
2020年度現代文化学部「卒業研究本題目」一覧

本題目 主査（FA）

ヨガと健康 秋池 宏美

大津いじめ自殺事件とその後の教育改革の動向 秋池 宏美

幼年期の運動と成熟期の運動能力の関係性とゴールデンエイジについて 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

飼育下にある大熊猫について 天野 宏司

Bリーグにおける社会貢献
－アルバルク東京を事例に－

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

世界自然遺産登録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

スポーツマネジメントから見たアルバルク東京の現状 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

Instagramによる地域活性化と効果的なPR方法について 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

事前の音楽聴取が集中力およびスポーツパフォーマンスに及ぼす影響
－大学陸上選手を対象とした介入実験より－

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
－部活動のあり方を探る－

飯田 悠佳子

運動部活動への参加動機と競技モチベーションとの関係
－S大学学生を対象とした調査より－

飯田 悠佳子
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学校現場における体罰をなくしていくには
－運動部学生を対象とした調査をもとに－

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
－競技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

リーダーは才能か
－リーダーになる人の特徴－

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

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

部活動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アスリートに与える影響 鵜海 未祐子

ビデオゲームの芸術としての可能性 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とターンの技巧について
－上記二項の強化策を個人的視座より科学してみる－

大貫 秀明

駿河台大学女子ホッケー部における集中の重要性
－その検証と確認－

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

パニック障害とアスリート
－自身の直接経験からの学びと助言－

大貫 秀明

スポーツにおけるあがり症とパフォーマンスの関係性 大貫 秀明
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400m走における身体技法考
－同種目における「回転運動」の有効性をめぐって－

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  
－五輪の力でLGBTに理解のある社会にするためには－

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

カフェイン摂取が高強度短時間運動に及ぼす効果 大森 一伸

大学ハンドボールチームにおける練習中の選手の参加態度に関する研究 大森 一伸

ハンドボールの攻撃に関する研究
－各世代間における縦断的分析－

大森 一伸

中学校高等学校における体育部活動に関する研究 大森 一伸

走り幅跳びにおける助走に関する研究 大森 一伸

高強度短時間運動中の呼吸法が運動パフォーマンスに及ぼす効果 大森 一伸

陸上長距離選手の練習とスポーツ障害・外傷について
－走行距離重視の練習について考える－

大森 一伸

陸上長距離チームのコミュニケーションに関する研究 大森 一伸

陸上ハードル競技における恐怖心 大森 一伸

ゲーム依存症 岡田 安芸子

ジブリの魅力 岡田 安芸子

プラモデルについて
－日本のプラモデルの特色－

岡田 安芸子

12球団の５年間の成績とセ･リーグとパ･リーグの強さの差について 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
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映画について 岡田 安芸子

陸上競技選手における音楽聴取と種目特性の関係 小丸 超

100m走における楽しい練習についての一考察
－特にS大学の練習メニューの分析を通して－

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

B.LEAGUEの現状と未来
－クラブ別決算書類の分析を通して－

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
－どの技術要素に意識を置くべきなのか－

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
－男女による違い－

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

新型コロナ禍の「化粧」への影響に関する考察 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

地域密着型プロスポーツチーム発展の課題
－栃木ゴールデンブレーブスを事例として－

狐塚 賢一郎
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機能性タイツに関する研究 狐塚 賢一郎

女子大学生アスリートにおける100mHのインターバル分析 狐塚 賢一郎

日本にある世界遺産の現状
－富士山の事例をもとに－

小林 将輝

所属するコミュニティといじめの関連性
－SNSの匿名性と危険性－

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
－テーマパークの経営戦略の比較－

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
－八王子ラーメンを例にして－

小林 将輝

フェスの歴史と現在の形態
－コロナ禍での音楽業界の今後－

小林 将輝

日本におけるLGBT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
－真備町の復興の進行具合は－

小林 将輝

キャッシュレス化による社会の発展と変化
　－中国と日本の比較－

小林 将輝

外国人の日本旅行
－中国人観光客と鎌倉の聖地巡礼－

小林 将輝

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

日本の国際旅行における課題
－諸外国との比較から－

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

都市部を走行する地域鉄道・新路線を運行する第三セクター鉄道 小林 奈穂美
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なぜスペインはサッカーが強くなったのか  小林 奈穂美

近視人口増加とスマートフォンの因果関係 小林 奈穂美

ヒップホップが表現するもの
－アメリカと日本の比較－

小林 奈穂美

ベトナムと日本の親族呼称の違いについて  小林 奈穂美

大学におけるLGBTQへの就職支援の在り方 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

中学生バスケットボール選手の練習による疲労 信太 直己

食事による安静時代謝の変動について 信太 直己

eスポーツの歴史と現状 信太 直己

ビットコインによる資産形成 信太 直己

部活動の重要性についての一考察 信太 直己

大学生駅伝選手の練習による代謝への影響 信太 直己

飯能市の飲酒問題への取り組み 信太 直己
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大学生の腰痛に関する一考察 信太 直己

大学生の肩こりに関する一考察 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具開発 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のためのアナロゴンに関する考察 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

スポーツ化するストリートダンスについて
－ダンスの文化性に着目して－

時本 識資

体育からスポーツへの変遷
－大学学部・学科の設置状況を手がかりとして－

時本 識資

鹿島アントラーズに見る地域振興
－チームから地域へ、地域からチームへ－

時本 識資

体育指導における運動有能感と運動愛好度の関係について 時本 識資

飛騨御嶽高原ナショナル高地トレーニングエリアにおける地域振興 時本 識資

日本のスポーツ政策に見る競技力向上方策について
－法令・答申・計画を中心にして－

時本 識資

プロ野球におけるテレビ中継の現状
－日本テレビと読売ジャイアンツの関係から－

時本 識資
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市民ランナーの増加要因と社会に及ぼす影響
－金沢マラソンを事例として－

時本 識資

千葉県に見る居住形態の変化と空き家の活用について 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
～二つの関係性は共存か、寄生か～

長尾 建

日本の城の復元問題について 長尾 建

日本人メジャーリーガーに、パリーグ出身者が多いのはなぜか 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

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

スポーツにおけるルーティンの重要性 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
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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
－アフリカ系民族、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

［The Pros and Cons of Japan's Immigration Policy: Incorporating Western Nation's Examples］ 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
－日米の比較－

J.Matthews

ヘルスリテラシーの向上と健康教育
－高校を対象とした健康教育カリキュラムの検討－

邑木 隆二

400m選手における200m走のベストタイムと200m通過タイムとの関連性 邑木 隆二

プロ野球の観客動員数が選手のパフォーマンスに与える影響について 邑木 隆二

陸上競技場のトラックの色が短距離選手の心理的及びパフォーマンスに与える影響について 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

陸上競技男子800mにおける自己記録更新年齢に関する研究 邑木 隆二

800m走における理想的なレースパターンの検討
－1周目と2周目のタイム差を比較してー

邑木 隆二
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和歌山県の魅力について 邑木 隆二

加速局面における腕振り動作の意識が走動作に及ぼす影響 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

埼玉スタジアムおよび浦和レッズが地域活性化および地域経済に及ぼす効果 吉野 貴順

育成年代において用いたグラウンド種別が大学における競技力、怪我リスクおよび身体能力に及ぼす影響
－駿河台大学サッカー部についての考察－

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

少年サッカーにおける８人制ゲームの意義 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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