
2020年度現代文化学部「卒業研究仮題目」一覧

仮題目 主査（ＦＡ）

国民の健康増進とヨガ 秋池 宏美

大津いじめ事件から見るいじめ問題との向き合い方 秋池 宏美

ゴールデンエイジ期の運動と成人期の運動能力の考察 秋池 宏美

日本各地のサイクルトレインの利用と展開 天野 宏司

中国国内で飼育されている大熊猫について 天野 宏司

スポーツと地域活性化
－Bリーグを事例に－ 天野 宏司

トランポリンパークの現状と今後の課題 天野 宏司

埼玉県におけるよさこい祭りの広がり 天野 宏司

福島県郡山市の観光開発について 天野 宏司

エコツアーガイドの現状と課題
－飯能市を事例に－ 天野 宏司

世界遺産における観光客と自然保護について
－知床五湖を事例に－ 天野 宏司

バスケットボールにおけるルール変更とその影響
－Bリーグを事例に－ 天野 宏司

芸術文化と地域活性化
－バレエを事例に－ 天野 宏司

ホスピタリティが活かされる場
－デニーズでの実践を通して－ 天野 宏司

SNSによる地域活性化と効果的なPR方法について
－飯能市を事例に－ 天野 宏司

学校教育における理想的な「体育」授業とは？
－大学生を対象とした振り返り調査をもとに－ 飯田 悠佳子

音楽の事前聴取が認知反応と疲労感に及ぼす影響 飯田 悠佳子

S大学における体育会所属学生の就職活動の実態
－部活動のあり方について－ 飯田 悠佳子

大学生の部活動における動機づけ
－S大学の運動部学生を対象とした調査より－ 飯田 悠佳子

学校現場における体罰をなくしていくには 飯田 悠佳子

ハンドボール競技における審判員と選手との関わり方について
－ハンドボール競技者へのアンケート調査をもとに－ 飯田 悠佳子

子どものスポーツ参加へのモチベーションを上げるには
－トップ選手の動画を用いて－ 飯田 悠佳子

私たち学生と健康食品とのつきあい方
－S大学学生の実態調査をもとに－ 飯田 悠佳子

野球指導者のリーダーシップのあり方が学生野球選手の社会的スキルに及ぼす影響 飯田 悠佳子

学生アスリートにおける自粛期間中のメンタルヘルスと競技モチベーションの変化 飯田 悠佳子

日本のeスポーツの現状~今後日本で普及していくには~ 鵜海 未祐子

イップス
－野球選手に及ぼす影響－ 鵜海 未祐子

効果的なダイエット
－筋トレ・運動によるダイエット方法－ 鵜海 未祐子

「スポーツと職場」のリーダーシップ 鵜海 未祐子

筋トレと病
～筋トレブームとは何か～ 鵜海 未祐子
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海外と日本のプロレス
～海外のように多くの人が観戦するためには～ 鵜海 未祐子

部活における理想の練習環境 鵜海 未祐子

メンタルトレーニングがスポーツアスリートにどのような影響を与えるか 鵜海 未祐子

第九芸術を称えるビデオゲーム 鵜海 未祐子

カヌースラロームにおけるフォワードの加速力強化について 
－その強化策を科学する－ 大貫 秀明

スポーツにおける集中の分類とそれらの影響力
－集中とパフォーマンスの関係性を探る－ 大貫 秀明

陸上競技とウエィトトレーニング
－跳躍種目におけるその効力を探る－ 大貫 秀明

筋肥大におけるタンパク質の重要性 大貫 秀明

陸上競技選手の緊張（あがり）はパフォーマンスにどのような影響をもたらすのか
－緊張（あがり）が及ぼす影響の実態を探る－ 大貫 秀明

陸上競競技における身体技法
－400ｍ走での効率の良い走りをめぐって－ 大貫 秀明

短距離走における持久力
－レース展開における後半の速度低下を抑えるには－ 大貫 秀明

バーンアウトを生まない為のスポーツ指導を考える 大貫 秀明

スポーツとトランスジェンダー 
－陸上競技から見る現状と課題－ 大貫 秀明

一本歯下駄と身体操法
– 接地の修正とジャンプ力の向上 − 大貫 秀明

カフェイン摂取が陸上競技選手のパフォーマンスに及ぼす影響 大森 一伸

大学ハンドボールにおけるゲーム分析とサイドポジションの役割 大森 一伸

大学ハンドボールにおけるゲーム分析 大森 一伸

陸上競技400mハードルのレース分析 大森 一伸

陸上競技走り幅跳びの助走と踏切に関する研究 大森 一伸

陸上競技400m走における効果的な走動作について 大森 一伸

長距離競技におけるスポーツ障害 大森 一伸

大学スポーツにおける指導者と選手のコミュニケーションに関する研究 大森 一伸

陸上競技スプリントハードル選手のレース中の心理 大森 一伸

ゲームの現状
－ゲーム依存症－ 岡田 安芸子

「もののけ姫」における「善」と「悪」についての考察 岡田 安芸子

プラモデルの発展について
－日本と海外の違い－ 岡田 安芸子

プロ野球12球団の10年間の成績と巨人の強さ
－海外（メジャー）との比較－ 岡田 安芸子

アニメの文化・魅力と観光資源 岡田 安芸子

2019世界選手権における男子ハンドボール日本代表のOFとDFについて
－予選３試合での他国との比較－ 岡田 安芸子

映画業界の抱える問題 岡田 安芸子
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陸上競技選手における音楽聴取と種目特性の関係
－特に曲調と歌詞に着目して－ 小丸 超

短距離走における楽しい練習についての一考察
－特に練習メニューと指導方法に着目して－ 小丸 超

走り幅跳びにおけるオノマトペの効果に関する研究
－どのようにしてリズムを呼び込むのか－ 小丸 超

ハードル走におけるスムーズな跳び方に関する研究
－どの技術要素に注意すべきなのか－ 小丸 超

実業団陸上競技選手の実態とキャリア形成に関する研究 小丸 超

陸上競技の100ｍ走におけるスターティングブロックのフットプレートの位置と重心軌跡の関係 久我 晃広

バレーボールにおけるスパイクジャンプの動作分析 久我 晃広

フォースプレートを用いた効率の良い走動作の検討
－競技特性による違い－ 久我 晃広

新体操競技の前後開脚ジャンプにおける手具操作の違いによる影響 久我 晃広

ブラインドマラソンにおけるより良い伴走方法
－ランナーおよび伴走者からのアンケートによる検討－ 久我 晃広

一輪車のホッピング動作の動作分析 久我 晃広

スポーツ観戦の応援形態に関する研究
－サッカーと野球を比較して－ 狐塚 賢一郎

S大学ラグビー部の戦術分析
－敵陣22m以内のFWアタックに着目して－ 狐塚 賢一郎

陸上競技選手におけるグルテンフリー食の効果 狐塚 賢一郎

S大学女子学生の化粧に対する意識 狐塚 賢一郎

ラグビーワールドカップ2019の効果
－熊谷ラグビー場における観客動員数を手がかりに－ 狐塚 賢一郎

eスポーツは学校体育教材となり得るか 狐塚 賢一郎

S大学における学生の朝食摂取状況に関する研究 狐塚 賢一郎

スポーツにおける音楽の心理的効果
－試合前に聴く音楽の競技別の特徴に着目して－ 狐塚 賢一郎

女子大学生における100mHのインターバル分析 狐塚 賢一郎

世界遺産による地域再生
－富士山を事例として－ 小林 将輝

所属するコミュニティといじめの関連性
－SNSの匿名性と閉塞感－ 小林 将輝

サンリオピューロランドと東京ディズニーランドの比較分析 小林 将輝

重度聴覚障害者における発話の特徴について 小林 将輝

B級グルメによる地域活性化 小林 将輝

フェスの歴史と現在の形態について 小林 将輝

LGBTにおける日本の現状と課題
－海外との比較－ 小林 将輝

岡山県の集中豪雨による観光客の減少と復興計画について 小林 将輝

キャッシュレス化における社会発展及び変化 小林 将輝

外国人の日本旅行 小林 将輝
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都市の観光の発展の方向性について
－京都とマカオを例として－ 小林 将輝

中国江西省吉安県における食文化
－日常の食事、宴会について－ 小林 将輝

ナイキの厚底シューズについて 小林 奈穂美

諸外国の国際旅行の特徴から考える日本の課題 小林 奈穂美

東京一極集中の現状と対策について 小林 奈穂美

現代におけるキャッシュレスと今後の展望 小林 奈穂美

化粧が意味するもの
－アイブロウに焦点を当てて－ 小林 奈穂美

タトゥーの歴史と文化
－日本人のタトゥーへの偏見をなくすために－ 小林 奈穂美

第三セクター鉄道・地域鉄道について 小林 奈穂美

日本の温泉地の現状について 小林 奈穂美

なぜスペインはサッカーが強いのか？ 小林 奈穂美

近視人口増加とスマートフォンの関係 小林 奈穂美

ヒップホップが表現する日常の描写について
-アメリカと日本の比較- 小林 奈穂美

親族呼称に現れた文化の違いについて 小林 奈穂美

都心（新宿）と地方（沖縄）のセクシャル・マイノリティーの格差について 佐竹 由帆

静的ストレッチと動的ストレッチでパフォーマンスは変わるのか 佐竹 由帆

イップスの克服には何が必要か？ 佐竹 由帆

ダルビッシュ有最強説 佐竹 由帆

睡眠と運動の関係性はあるのか？ 佐竹 由帆

男性の化粧行動は認められるか 佐竹 由帆

中国人訪日状況の30年間の比較 佐竹 由帆

コロナウィルスの日本観光業及び日本経済への影響に関する調査研究 佐竹 由帆

中日両国のアニメとアニメ派生品産業の比較研究  佐竹 由帆

バスケットボール選手の疲労 信太 直己

食事と代謝 信太 直己

大学生の新型コロナウィルスに対する意識調査 信太 直己

eスポーツの歴史 信太 直己

レクリエーションのストレス改善効果
（ただし、コロナの影響で予定していた実験をできそうにないので大幅に変更予定） 信太 直己

学校部活動の重要性について 信太 直己

駅伝選手の練習による代謝への影響 信太 直己
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飯能市民の飲酒状況の調査 信太 直己

大学生の肩こりの実態調査 信太 直己

大学生の腰痛の実態調査 信太 直己

保健体育科教職課程の模擬授業における相互作用行動
－事例1について－ 鈴木 慶子

教材としてのタッチラグビーの可能性 鈴木 慶子

初心者がリズミカルに跳べるハードル走の教材開発 鈴木 慶子

女性アスリートの月経の捉え方　　 鈴木 慶子

ホッケーの普及に関する考察 鈴木 慶子

S大学ハンドボール部の練習における部員の従事行動について 鈴木 慶子

S大学ハンドボール部における練習場面の観察記録
－期間記録法を用いて－ 鈴木 慶子

保健体育科教職課程の模擬授業における相互作用行動
－事例2について－ 鈴木 慶子

器械運動における静止倒立を目指した事例的研究 鈴木 慶子

保健体育科教職における模擬授業の事例的研究
－期間記録法を用いて－ 鈴木 慶子

ハンドボールにおけるゴールキーパーのシュート阻止率からみた勝敗決定について
～S大学ハンドボール部の公式戦を対象として～ 時本 識資

世界各地のダンス文化と踊りの歴史 時本 識資

体育とスポーツのもつイメージの違いと及ぼす影響の違いについて 時本 識資

茨城県のスポーツツーリズムについて
－都道府県ランキング最下位茨城県のスポーツ資源での地域振興についてー 時本 識資

体育授業における運動有能感と運動愛好度 時本 識資

飛騨御嶽高地トレーニングエリアを利用した地域振興 時本 識資

東京オリンピックの延期によるスポーツへの影響 時本 識資

スポーツのテレビ中継とラジオ中継 時本 識資

市民ランナーが競技力をあげるためには 時本 識資

リモートワーク、在宅勤務の増加
－東京に住む必要はあるのか－ 時本 識資

フィットネスクラブの増加
－なぜここまで人気になったのか－ 長尾 建

競技力向上のためのメンタルトレーニング 長尾 建

地球から見た人間という生物
～二つの関係性は共生か、寄生か～ 長尾 建

日本の城の復元問題について 長尾 建

体幹トレーニングの必要性
－野球を中心にして－ 長尾 建

高校野球はなぜ人気があるのか
－大学野球と比較して－ 長尾 建

運動・スポーツを継続的に続けるには何が必要か 長尾 建
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地域文化が社会に与える影響について
－千葉県勝浦市勝浦大漁祭りを事例に－ 長尾 建

身体的美意識の変化
－なぜ人々は鍛えるのか－ 朴 周鳳

スポーツにおける栄養の摂取が怪我回復とパフォーマンス向上に及ぼす影響について
－野球を対象に－ 朴 周鳳

動物愛護法と動物スポーツとの対立 朴 周鳳

スポーツにおいてなぜコミュニケーションは必要なのか
－チームスポーツに焦点をおいて－ 平野 和弘

高校野球の指導について
－フライボール革命を事例にして－ 平野 和弘

高校野球における人間形成の指導と意味 平野 和弘

教育場面における有用な指導方法
－ほめる」「叱る」に焦点を当てて－ 平野 和弘

恋愛と結婚
－現代の若者の価値観から－ 平野 和弘

アフォーダンス理論の法則
－スポーツの種類により身につく第六感の違いと法則－ 平野 和弘

水俣を学ぶ意義
－現地の人々の願いと生徒に影響する力－ 平野 和弘

東洋的身体技法の教材化
－学校体育の体つくり運動に活用できないか－ 平野 和弘

部活動の運営改革に関する検討
－自治と強制の視点に着目して－ 平野 和弘

日本のeスポーツの現状と課題
－国際比較を中心に－ J.Matthews

現代日本におけるLGBTとメディア表象
－ドラァグ文化を中心に－ J.Matthews

「異文化」と共に生きる
－学校教育が担う役割－ J.Matthews

「コロナ渦」にみられる男女格差 J.Matthews

民族バンドのメッセージ性について
－アフリカ系アメリカ人、琉球民族、アイヌ民族を中心に－ J.Matthews

日本のタトゥー文化の移り変わり J.Matthews

日本における移民政策の是非
－欧米諸国の経験を踏まえて－ J.Matthews

日本と北欧の社会福祉制度の分析 J.Matthews

ビートルズ楽曲はイギリス社会に何を訴えたのか
－問われる階級制度と社会運動－ J.Matthews

性の多様性における学校教育の役割
－日米加の比較－ J.Matthews

ヘルスリテラシーの向上と健康教育 邑木 隆二

400m選手の200m走のベストタイムと400m走のベストタイムの関連性 邑木 隆二

登山客が巻き起こす地域活性化 邑木 隆二

陸上競技場のトラックの色が短距離選手の精神面・パフォーマンスに及ぼす影響 邑木 隆二

110mHのパフォーマンスにおけるスプリント能力との関係性 邑木 隆二

フィールドホッケーをメジャースポーツにするための研究 邑木 隆二

音楽フェスティバルと地域活性化 邑木 隆二
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800mにおけるスピードと持久力の優位性 邑木 隆二

和歌山県の魅力 邑木 隆二

短距離選手におけるタバタ式トレーニングの優位性について 邑木 隆二

5000m×３本走のハーフマラソンのためのフィールドテストとしての有効性 吉野 貴順

55 秒間走をスパイクあるいはランニングシューズを履いて実施した際 の運動強度の比較 吉野 貴順

グラウンドで行うタバタ式トレーニングと1対1トレーニングの運動強度の比較 吉野 貴順

駿河台大学駅伝部選手における継続的な身体能力の測定2020 吉野 貴順

グラウンド実走法および自宅におけるタバタ式トレーニングの運動 強度比較 吉野 貴順

厚底シューズおよび薄底シューズの使用がランニングエコノミーに及ぼす影響 吉野 貴順
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