
2022年度現代文化学部「卒業研究本題目」一覧

ゼミ担当教員 本題目

秋池宏美 野球における筋力の必要性について考える

秋池宏美 人生100年時代におけるマリッジフリーライフプランに提案

秋池宏美 ジェンダーと服装の関係性

秋池宏美 サッカーとジェンダー〜ジェンダーの視点から見たサッカーの問題性〜

秋池宏美 スポーツにおける男女の境界線

秋池宏美 部活動と体罰〜なぜ部活動において体罰が起きてしまうのか〜

秋池宏美 800m走における最適なレース展開に関する一考察

天野宏司 野球におけるフライボール革命について

天野宏司 駿河台大学駅伝部に対する支援体制について

天野宏司 中国人の帰属感

飯田悠佳子 不登校をなくすためにー教員へのインタビューをもとにー

飯田悠佳子 恋愛が大学生アスリートの競技生活に与える影響

飯田悠佳子 生涯を通じてスポーツ継続をするためにはー児童を対象とした実態調査よりー

飯田悠佳子 「笑い」が気分や感情に及ぼす影響

飯田悠佳子 バンジージャンプを経験した人の心理的変化

飯田悠佳子 運動有能感を高めるダンス経験とは―児童を対象とした調査をもとに―
飯田悠佳子 スポーツジャッジメントにおけるテクノロジー導入が観客の心理に及ぼす影響

飯田悠佳子 飲酒による主観的な酔い度と客観的な身体反応との関連性

飯田悠佳子 スポーツ外傷・障害を負った選手の心理的変化ー性格によって違いはあるのかー

鵜海未祐子 サウナの日常に及ぼす影響

鵜海未祐子 性教育の現状と課題

鵜海未祐子 教育現場におけるLGBTQ権利保障をめぐる国際的な比較検討

鵜海未祐子 スポーツにおける緊張や不安―パフォーマンスへの影響を中心に―
鵜海未祐子 日本におけるマイナースポーツの課題と可能性

鵜海未祐子 スポーツにおける差別と今後の課題

鵜海未祐子 運動における身体への重要性と効果について

鵜海未祐子 学生アスリートにおけるカフェイン摂取による睡眠と運動パフォーマンスの関係性について

大貫秀明 女性アスリートとジェンダー　ー陸上競技におけるユニフォーム問題－

大貫秀明 中学校運動部活動のあり方に関する一考察　ー生徒のスポーツ参加機会の確保－

大貫秀明 スポーツとエナジードリンク　ースポーツにおけるエナジードリンクの有効性を考える－

大貫秀明 スプリンターとスパイク　ーユーザーとメーカーのこだわりの乖離を探る－

大貫秀明 スポーツビジネスの視点からみるバスケットの現在　ーBリーグ設立以前と以後－

大貫秀明 eスポーツの発展　ーeスポーツはスポーツか？－

大貫秀明 日本におけるスポーツ推進政策　ー壮年期のスポーツ実施率を高める方途について考える－

大貫秀明 男性優位社会における女性スポーツへの理解　ー女性スポーツと月経を例としてー

大貫秀明 陸上短距離走選手と栄養摂取バランス　ーパフォーマンスへの影響を考える－

大森一伸 陸上短距離走中の下肢の筋活動

大森一伸 400mＨ中のインターバル時の視線がハードリングに及ぼす影響

大森一伸 陸上短距離400ｍ走のレースパターンと加速走の記録

大森一伸 筋力トレーニングが健康に及ぼす効果

大森一伸 陸上短距離選手における耐乳酸性ミドルパワートレーニングの効果

大森一伸 懸垂がスプリントパフォーマンスに及ぼす効果

大森一伸 陸上競技がプロスポーツとして発展するためには

大森一伸 日本のスポーツと「楽しさ」について

大森一伸 短距離選手におけるスプリント中の臀部の使い方

岡田安芸子 高校野球における走塁のすすめ

岡田安芸子 フィットネスクラブについて

岡田安芸子 宇宙について

岡田安芸子 東日本大震災の被害と復興について－福島県を中心に－

岡田安芸子 食品廃棄問題について

岡田安芸子 トレーニングの重要性

岡田安芸子 水と生命の関わり－水と人間の関わりを中心に－
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岡田安芸子 和食の歴史

岡田安芸子 日本の音楽産業

丸藤祐子 スポーツにおけるあがりの要因と対処法

丸藤祐子 スポーツによる地域活性化

丸藤祐子 42ー黒人初のメジャーリーガージャッキー・ロビンソンについてー

丸藤祐子 大学生長距離ランナーの競技結果と心臓形態の関係

丸藤祐子 大学生のサプリメントの利用実態と食行動・食意識の関係

丸藤祐子 高地トレーニングと暑熱順化トレーニング前後の最大酸素摂取量の比較

丸藤祐子 コロナ禍の各スポーツの規格やガイドラインの違いについて

丸藤祐子 サッカー選手の適切な食事・栄養管理

久我晃広 女子ホッケーにおけるGPS機器を利用した各ポジションの動作分析

久我晃広 フィールドホッケーにおけるドリブルからヒットストロークまでの動作分析

久我晃広 100ｍ走におけるレースパターンの分析・比較

久我晃広 発声が下肢筋力発揮に及ぼす影響

久我晃広 部活動から獲得することができる礼儀マナーの実用性

久我晃広 クラウチングスタートセット時の目線の変化によるスタートへの影響

久我晃広 短期間の禁煙が体力に及ぼす影響

久我晃広 S大学運動部所属学生における栄養についての認識と食生活の実態

狐塚賢一郎 スポーツにおける男女間の格差

狐塚賢一郎 S大学ラグビー部の試合における敵陣でのプレーが勝敗に与える影響-2019年度公式戦と2022年度公式戦の比較を通して

狐塚賢一郎 ラグビーはなぜリスペクトを感じることが多いスポーツなのか -アスレティシズムの観点からみるラグビー憲章-
狐塚賢一郎 HIP HOPの歴史と文化 -アメリカと日本の比較を通して-
狐塚賢一郎 最適な睡眠が得られる睡眠環境について -寝具を中心に-
狐塚賢一郎 三陸鉄道と震災からの復興 -地域の足の存続のために-
狐塚賢一郎 S大学ラグビー部における筋力トレーニング及びフィットネストレーニングの重要性

狐塚賢一郎 プラモデルの歴史と今後の展望

狐塚賢一郎 ラグビーにおけるセットプレーの重要性

小林将輝 食品ロスを減らすには　―フードバンク活動による対策―

小林将輝 NPBとMLBの違い　―野球の技術と選手の考え方について―

小林将輝 秋田県における秋田犬による観光振興について　―2018年から見る秋田犬ツーリズムの効果―

小林将輝 LGBTの人たちへの偏見をなくすには　―LGBTの人たちの生き方とファッションについて―

小林将輝 現代の日本における「アーサー王物語」　―サブカルチャー作品に注目して―

小林将輝 海洋プラスチックごみ問題の現状と今後　―神奈川県の取り組みをもとに―

小林将輝 日本の男性の幸福度を上げるには　―男女平等の実現で得られるメリット―

小林将輝 オーバーツーリズムがもたらす観光への影響　―京都で起きている問題と取り組み―

小林将輝 障害に関係なく楽しめる旅にするには　―ユニバーサルツーリズムのこれから―

小林将輝 ネットショッピングにおける偽ブランドについて

小林奈穂美 日本の肥満率の増加と食生活の変化の関係について

小林奈穂美 日本と諸外国の英語教育の差について

小林奈穂美 運動習慣と生活習慣がメンタルヘルスに及ぼす影響ー大学生に焦点をあててー

小林奈穂美 日本がGK大国になるために

小林奈穂美 北方領土問題が進展しない要因について

小林奈穂美 プロ野球選手のセカンドキャリアについて

小林奈穂美 ふるさと納税による地域活性化
小林奈穂美 世界遺産におけるグローバル・ストラテジーの進捗と今後の課題

小林奈穂美 ベトナムと日本の食文化の比較について

小丸超 野球留学生における社会化の過程に関する事例研究

小丸超 eスポーツと教育－特に高校の部活動に焦点を当てて－

小丸超 スポーツ少年団におけるサッカー指導の実態に関する事例研究

小丸超 左打者が逆方向に強い打球を飛ばす方法に関する研究

小丸超 ソフトテニスにおける理想的なボレー

小丸超 フォーカルポイントを持つことと集中力の関係－ソフトテニスにおけるプレーの変化に着目して―
小丸超 パチンコの社会的役割－ギャンブルから居場所へ－

小丸超 超高齢社会における生涯スポーツの役割
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小丸超 跳び箱運動におけるうさぎ跳びの練習効果に関する事例研究

坂本静男 駿河台大学キャンパス内における熱中症の危険性ー施設や時間帯の相違による比較ー

坂本静男 駿河台大学キャンパス内における熱中症の危険性ー夏季と秋季での比較ー

坂本静男 乾球温や湿球温とWBGTの関連性の検討

鹿倉二郎 FMSはホッケー選手の運動能力の評価に使えるか

鹿倉二郎 膝関節のテーピングが運動能力に及ぼす影響について

鹿倉二郎 レクリエーションの心理的効果

鹿倉二郎 観客の有無が陸上競技選手のパフォーマンスに及ぼす影響

鹿倉二郎 少年期サッカー選手における栄養摂取と栄養補助食品摂取の現状について

鹿倉二郎 ストレスが女子陸上競技選手に与える影響

鹿倉二郎 音楽聴取がスポーツパフォーマンスに与える影響

鹿倉二郎 マンガが教育に与える影響

鹿倉二郎 駿河台大学女子陸上競技選手における摂食障害について

信太直己 S大学陸上競技部選手の飲酒について

信太直己 陸上長距離選手における練習後の筋硬度調査

信太直己 スポーツ系学部大学生の食事に対する意識についての一考察

信太直己 陸上短距離種目におけるストレッチ効果の検討

信太直己 宅配ピザ店店員の労働ストレスに関する調査研究

信太直己 男子駅伝選手に対する腰痛改善エクササイズの有効性についての検討

信太直己 バドミントンが男子大学生のストレス反応に及ぼす影響

信太直己 男子駅伝選手に対する肩こり改善エクササイズの有効性と効果についての検討

信太直己 大学生の自動車に関するイメージ調査

鈴木慶子 運動有能感を高める陸上競技短距離の指導方法ーアクションリサーチを用いてー

鈴木慶子 体つくり運動における運動領域別授業展開の提案

鈴木慶子 保健の模擬授業における指導の手立てに関する研究

鈴木慶子 S大学陸上競技部の試合前後における気分の変化について

鈴木慶子 ICT機器を利用した体育授業の雰囲気に関する研究

鈴木慶子 教師の力量が生徒の体育授業に対する好き嫌いに与える影響

鈴木慶子 保健体育のオンラインでの実技授業における教師の手立て

鈴木慶子 特別支援学校におけるタグラグビーの授業提案

鈴木慶子 アクティブ・チャイルド・プログラムが子どもに与える影響

田中輝海 大学生を対象とした自尊感情と運動有能感の関係性の検討

田中輝海 大学生スポーツ選手におけるバーンアウトの発症プロセスとライフスキルの関係性について

田中輝海 大学生スポーツ選手におけるコーピングとパフォーマンスの低下の関係性の検討

田中輝海 大学生スポーツ選手における情熱とストレス反応の関係について

田中輝海 陸上長距離選手における自己調整学習能力と競技成績について

時本識資 観光産業の発展に伴う環境問題と行政の対応　~沖縄県宮古島を事例として~
時本識資 コロナ禍におけるインバウンド減少による観光地の影響について　～京都市を事例として～

時本識資 eスポーツのスポーツしての課題と可能性～コロナ禍におけるオンライン化拡大を背景として～

時本識資
スタジアムを核としたプロ野球球団と地方自治体のスポーツまちづくり～北海道日本ハムファイターズと北海道北広

島市を例として～

時本識資 誹謗中傷の違法性と対処法について

時本識資 モータースポーツによる地域振興　～愛知県豊田市の山村地域のまちづくりを事例として～

時本識資 学校給食における完食指導と体罰の境界～岐阜県の市立小学校を事例として～

時本識資 極真空手における試合運びの違いについて～ルール改正前と改正後の比較から～

時本識資 「ホッケーのまち飯能」にみるスポーツ振興方策について

長尾建 ハチが人間に与える利点と欠点―SDGsから見たハチやハチミツ―
長尾建 野球選手におけるメンタルの重要性

長尾建 沖縄県の長距離、駅伝の課題と強化について

長尾建 野球と観客―ホームランとの関係性―
長尾建 外来水生生物が在来種に及ぼす影響―在来種に及ぼすメリット・デメリット―
長尾建 ノーヒットノーランを達成する条件とは―プロ野球2022シーズンに着目して―
朴周鳳 部活動における人間関係の構築ー勝利至上主義する大学の部活動を通して

朴周鳳 今後の体育授業のあるべき姿についてー生徒の意見から考える

朴周鳳 ソフトテニスの競技人口減少問題とその対策についてーマイナースポーツを考える
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朴周鳳 若い女性におけるダイエットと外見への意識

朴周鳳 Eスポーツのプロゲーマーになるための内的•外的要因について

朴周鳳 音楽が与える競技者の心情とパフォーマンスへの影響ー性格と競技別の比較を通して

朴周鳳 一人暮らしをしている学生に対する心の現状と気持ちの変化について

平野和弘 今後のスポーツ指導ーサッカーを核にしてー

平野和弘 スポーツにおける身長の優位性

平野和弘 我が国の体育授業におけるICT活用の現状と課題－アメリカ体育の先進的な実践と比較して－

平野和弘 日本の教育と子どもの学習意欲－勉強嫌いの考察を核にして－

平野和弘 教師の関わり方による生徒の非認知能力の変化についての研究ー日本とフィンランドの比較からー

平野和弘 日本のLGBTの今後－各国の現状と比較して－

平野和弘 子どもを伸ばす良い指導法ー身体の発達に着目してー

平野和弘 高齢者の運転による事故のリスクとその回避

平野和弘 不登校の問題と新たな道ー教育問題との繋がりー

邑木隆二 eスポーツが日本の教育に参入するための課題と考察

邑木隆二 1つのマシーンウェイトにおける複数トレーニングの可能性について

邑木隆二 バーチャルリアリティーでの観光の将来性　ーバーチャル観光内の発展と課題ー

邑木隆二 サッカーにおけるファウル判定についての考察

邑木隆二 Jリーグ公式SNSの投稿内容における閲覧者の反応について

邑木隆二 運動が学業に及ぼす即時効果についての検討

邑木隆二 文部科学省における体育の意義と大学生の認識による差について

邑木隆二 サッカーにおけるトップクラスチームに対する戦略の考察

邑木隆二 ハンドボールにおける低身長プレーヤーの活躍方法についての考察

油井恵 現代社会における恋愛と結婚

油井恵 現代日本の狩猟の必要性について

油井恵 アメリカにおける黒人差別は無くなったのか

油井恵 IoTによって変わるモノと生活ーモノが進化することで生活がどのように変化するのかー

吉野貴順 ネガティブ動作を意識したウエイトトレーニングが筋肥大に及ぼす影響　— 一条祐輝に関する事例報告 —

吉野貴順 ガソリン・エンジンから出る排気ガスの人体への影響と規制、および電気自動車のメリットとデメリット

長尾建 高校野球の郷土性―強豪校が強豪であり続けるための条件―
長尾建 格闘家の減量について―減量とパフォーマンスとの繋がり―
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