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学籍番号 題目 指導教員

4014027
体幹深部筋トレーニングがパフォーマンスに及ぼす即時的効果
－Ａ大学男子ハンドボール選手を対象として－

飯田悠佳子

4014047
ハンドボール競技をメジャー化するには
－他競技との比較及び認知度調査をもとに－

飯田悠佳子

4014051
学生期の競技継続に動機づけ雰囲気が及ぼす影響
－大学生を対象とした振り返り調査より－

飯田悠佳子

4014058
メンタルトレーニングによるパフォーマンスの変化
－Ａ大学男子ホッケー部員を対象とした主観的パフォーマンス及び心理的競技
能力の調査－

飯田悠佳子

4014066
ファンクショナルムーブメントスクリーン(ＦＭＳ）による基礎的動作の質的評
価と野球パフォーマンスとの関係
－Ａ大学硬式野球部の選手を対象として－

飯田悠佳子

4014090
大学生のスポーツに対する意識
－スポーツ経験及び家庭環境に注目して－

飯田悠佳子

4014126
児童・生徒の運動に対する感情の規定要因
－相対的年齢効果に注目して－

飯田悠佳子

4014143
エナジードリンクによるスポーツパフォーマンスの向上と選手への効果と競技
結果

飯田悠佳子

4014159
女性アスリートにおける月経周期と心理的競技能力との関係
－Ａ大学女子ホッケー部員を対象とした調査より－

飯田悠佳子

4014032
体つくり運動の教材研究
－Gボールの活用による多様な動きづくりの試み－

大貫秀明

4014069
スポーツにおけるメンタルコンディショニング
－緊張とパフォーマンス低下の関係性－

大貫秀明

4014087
サッカーのゲームにおけるスタミナとは何か？
－間欠性持久力がもたらす競技への影響－

大貫秀明

4014091
大学野球選手における野球肘の発生率と柔軟性との関係性
－柔軟性の改善は野球肘の減少を導くのか－

大貫秀明

4014106
100走競技者における上肢ストレッチングの必要性についての検討
－肩甲骨の動きに注目してー

大貫秀明

4014130
障害者スポーツ
－現代の身体障害者スポーツの展開状況－

大貫秀明

4014150
地域文化が社会に与える影響について
－千葉県いすみ市大原はだか祭りを事例に－

大貫秀明

4014151
高校野球における練習内容と競技力の相関を考える
－強豪校といわゆる一般校との比較を通して－

大貫秀明

4013045 高校野球の失策について 大森一伸

4014053 カフェイン摂取が陸上長距離選手のパフォーマンスに与える影響 大森一伸

4014077 大学ハンドボールの試合におけるプレイ中のミスについて 大森一伸

4014084 大学ハンドボールの試合における攻撃パターンについて 大森一伸

4014086 陸上短距離200m競技の疾走速度について 大森一伸

4014088 陸上短距離選手の全身反応時間 大森一伸

4014105 ストレッチングが陸上短距離競技のパフォーマンスに及ぼす影響 大森一伸

4014114
一過性のウエイトトレーニングが陸上短距離競技のパフォーマンスに及ぼす影
響

大森一伸

4014134 クレアチン摂取が陸上短距離競技のパフォーマンスに及ぼす影響 大森一伸

4014142 陸上短距離400m走における疾走コースが記録に及ぼす影響 大森一伸

4014802 陸上短距離選手のスポーツ障害について 大森一伸

4014002
日本の住まいの変化
－時代別でみる住居の特徴－

岡田安芸子

4014011 ドレスの歴史と変化 岡田安芸子

4014022 東京オリンピック・パラリンピック 岡田安芸子
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4014029
刀剣の魅力
－武器から美術品への変遷－

岡田安芸子

4014082
日本髪と簪
－江戸時代を中心に－

岡田安芸子

4014112 日本ハンドボールをメジャースポーツにするためには 岡田安芸子

4014116 長野県の食文化と郷土料理 岡田安芸子

4014125 日本人と化粧 岡田安芸子

4014173 東京裁判と国際法 岡田安芸子

4014026 ホッケー競技におけるペナルティコーナーの球出しの精度とスピード 久我晃広

4014031 ホッケー競技の「スイープ」と「すらし」の動作特性 久我晃広

4014052 110mHにおけるアプローチ歩数がタイムにもたらす影響 久我晃広

4014057 スマートフォンが少年期の成長に及ぼす影響 久我晃広

4014076
ウエイトリフティング競技のスナッチおよびジャークにおけるシャフトの軌道
－熟練者と未熟練者の比較－

久我晃広

4014109
インステップキックにおける利き脚、非利き脚の違いが蹴り足のスイングに及
ぼす影響

久我晃広

4014148 サッカーのヘディング動作における上肢の重要性 久我晃広

4014165 セットポジションとワインドアップの違いが球速コントロールに与える影響 久我晃広

4014166 立ち幅跳びにおける最適跳躍角度 久我晃広

4014033
Bリーグの経済効果に関する考察
－bjリーグとNBLの比較を通して－

狐塚賢一郎

4014037 選手が求める指導者の資質・能力 狐塚賢一郎

4014089 機能性タイツの効果と満足度に関する研究 狐塚賢一郎

4014104
イップスと性格特性の関係
－S大学硬式野球部を事例に－

狐塚賢一郎

4014117
関東大学リーグ戦におけるS大学ラグビー部のゲーム分析
－ボール支配率とセットプレー獲得率を中心に－

狐塚賢一郎

4014120
スポーツフェスの参加動機に関する研究
－競技志向イベントとの比較を通して－

狐塚賢一郎

4014157 高校ラグビーにおける強豪府県を生み出す要因についての考察 狐塚賢一郎

4014167 食欲と色の関係性 狐塚賢一郎

4014168 アイスバスの疲労回復効果に関する考察 狐塚賢一郎

4014801 金縛りと呼ばれる睡眠状態に関する研究 狐塚賢一郎

4012078
スポーツツーリズムの歴史と事例
―東京オリンピック開催を控えて―

小林将輝

4014001
Ｊリーグにおける外国人選手
―外国人選手の活躍による日本サッカーへの影響―

小林将輝

4014006
インターネット依存
―若者のネット依存傾向について―

小林将輝

4014023
アニメ聖地巡礼地の成功例
―様々な自治体の取り組み―

小林将輝

4014035
アニメとコラボ
―箱根町によるエヴァンゲリオンとのコラボ戦略―

小林将輝

4014046
祭りの存在と意義
―秩父の祭りを例に―

小林将輝

4014049
子供の運動能力の傾向
―新体力テストの結果から見えてくること―

小林将輝

4014054
聖地巡礼と地域の関わり
―アニメ聖地巡礼による地域の取り組みや課題についての考察―

小林将輝
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4014080
子どもとスポーツの関係性
―大学生のスポーツに対する意識調査より―

小林将輝

4014092
世界遺産の登録時の経済効果
―富士山、白神山地、富岡製糸場の事例を挙げて―

小林将輝

4014146
アニメ作品による地域観光への影響
―「TARITARI」から見る聖地巡礼地としての江の島、鎌倉―

小林将輝

4014803 訪日外国人の増加による日本の宿泊施設への影響について 小林将輝

4013104
日本のサッカーはなぜ勝てないのか
－各大陸からみる国民性との関係－

小林奈穂美

4014008
フットサル
－「観るスポーツ」としての現状と課題について－

小林奈穂美

4014014
アスリートにとっての食事
－栄養管理の重要性－

小林奈穂美

4014024 現代のJ‐POPの動向 小林奈穂美

4014095
飯能市・日高市の地域活性化事業案
－未来共奏委員会の調査結果をもとに－

小林奈穂美

4014118
日本の世界遺産の現状と未来
－自治体の取り組みを中心として－

小林奈穂美

4014138 若者の海外旅行の経験について 小林奈穂美

4014141
サッカー文化がもたらす影響
－過去・現在・未来－

小林奈穂美

4014158 日本の若者にファストファッションが支持されている要因 小林奈穂美

4014171 ラグビー日本代表躍進の要因 小林奈穂美

4014805 日本のトイレの特徴 小林奈穂美

4014807 訪日タイ人観光客が日本を旅行先に選ぶ理由 小林奈穂美

4014013 左利きが少ないのはなぜか 佐竹由帆

4014016 アイドルのファンについて 佐竹由帆

4014078 マクドナルドの経営不振について 佐竹由帆

4014096 長距離走における給水の心理的影響について 佐竹由帆

4014111 地震の考え方 佐竹由帆

4014121 ギャンブルについて 佐竹由帆

4014135 第95回大会と第99回大会の高校野球を比較して 佐竹由帆

4014174
東京ヤクルトスワローズにおける順位変動要因
－2014から2015年－

佐竹由帆

4014018
筋力トレーニングと栄養について
－トレーニングや栄養がもたらす体への効果－

長尾建

4014021 アフリカの貧困問題と日本の現状 長尾建

4014034
日本プロ野球とメジャーリーグのＦＡ制度の違い
－なぜ日米の野球で移籍に大きな違いが生まれるのか－

長尾建

4014041
日本のペット問題の現状と課題について
－より殺処分を減らすために－

長尾建

4014061
子供（高校生以下）のスマートフォン及びゲーム機の所持率ついて
－運動能力の低下の関係性－

長尾建

4014071
現在のいじめ問題と対策について
－過去のいじめ問題との比較から－

長尾建

4014073 ラグビーにおけるポジション別の体力特性 長尾建

4014081
スポーツとドーピング問題について
－うっかりドーピングをなくすためには－

長尾建

4014119 箱根駅伝とマスメディアの関連性 長尾建

4014131 次世代低燃費タイヤについて 長尾建

4014007
観光によるまちづくりの現状と課題
―飯能市を事例にー

平井純子
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4014020 エコツア―にはデトックス効果があるのか？ 平井純子

4014064
大学生が地域に入ることの意味
－埼玉県中山間ふるさと支援隊活動を通じた考察－

平井純子

4014079 飯能市における滞在型エコツアーの現状と課題 平井純子

4014097 空き家活用の現状と改善点 平井純子

4014113
ジオツーリズムの現状とその課題
－秩父を事例にして－

平井純子

4014123 有害獣活用の可能性について 平井純子

4014145
地域活性化に学生は寄与できるのか？
－飯能市を事例に－

平井純子

4014808
中国人観光客を誘致する方法
－飯能市を事例に－

平井純子

4014012 猫と人間の関わりについて 福永昭

4014042 日本とフランスの異文化交流における相互作用と経済効果 福永昭

4014048 群馬県の魅力度の低迷問題とその解決策について 福永昭

4014068
ラグビーで起こりうる怪我について
－駿河台大学ラグビー部をもとに－

福永昭

4014115
LCCの上手な使い方について
－格安航空時代に対応する－

福永昭

4014136 スマートフォンの普及によるスポーツ観戦の変化 福永昭

4014149 タバコが及ぼす影響について 福永昭

4014163
日本のゴルフ文化
－競技人口と年齢－

福永昭

4014170
ひな人形について
－鴻巣市におけるひな人形文化－

福永昭

4013108
現代日本における格差社会
－学歴と雇用を中心に－

J. Matthews

4014040
メジャーリーグと人種差別
－日本人・黒人選手が受けた事例－

J. Matthews

4014065
スポーツと人種差別
－なぜヨーロッパサッカーから人種差別はなくならないのか－

J. Matthews

4014070
日本とアメリカの野球の比較
－日米野球の違いとは？－

J. Matthews

4014144
現代日本における世襲格差の経緯
－どうして生活が苦しいのか？－

J. Matthews

4014162
スポーツとジェンダー
－現代スポーツにみられるジェンダーの多様性－

J. Matthews

4014804
日本と中国のコリアン・ディアスポラについて
－歴史的比較研究－

J. Matthews

4014028 シャネルがおこしたファッション革命 増田久美子

4014055
日本と欧米諸国における性的マイノリティーについて
－人権保障の比較考察－

増田久美子

4014062 日本と西洋における化粧の文化 増田久美子

4014083
自動車の文化と歴史
－誕生から現代まで－

増田久美子

4014107
アボリジニを取り巻く現状について
－過去と現在の比較－

増田久美子

4014127
日本のダイエット文化
－アメリカ的な影響から探る－

増田久美子

4014147
家電と人との繋がり
－進化し続ける家電と人々の生活－

増田久美子

4014045
ゴールキーパー論
－未来の日本サッカーのために－

村上大輔



2017年度　現代文化学部　卒業研究題目一覧

学籍番号 題目 指導教員

4014056 「パワースポット」明治神宮・清正井について 村上大輔

4014063
理想の体型になるための生活習慣
－効率よくカラダを変えるために－

村上大輔

4014074 なぜ漫画「スラムダンク」は人間論として読まれるのか？ 村上大輔

4014098 パフォーマンスの場としてのゲームセンター 村上大輔

4014103 高校野球におけるポジション別心理適正について 村上大輔

4014122 なぜ漫画「One Piece」は世界で愛されるのか？ 村上大輔

4014156 中学野球におけるメンタルコンディショニング 村上大輔

4014806 化粧の相違からみる日中大学生の美意識 村上大輔

4014067 月経が陸上競技女子短距離選手のパフォーマンスに及ぼす影響 邑木隆二

4014099 男子駅伝チームにおけるマネージャーの役割 邑木隆二

4014901 「B.LEAGUE」発足による影響と変化 邑木隆二

4014010 スポーツ選手の栄養と食事について 油井恵

4014093 喫煙がスポーツパフォーマンスに及ぼす影響 油井恵

4014153 サッカーと人種差別 油井恵

4014003
駿河台大学駅伝部における箱根駅伝予選会直前トレーニングの運動強度につい
て

吉野貴順

4014043 トレーニングにおける各種指標と野球のパフォーマンス能力との関係性 吉野貴順

4014044
箱根駅伝予選会のタイムと最大酸素摂取量および乳酸カーブ測定結果との関係
性

吉野貴順

4014050 陸上競技における400mおよび800mの効果的トレーニング方法について 吉野貴順

4014100 サッカーにおける自主練習の運動強度 吉野貴順

4014101 心拍数および血中乳酸濃度からみた「2対2トレーニング」の運動強度 吉野貴順

4014140
駿河台大学サッカー部AチームおよびBチームにおける3対3トレーニングの運動
強度比較

吉野貴順

4014169
駿河台大学駅伝部選手におけるパフォーマンスとランニングエコノミーとの関
連

吉野貴順


