
ゼミ担当教員 仮題目

秋池 宏美 オートバイに関する規制〜業界の今後〜

秋池 宏美 スポーツと体育の必要性

秋池 宏美 スポーツと学校教育〜高等学校に視点を置いて考える〜

秋池 宏美 引きこもり・不登校問題について

秋池 宏美 教育における体罰について

秋池 宏美 児童虐待と親子関係

秋池 宏美 児童虐待と子供の権利

秋池 宏美 学校教育における性教育問題〜七生養護学校性教育裁判から考える〜

天野 宏司 日本各地のサイクルトレインの利用と展開

天野 宏司 東日本旅客鉄道株式会社におけるビューカードの利用状況の変化

天野 宏司 中国の観光旅行の現状

飯田 悠佳子 日本のスポーツにおける人種問題ーハーフアスリートに対するステレオタイプに注目してー

飯田 悠佳子 睡眠状況はメンタルヘルスや心理的競技能力に影響するのかー大学生アスリートにおける調査をもとにー

飯田 悠佳子 喫煙が競技パフォーマンスに及ぼす影響

飯田 悠佳子 eスポーツは心身にどのような影響を及ぼすか

飯田 悠佳子 筋力発揮調整能は最大筋力及び競技パフォーマンスと関係するのか

飯田 悠佳子 スポーツ指導者に求められる能力とはーS大学の運動部活動に所属する選手へのアンケート調査を基に―

飯田 悠佳子 子どもの頃の運動経験は大人になってからの運動習慣に関係するのか

飯田 悠佳子 投能力の発達

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 香りについて

鵜海 未祐子 JリーグクラブにおけるSNS活用の重要性について

鵜海 未祐子 スポーツツーリズムの意義と課題

鵜海 未祐子 高校サッカー育成年代の強いチームと弱いチームの違い

鵜海 未祐子 戦争の多角的な考察

鵜海 未祐子 ルーティンの必要性

鵜海 未祐子 SNSで承認欲求を満たす理由

鵜海 未祐子 コンタクトスポーツとノンコンタクトスポーツにおける身体の使い方の違い

大貫 秀明 スポーツによる地域活性化　－その具体的方途を考える－

大貫 秀明 メンタルトレーニングの効果について

大貫 秀明 スポーツと音楽について　－音楽がもたらすスポーツへの影響－

大貫 秀明 ホッケー競技におけるヒットの打ち方の違い　－体幹トレーニングの影響を中心に考える－

大貫 秀明 陸上競技に係る肌荒れ問題　－男性にフォーカスして考える－

大貫 秀明 食生活がもたらす健康被害　－現代の食・栄養が身体に与える影響－

大貫 秀明 スポーツと月経について　－競技実践者と非実践者にみる相違－

大貫 秀明 トレーニング中および試合前の性の衝動について　－キックボクシングにおける実態を探る－

大貫 秀明 走り高跳び選手における利き足と逆足でのパフォーマンスを考える　－ホッピング5段跳び左右の結果から考える－

大森 一伸 陸上短距離選手におけるスタートのキック動作について

大森 一伸 大学ラグビー選手の筋厚の特徴

大森 一伸 大学駅伝選手のコンディショニングチェックについて

大森 一伸 大学女子スポーツ選手における月経の意識

大森 一伸 陸上短距離選手におけるアミノ酸とクレアチンの同時摂取

大森 一伸 陸上短距離400ｍ走中のエネルギー供給について

大森 一伸 メンタル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

岡田 安芸子 日本茶を探る

岡田 安芸子 日本語の変化について

岡田 安芸子 図書館サービスの今後の課題と展望について

岡田 安芸子 演歌の今後の展望

岡田 安芸子 声の魅力

岡田 安芸子 猫
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岡田 安芸子 魑魅魍魎－日中における聊斎志異－

岡田 安芸子 日本の色について

久我 晃広 姿勢の高さの違いがサッカーのディフェンス行動に及ぼす影響

久我 晃広 異なる競技種目におけるジョギングの動作分析

久我 晃広 インステップキックにおける飛距離の変化が動作に与える影響

久我 晃広 部活動中の声掛けが選手のパフォーマンスに与える影響について

久我 晃広 サッカーインサイドキックにおけるターゲット変化時の動作分析

久我 晃広 助走距離がスローイン動作に与える影響

久我 晃広 バスケットボールのディフェンスの構えが他スポーツ経験者の反応時間、移動速度に与える影響

久我 晃広 フィールドホッケーにおける女子選手のトラップからストロークまでの動作分析

狐塚 賢一郎 S大学ラグビー部における各ポジションの身体特徴及び身体能力についての考察

狐塚 賢一郎 S大学ラグビー部における敵陣22メートル以内のスクラムからのアタックに関する考察

狐塚 賢一郎 ボディビル大会に向けた栄養摂取とトレーニングに関する考察

狐塚 賢一郎 K-popアイドルグループはなぜ世界的人気を博するのか　-日本男性アイドルグループとの比較を通して-

狐塚 賢一郎 S大学ラグビー部におけるAチームとBチームのウエイト能力の違いについて

狐塚 賢一郎 コーチングに基づく指導を通したスポーツハラスメントの根絶

狐塚 賢一郎 オートミールの主食化についての考察

狐塚 賢一郎 S大学ラグビー部の目標とするスクラム　-入替戦に勝つスクラムを目指して-

狐塚 賢一郎 S大学ラグビー部におけるペナルティが勝敗に与える影響について

小林 将輝 スポーツツーリズムが沖縄県へもたらすもの　ープロ野球や浦添市を見てー

小林 将輝 サブカルチャーを取り入れた観光地について　―ゲーム・GHOST OF TSUSHIMAと対馬の観光を例として―

小林 将輝 アニメ聖地巡礼における地域への影響　―アニメへの抵抗をなくすには―

小林 将輝 東日本大震災被害からの復興の現状と今後の課題　―福島県、新地町を例に―

小林 将輝 日本人の海外旅行について

小林 奈穂美 映画産業とその歴史について

小林 奈穂美 フェミニズムに関する基礎的研究ーポストフェミニズムの視点からー

小林 奈穂美 日本の花ことばのルーツについて

小林 奈穂美 地方移住について　ー移住者と取り組む自治体に焦点をあててー

小林 奈穂美 女性アスリートの健康問題に対する予防と指導者の役割

小林 奈穂美 略語が生まれる背景について

小林 奈穂美 色とジェンダーについて

小林 奈穂美 日本の観光業界の過去と現在の比較と今後の予測

小林 奈穂美 接客業における苦情行動やクレームのメカニズムと対応について

小丸 超 子どものセンス・オブ・ワンダーを育む方法－特に廃材を利用した遊びに着目してー

小丸 超 野球における投手のストレートの質に関する研究

小丸 超 バスケットボールシューズにおけるインソールとパフォーマンスの関係性

小丸 超 高校野球における良いキャプテンについての一考察

小丸 超 サウナの魅力－新しいサウナの発案－

小丸 超 地域スポーツとしてのソフトボールー特に新座市ソフトボール連盟を事例としてー

小丸 超 日本における子どもの貧困ーフードバンクについてー

小丸 超 坂本勇人の打撃技術論

小丸 超 現代バスケットボールにおけるポジションの流動性ー誰が、どのようにスリーポイントシュートを打っているのかー

鹿倉 二郎 試合後の疲労回復を早める食べ物およびその摂取タイミングについて

鹿倉 二郎 大学生における児童期のスポーツ経験と現在の運動習慣との関係

鹿倉 二郎 オリンピックの１年延期が各界に与えた影響についての一考察　－スポーツ業界、観光業界、建設業界などを中心に－

鹿倉 二郎 成長期におけるスポーツ外傷・障害とそれらを防ぐための予防方法について

鹿倉 二郎 GPS機器を利用した駿河台大学女子ホッケー部における各ポジションの特性に関する研究

鹿倉 二郎 年齢の違いにおけるバスケットボール選手の外傷、障害の特徴について

鹿倉 二郎 駿河台大学陸上競技部100m走選手における下肢長と歩数、タイム（記録）の関係について　－ベストタイムに違いから－

鹿倉 二郎 陸上短距離選手におけるキネシオテーピングの有無が記録に及ぼす影響ついて

信太 直己 飯能市の飲酒問題

信太 直己 肩こり予防のためのエクササイズ

信太 直己 レジャースポーツとしての山登り

信太 直己 駅伝選手の代謝



信太 直己 朝食と代謝の関連

信太 直己 介護職員の労働衛生状況

信太 直己 ハンドボール選手の疲労

信太 直己 ハンドボール選手のモチベーション管理

信太 直己 審美のためのスポーツクラブの利用

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 S大学ラグビー部における練習時の従事行動について

鈴木 慶子 ICT機器を利用したハードル走の指導に関する研究

鈴木 慶子 S大学ハンドボール部における練習時のオフタスク行動

鈴木 慶子 走り高跳びにおける運動有能感を高めるための助走の指導法について

鈴木 慶子 ねらいに応じた徒手体操の演技創作に関する研究

鈴木 慶子 運動有能感に着目したリレー競技の指導プログラムに関する研究

鈴木 慶子 保健体育科教職課程を履修する学生が体育の模擬授業を実施する際のフィードバックについて

田中 輝海 s大学運動部における動機づけ雰囲気にチームメイトが及ぼす影響

田中 輝海 フロアボールにおけるキーパーウェアの色がシューターのシュートパフォーマンスに与える影響について

田中 輝海 大学生アスリートにおける相対年齢効果ー運動有能感・スポーツへの情熱からの検討ー

田中 輝海 大学生アスリートにおけるコーピングとストレスの関係性について

田中 輝海 スポーツ領域におけるバーンアウトと学校適応感の関係性について

田中 輝海 日常場面における感情経験と競技に対する動機づけの関係性について

田中 輝海 大学生スポーツ選手におけるスポーツに対する動機づけと運動有能感の関係性について

田中 輝海 スポーツキャリアパターンと自己効力感の関係性について

時本 識資 移動通信システムの普及にみるスポーツ観戦の新たな可能性ー５Ｇ時代のスポーツの楽しみ方ー

時本 識資 スポーツと他業界の融合ースポーツの市場価値と経済効果ー

時本 識資 サッカーにおけるボール支配率と勝率の関係について

時本 識資 横浜市のスポーツを中心とした地域振興―横浜市スポーツタウン構想を軸としてー

時本 識資 ベースボールとしての日本野球の可能性ースモールベースボールの視点からー

時本 識資 日本における高齢化に伴う労働人口の減少による労働不足の解決策についてー人工知能による定型業務の自動化による代替えー

長尾 建 サッカーの理想の指導法

長尾 建 日本のマンガから考える経済との関係性－ポップカルチャーのこれから－

長尾 建 ソフトテニスをオリンピック競技にする為にはーオリンピック競技になってからの影響ー

長尾 建 スポーツとドーピングについて

長尾 建 お正月の風物詩における箱根駅伝

長尾 建 アリが人間にもたらす利点と欠点について－アリと人間との関係性－

長尾 建 陸上競技、特に三段跳びとリズムの関係性ーオノマトペを用いた三段跳びの指導方法ー

長尾 建 時代とともに変化する男性美容事情について

朴 周鳳 器械運動における後方倒立回転跳びの動作の習得について

朴 周鳳 「eスポーツがもたらす新たな可能性」

朴 周鳳 スポーツが自己成長に与える影響

朴 周鳳 任天堂のゲームが起こす社会現象

朴 周鳳 長く存続されるお祭りの条件についてー青梅大祭を例に

朴 周鳳 過去の歴史と政策から見たJリーグの現状

朴 周鳳 YouTube（YouTuber）という新しい仕事のあり方

朴 周鳳 政治・経済面から見たオリンピックの価値と意義ー2020東京オリンピック大会を例に

平野 和弘 サッカーの指導

平野 和弘 いじめの現状 －無くすために－

平野 和弘 モチベーションのあげ方について

平野 和弘 児童虐待について －ヤングケアラーと求められる支援－

平野 和弘 学生野球のゴールとは何か －選手・指導者の目指す場所－

平野 和弘 生徒の学習意欲に及ぼす教師の言葉かけ

平野 和弘 日本人と外国人の差 －運動能力に着目して－

平野 和弘 日本ラグビーの戦績から見る強化の視点

平野 和弘 少子高齢化に伴う日本 －現状と課題ー

邑木 隆二 月経が陸上競技短距離・跳躍選手のパフォーマンスに与える影響

邑木 隆二 大学陸上選手に対する両親の影響



邑木 隆二 eスポーツ文化の現状と将来性

邑木 隆二 貧血が陸上競技女子選手に及ぼすパフォーマンスへの影響と生活面での改善策について

邑木 隆二 日本のアニメーション産業における経済貢献について

邑木 隆二 陸上競技におけるすり足スタートとタイムの関係

邑木 隆二 月経が女子ハンドボール選手のパフォーマンスに与える影響

邑木 隆二 箱根駅伝全国化の是非について

吉野 貴順 駿河台大学ユニバーサルホッケー部男子におけるサーキットトレーニングの運動強度

吉野 貴順 フロアボール競技における公式戦ゲーム時の運動強度

吉野 貴順 駿河台大学ユニバーサルホッケー部男子選手におけるショートシャトルラン実施時の運動強度

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2021

吉野 貴順 フロアボール選手における体力得点化の試み

吉野 貴順 駿河台大学駅伝部におけるハーフマラソンのための新たなフィールドテストの構築

J.Matthews 日本には「モデル・マイノリティ」が存在しているのか

J.Matthews 現代日本とジェンダー　ーSNSの役割とはー

J.Matthews 日本は多文化社会になれるのか　ー多文化共生とその課題を中心にー

J.Matthews 日本の難民認定とその課題について

J.Matthews スポーツと社会運動 ー差別に抗議できるのかー

J.Matthews アジアの政府間共同体について ーASEANと東アジア共同体の比較ー

J.Matthews 現代中国に見られるナショナリズムについて

佐竹 由帆 野球における飛距離を伸ばすためには

佐竹 由帆 試合中における投手のメンタルの持ち方について

佐竹 由帆 イングランド・プレミアリーグが世界のトップに立てた理由


