
2015年度　現代文化学部　卒業研究題目一覧

学籍番号 タイトル　―副題― 指導教員

4012006 成人までの運動習慣と高齢期の健康との関係 飯田悠佳子

4012015 子どもの体力と健康－家庭・教育環境に注目して― 飯田悠佳子

4012049 生まれ月と競技実績との関係―陸上競技長距離種目において― 飯田悠佳子

4012055 大学野球選手の心理的競技能力と生活習慣との関連性 飯田悠佳子

4012058 競技種目によって筋力発揮調整力に違いはあるか 飯田悠佳子

4012080 大学野球選手における関節弛緩性とスポーツ外傷・障害発生との関連性 飯田悠佳子

4012082
ハンドボールにおける外傷・障害の実態―国内中・高・大学生を対象とした調
査より―

飯田悠佳子

4012128 スポーツオノマトペの使用実態―大学生競技選手を対象とした調査より― 飯田悠佳子

4012131 大学生アスリートの睡眠習慣と日中の気分，及びパフォーマンスとの関連性 飯田悠佳子

4012134 日本の児童・生徒の自尊感情を育むためには―オランダ教育から学ぶ― 飯田悠佳子

4012025
総合型地域スポーツクラブが国民に与える影響－日本がニュージーランドから
学べること－

大貫秀明

4012031 プロ野球12球団の選手育成比較－ドラフト1位選手の10年間の軌跡－ 大貫秀明

4012036 ホッケーにおける４強大学とベスト８大学選手のメンタル的違いについて 大貫秀明

4012042 「過去の経験と現在の競技成績の関係性」－ゴールデンエイジ時の過ごし方－ 大貫秀明

4012045
メンタルコンディショニングとゾーンの関係性－最高のパフォーマンスを生み
出す方法－

大貫秀明

4012099 日本のストリートダンスの歴史 大貫秀明

4012111 『モチベーションの維持』－大学生のスポーツにおいて－ 大貫秀明

4012113 健康をもたらすヒトの姿勢－ストレッチングの効果的援用－ 大貫秀明

4012115 スポーツという文化の捉え方－日本と世界を比較して－ 大貫秀明

4012119 日本における食育の今後について 大貫秀明

4012806 バスケットボール競技における声の役割－声による身体・精神の変化－ 大貫秀明

4011003 加圧トレーニングの可能性 大森一伸

4011041 肥満と疾病 大森一伸

4012023 日本の野球における一貫指導の必要性 大森一伸

4012035 プロ野球パ・リーグの人気向上について 大森一伸

4012053 ハンドボールにおけるゴールキーパーのセーブ率について 大森一伸

4012062 体育の授業がその後のスポーツ活動に及ぼす影響 大森一伸

4012063 駿河台大学ハンドボール部における膝前十字靭帯損傷の実態 大森一伸

4012066 運動中に起こる怪我－運動中の救急要請を減らすには－ 大森一伸

4012075 陸上400ｍ競技におけるペース配分について 大森一伸

4012077 陸上短距離選手の体幹筋力と外傷・障害について 大森一伸

4012097 日本の企業ハンドボールが繁栄するには 大森一伸

4012112 日本にサッカーが根付くとはどういうことか 大森一伸

4012120 発育発達期にある選手のモチベーションについて 大森一伸

4012088 竹取物語 岡田安芸子

4012093 ジャイアントパンダの観光効果―双子のジャイアントパンダ誕生を通して－ 岡田安芸子

4012108 日本のサッカー 岡田安芸子

4012109 時代と共にある結婚式 岡田安芸子

4012118 日本の地獄―『往生要集』からみる地獄－ 岡田安芸子

4012129 日本の妖怪文化 岡田安芸子

4012139 化粧文化 岡田安芸子

4012141 茶の歴史 岡田安芸子

4012142 日本の着物 岡田安芸子

4012143 死生観について考える 岡田安芸子

4012801 倉庫業の未来 岡田安芸子

4012816 世界自然遺産のゴミ問題 岡田安芸子
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4012012 韓国剣道の競技力向上の背景 久我晃広

4012028 上肢の動きがサッカーのインステップキックに及ぼす影響 久我晃広

4012043 野球の経験がソフトボールに与える影響 久我晃広

4012046 短期間のメンタルトレーニングが心理的競技能力に与える影響 久我晃広

4012051 ハンドボールをメジャー競技にするには 久我晃広

4012064 ホッケー競技におけるフリック動作の解析 久我晃広

4012091 剣道競技における柄の長さが面打突に与える影響 久我晃広

4012103 中学校教育における武道必修化の現状と課題 久我晃広

4012001
短距離走におけるスタンディングスタートとクラウチングスタートの影響－小
学校児童を対象に－

狐塚賢一郎

4012021 陸上競技における競技成績への怪我の影響 狐塚賢一郎

4012047 110mハードルにおけるハードリングおよびインターバル分析 狐塚賢一郎

4012050 ラグビーにおける攻撃起点の地域とトライ獲得率の関係 狐塚賢一郎

4012059 陸上選手（長距離種目）と貧血の関係 狐塚賢一郎

4012067 陸上短距離における心理的競技能力が競技成績に与える影響 狐塚賢一郎

4012074 中学校部活動における競技間の怪我の特徴 狐塚賢一郎

4012084 運動後における入浴のストレス軽減効果－入浴状況の比較を通して－ 狐塚賢一郎

4012100 独立リーグ及び所属球団が行う地域貢献活動に関する研究 狐塚賢一郎

4012123 睡眠がスポーツパフォーマンスに与える影響 狐塚賢一郎

4012145
S大学ハンドボール部の攻撃パターンに関する研究－2015年度リーグ戦をふりか
えって－

狐塚賢一郎

4012010 岡本太郎の歴史とその作品―不気味な作品たちに込められた思い― 小林将輝

4012026 近年の登山ブームについて―若者の登山に関する意識とは― 小林将輝

4012027 アニメ聖地巡礼とアニメツーリズム―埼玉のアニメを例に― 小林将輝

4012070 ラフカディオ・ハーンと松江 小林将輝

4012092 世界遺産登録によって起きる問題と対策―石見銀山遺跡をもとに― 小林将輝

4012096 温泉を利用した観光―温泉の歴史と現状と群馬県の草津温泉を例に― 小林将輝

4012102
東日本大震災における被災ペットの保護―避難所生活及び阪神・淡路大震災と
の比較―

小林将輝

4012126 DCブランドファッションの全盛期と今について 小林将輝

4012803 ホテル経営と取組み―過去と今を比較して― 小林将輝

4012804 地方空港の現状と取り組み―北陸新幹線開業後の小松空港を例に― 小林将輝

4012005 フリースタイルフットボールの現状と今後の展望 小林奈穂美

4012039
自治体アンテナショップの売り込み方と効果について―いわて銀河プラザを事
例に―

小林奈穂美

4012056 日本の祭りにみる特色 小林奈穂美

4012069 女子大学生の海外旅行の傾向からの考察 小林奈穂美

4012085 日本の食文化―和食離れがもたらす危機とは― 小林奈穂美

4012106 近年の日本人の化粧の変化について 小林奈穂美

4012114 九州から見る観光列車の今後の展望 小林奈穂美

4012116 旅館経営の現状と未来 小林奈穂美

4012138
福島第一原子力発電所がダークツーリズムで成功する可能性について―国内外
の観光地と比較して―

小林奈穂美

4012805 日本の少子化対策に関する考察 小林奈穂美

4012809 訪日中国人観光客の消費動向からの考察 小林奈穂美

4012004 聴覚の衰えとその予防について―聴力の低下による脳への影響とその対策― 長尾建

4012016 浦島太郎はなぜ老人となったか 長尾建

4012020 Clint Eastwood（クリント・イーストウッド）が伝えたこと 長尾建

4012090
常圧低酸素テントでの就寝が陸上長距離選手の持久的能力（最大酸素摂取量）
に及ぼす影響

長尾建
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4012121 三大大学駅伝 長尾建

4012147 広島東洋カープの地域への貢献―ここ数年における経済効果― 長尾建

4012811 内モンゴルの観光業の現状と対策、および経済発展の影響 長尾建

4012814 在日中国人の留守児童の研究 長尾建

4012019 なまはげの消滅危機 平井純子

4012029 自然体験が子どもに与える影響―飯能市のエコツアーを事例に― 平井純子

4012054 日本遺産に選ばれた地域において観光客の導入は見込めるか 平井純子

4012076 飯能のB級グルメと今後の課題 平井純子

4012124 川越市自転車シェアリングの現状と課題 平井純子

4012125 オオカミ再導入のゆくえ 平井純子

4012127 旭山動物園周辺におけるホッキョクグマの社会的意義について 平井純子

4012808 非電化冷蔵庫の実用性とその課題 平井純子

4012815 SNSを使った中国人観光客誘致のための社会実験 平井純子

4011820 ネット通販について 廣野行雄

4012018 イギリスの紅茶文化から視る喫茶習慣の成立 廣野行雄

4012060 私はハンドボールとどう関わってきたか 廣野行雄

4012068 バレーボールのルールと戦術の変遷について 廣野行雄

4012071 笑いの構造－漫才と落語から－ 廣野行雄

4012073 関東地域の食文化について 廣野行雄

4012094 大学野球は何故人気がないのか－高校野球と比較して－ 廣野行雄

4012140 なぜロックは人を引きつけるのか 廣野行雄

4012810 客家文化について 廣野行雄

4012813 旅行業の現状と展望 廣野行雄

4012009 横浜みなとみらい２１地区の再開発事業 福永昭

4012032 ファッション業界における経営戦略 福永昭

4012033 国内で進む和食離れ 福永昭

4012087 自転車競技におけるドーピング問題－ツール・ド・フランスを事例に－ 福永昭

4012098 日本の世界文化遺産・富士山について 福永昭

4012107 日本のゴミ問題について 福永昭

4012110 秩父夜祭りと三大曳山祭り 福永昭

4012122 やる気のコントロールの仕方 福永昭

4012137 課金について 福永昭

4012812 中国観光客の爆買い行為の影響と解決策 福永昭

4012024 フィットネスと消費―若年層を惹きつけるには― 本間邦雄

4012037 オリンピックの競技―過去から未来へ― 本間邦雄

4012135 日本人とクジラ―捕鯨文化から見る伝統文化と動物観― 本間邦雄

4012002 邦画と洋画の比較―歴史的視点から― 増田久美子

4012011 現代日本の結婚式事情 増田久美子

4012014 ココ・シャネルの生き方 増田久美子

4012044 日本における都市公園の歴史と役割 増田久美子

4012072 戦場ジャーナリズムとは何か 増田久美子

4012130 日本における野球文化とは何か 増田久美子

4012057 聖なるモノと魔なるモノ―西洋と東洋にある価値観や思想の違いを考える― 油井恵

4012003
常圧低酸素テントでの就寝が陸上長距離選手の持久的能力（乳酸カーブ測定）
に及ぼす影響

吉野貴順

4012007 陸上競技400ｍ種目のための「ポイント練習」における運動強度の比較 吉野貴順

4012008
陸上競技における100m10本走トレーニング時のインターバル・タイムがトレー
ニング強度におよぼす影響

吉野貴順

4012038 フロアボール競技女子日本代表選手におけるゲーム時の運動強度 吉野貴順
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4012117 フロアボール競技女子日本代表選手におけるトレーニング時の運動強度 吉野貴順

4012132
陸上競技100ｍ走タイムと自転車エルゴメータ・パワーおよびウェイト最大挙上
重量との関係

吉野貴順

4009804 ジャズダンスの魅力―ルイジ・ファチュートの存在― 吉野瑞恵

4012041 寿司の起源とその魅力 吉野瑞恵

4012052 日本の龍神信仰の特徴について 吉野瑞恵

4012065 若者の車離れについて 吉野瑞恵

4012105 『とりかへばや物語』における男装の意義 吉野瑞恵
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