミュレーションを⽤いた成⼈⼥性における体型と「似合う服」の関係抽出
論⽂ 振り込め詐欺の実態と予防 〜啓発と⾒守りの視点から考える〜
実験 こんにゃく粉の膨潤時間に及ぼす⾷塩およびグルタミン酸ナトリウムの影響
論⽂ 社会⼈サッカーチームの⾷⽣活の実態と改善
実験 ⾷塩添加コーンスターチゲルの糊化・⽼化特性
実験 親⼦のファッション観形成を⽀援する試着シミュレーションを⽤いた授業提案
実験 メチルセルロースのレオロジー特性
実験 シロミトリ⾖のポリフェノール含量に及ぼす加熱調理の影響

実験
試着シミュレーションを⽤いた⾐服選択⽀援情報の提供
 －⾊柄形の組み合わせによるデザインイメージ効果－

論⽂ ペットの終⽣飼養の意識と実態
英語教育 論⽂ TEACHING ENGLISH USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT)

論⽂ A STUDY OF SEMANTIC EXTENSION WITH A SPECIAL REFERENCE TO QUALIA STRUCTURE

論⽂
A COMPARATIVE STUDY OF E. A. POE AND RAMPO EDOGAWA WITH A SPECIAL REFERENCE
TO THE TREATMENT OF MYSTERIES

論⽂ WHAT TEACHERS SHOULD DO TO ANSWER STUDENTS' QUESTIONS
論⽂ A STUDY OF LE GUIN'S EARTHSEA CYCLE : THE SPIRITUAL GROWTH OF HEROES
論⽂ A RECONSIDERATION OF EARLY ENGLISH EDUCATION
論⽂ LINGUISTIC ACTIVITIES OF THE TARGET FORMS AND THEIR EFFECTS
論⽂ A COMPARISON OF ENGLISH TEACHING METHODS IN JAPAN AND THE NETHERLANDS
論⽂ A STUDY OF CHANGES IN ENGLISH PRONUNCIATION
論⽂ COMPARISON BETWEEN BROADWAY MUSICAL AND JAPANESE MUSICAL
論⽂ THE ROLE OF NON-VERBAL COMMUNICATION
論⽂ RELATION BETWEEN SPORTS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION
論⽂ USING KATAKANA IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION TO YOUNG STUDENTS

特別⽀援教育 論⽂ ⼤学⽣の公共交通機関の利⽤実態についての調査 優先席や席を譲ることに関する意識に焦点を当てて

論⽂
性的マイノリティの⼈々の⽣きづらさについての現状と課題
－同性婚が認められている国イギリスと⽇本との⽐較を通して－

論⽂ 地域コミュニティと障害者の⽣活についての研究 －ソーシャルニードの分類法を⽤いて－

論⽂
肢体不⾃由のある⺟親の出産・⼦育てに関する研究
－出産時期や⼦育ての際の困り感と周囲の⽀援に関するインタビュー調査－

論⽂ 通所型施設を利⽤することが困難な障害者を対象としたアウトリーチ⽀援の在り⽅についての検討
論⽂ 教育におけるICT機器活⽤の実態とその課題 －特別⽀援教育という観点からの検討－
論⽂ 病弱児童⽣徒の復学における⽀援の在り⽅についての現状と課題

論⽂
ダウン症児の幼児期における保育教育に関する⺟親の育児不安について
－発達過程や就学に関するインタビュー調査－

論⽂ マンガ作品から学ぶ多様性社会のあり⽅ －ONE PIECEを題材に－
論⽂ コグトレを活⽤した年⻑児の認知発達に関する研究
論⽂ ライフストーリーに基づく障がい者の親の⼼理的負担についての研究

技術・ものづくり
教育



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
学校教育教員養成 論⽂ ダウン症児の運動機能改善に関する指導⽅法の検討

論⽂ ⾝体障害者における⼼理的競技能⼒や志向の変化の過程と⽣活への影響 －⾞いすスポーツに焦点を当てて－

論⽂
知的障害者の就労⽀援における現状と課題
－特別⽀援学校⾼等部での現場学習の⾒学と教員へのインタビューから－

論⽂ 視覚障害者マラソンの実態とその課題 －視覚障害者ランナーと伴⾛者の⽴場から－

論⽂ 知的障害者の⽣涯学習活動における当事者・⽀援者の需要に関する研究

論⽂
状況により意図的に発話を調整する⼀事例の⾃⽴的⾏動について
－家族と他者での⼼情理解の違いに焦点を当てて－

論⽂ 社交不安障害と⽂化・社会的要請の関係性について

論⽂ 昔話における障害の描写について －特別⽀援教育の観点からの考察－

論⽂ 鉄道に興味関⼼のある児童における発達の特徴について
論⽂ 元受刑者と地域との交わりのある共⽣社会 －島根あさひ社会復帰促進センターに焦点を当てて－
論⽂ 書字困難をもつ児童の学習⽀援について

幼児教育 論⽂ 家庭でのきょうだいげんかの悩みに保育者はどう対応するか︖
論⽂ ２歳児の⾷事場⾯におけるコミュニケーション 〜家庭と保育園の⽐較から〜
論⽂ ⼦どもの家庭内における不慮の事故を防ぐ⽀援について －保育者の役割－
論⽂ １，２歳児の共感を求める姿 〜共有場⾯に着⽬して〜
論⽂ ２歳児の⾃⽴に伴う依存⾏動 〜着脱場⾯に着⽬して〜
論⽂ 幼児の怖いもの⾒たさ⾏動にイメージの鮮明化が及ぼす影響
論⽂ 保育者による相談⽀援に関する研究 〜保育経験の違いに着⽬して〜
論⽂ 保育場⾯における幼児の社会的⽐較 〜他者参照の姿に着⽬して〜
論⽂ ⺟親は何でもお⾒通しか︖ －⺟親の能⼒に対する幼児の過⼤評価－
論⽂ サンタクロースの多様な実体験に対する幼児の認識
論⽂ 病児保育の役割について －⼦どもにとって利⽤しやすい病児保育－

学校教育 論⽂ 教師と保護者の関係における責任の問題
論⽂ スポーツ好きの体育嫌いをなくす教師の働きかけ
論⽂ 「感性」を育む⼩学校⾳楽と図⼯の授業の研究
論⽂ ライフ・キャリアとしてのキャリア教育に関する研究 〜⼥性のライフ・キャリア〜
論⽂ 教室における教師の働きかけ －ナラティブ・アプローチに着⽬して－
論⽂ ほめられ状況における場⾯・ほめ⼿との関係性・性格特性が肯定的・否定的感情に与える影響
論⽂ 初等教育における全⼈的な育成に関する⼀考察 －⽇本⼈の国⺠性に鑑みた教育を軸として－

論⽂
学⼒・能⼒観氾濫の時代において  学校教育が⽣み出す包摂の可能性について
 －DeSeCoのコンピテンス概念を⼿がかりにして－

論⽂ ⼦どもの思いや願いを⽣かした授業づくり
論⽂ 教師集団における多様性について －教職以外に勤務経験のある教師に着⽬して－

スポーツ健康科学情報教育課程 スポーツ健康科学 論⽂ リバウンド型連続ジャンプにおける腕振りの影響について
⼈間発達科学 ⼈間発達科学 論⽂ 現代⼈の神社信仰について －伊勢神宮に焦点を当てて－

論⽂ 認知的評価が対⼈ストレスコーピングに与える影響について －相互独⽴性-相互協調性に焦点を当てて－
論⽂ 過去のとらえ⽅に関する研究 －幸せへの動機づけ，社会⼈基礎⼒との関連
論⽂ 集団に対して感じる魅⼒要因について －アイドルグループを対象とした考察－
論⽂ 指導が難しい⼦どもに対する教師の認知について
論⽂ 学校図書館の展望 －⼦どもの居場所に着⽬して－
論⽂ 道徳科における多様な価値観の育成について
論⽂ 個⼈のパーソナリティーがＳＮＳ疲れに及ぼす影響

論⽂
部活・サークルにおける世代交代が⾃尊感情に与える影響
 －他者志向的動機，向上⼼に関する特性に着⽬して－

⽇本語教育 論⽂ 清末天津府の団練から⾒る地域社会の危機対応 －同治六・七年の塩⼭県を例に－
論⽂ 中国⼈によるデジタルストーリーテリングにおける⽇本語学習の効果
論⽂ 中国の地域別経済成⻑における資本の寄与
論⽂ 初対⾯同⼠の雑談におけるあいづち「そう」系の使⽤実態 －⽇本語⺟語話者と中国⼈学習者の⽐較－
論⽂ 中国語の外来語と⽇本語の外来語の⽐較研究
論⽂ 古都における漢服体験システム構築の検討
論⽂ ⽇本と中国の⼤学⽣における友⼈関係への動機づけと⾃⼰開⽰のあり⽅の関連

論⽂
キャンパスにおける⽇本語と中国語のあいさつ表現の対照研究
 －「出会い」と「別れ」の場⾯に注⽬して－

論⽂ ⽇本と中国における流⾏語の⽐較 －メディアの影響に着⽬して－
論⽂ 韓国語⺟語話者における助詞「に」「で」の誤⽤の分析 〜⽇本語と韓国語の対照から〜
論⽂ 京都府舞鶴市におけるテヤ敬語の運⽤の分析 －中学⽣を対象とした調査より－



課程 コース 卒業研究内容 研 究 題 ⽬
⼈間発達科学  論⽂ 会話における発話末の「〜みたいな」表現の分析

論⽂ やさしい⽇本語を認識することによる⽇本語の変化 －やさしい⽇本語への書き換えを通して－
論⽂ 国語科教育におけるマンガ教材の開発
論⽂ ⽇本語⺟語話者による⽪⾁表現の解釈
論⽂ 会話における⾮⾔語表現の役割と重要性
論⽂ 類義語「にくい」「づらい」「がたい」の⽐較
論⽂ ⼩学校国語科における⾳読に関する研究

論⽂
オノマトペの有声⾳・無声⾳から受けるイメージについて
 －⽇本語⺟語話者と中国⼈⽇本語学習者との⽐較－

論⽂ 広告における「いただけます」表現の分析
論⽂ 太宰治『斜陽』より －かず⼦の運命・なぜそのような道を辿るか︖－
論⽂ Twitterにおける⽂頭の「なんか」の機能・⽤法


