地域構想学科卒業論文･修士論文（2009〜2012）
西公園における汚染物質の拡散について

＜2009 年卒業生＞

◆平吹ゼミ
ムーバブルタイプ 4.12®を用いた論文データベース構築

「人と自然」分野
◆松本ゼミ

平筒沼いこいの森のイヌブナ小林分の構造と保全価値

洪水常襲地帯に残された防災の知恵－北上川下流沖積低

地域住民が主体となった道路遊休地のビオトープづくり
－栗原市若柳地区のワークショップを事例として－

地を例に－

奥山の森に触れ、森を知るための「三方倉山自然観察マッ

松島湾宮戸島における縄文時代以降の地形環境変遷と人
類遺跡

プ」の作成

庄内砂丘を構成する砂質堆積物と完新世の環境変動

仙台市堂所の里山農家における土地利用と背戸山の様態

横田哲也：自然災害をもたらす地形現象と地域の災害危険

東北学院大学泉キャンパス北縁に残存する二次林の景観
生態学的研究

度に関する研究－仙台市街地，長町－利府断層沿いの地

宮城県亘理町の一農家における屋敷林と伝統的な暮らし

域を対象に－
石巻平野臨海部の表層堆積物と地盤条件－市街地拡大と

「社会と産業」分野
潜在的地盤災害－
仙台平野の海浜における砂浜浸食の実態と将来予測

◆岩動ゼミ

段丘面上に残された河道痕跡と段丘面形成時期－北上川

仙台市郊外旭ヶ丘森林通り商店街の活性化への取り組み
とその課題について

中流部，平泉・衣川地区を例に－

仙台市長町商店街の変遷と活性化への取り組みへ～商店

中世都市「平泉」における建造物の配置と地形的背景

街構成組織からまちづくり組織～

洪水常襲地帯に残された防災の知恵－北上川下流沖積低
地を例に－

盛岡市における中心商店街の小売機能変化と立体的機能
分化

◆宮城ゼミ
地域に根づいたきめ細やかな防災のあり方に関する実践

宮城県におけるコミュニティバスの特性と役割

的研究

東北地方における外国人向け観光の現状と展望

景観学的な手法を用いた、ベトナム都市住民の生活と空間

都市近郊型温泉地・作並温泉の形成と再生～魅力ある温泉

利用の理解－ホーチミン市都心部ファングーラオ地区

地への挑戦～
富山市における LRT 導入並びに公共交通を活用したまち

における時空間マップの作成
マングローブ林の森林構造形成メカニズムの分析に関す

づくりについて

る基礎的研究

仙台市鶴ヶ谷商店街における高齢化社会への取り組みと

宮城県北東部の丘陵地における２つの植物群落とその立

課題

地に関する地形・水文学的研究

東北地方における鉄道駅名の由来とその変遷

沖縄県西表島船浦地区における台風によるマングローブ

◆梅屋ゼミ

林葉層の破壊とその再生過程

韓流に「ハマ」る人びと－世代別に見るハマる要素の比較

＜修士論文＞

竹駒神社秋季大祭における神社祭礼集団についての報告

マングローブ生態系における破壊とその後の再生に関す

キャバクラ嬢の実態

る地生態学的研究

松島町のコト八日について

◆菊地ゼミ

憑依現象と私たち－民俗宗教と精神史に見る機能

榴ヶ岡公園におけるクールアイランド現象海風によるク

◆金菱ゼミ

ールアイランドの広がり

地区の祭における「維持・再編」をめぐる一考察～宮城県

角田盆地における放射冷却の気温分布と阿武隈川が与え

亘理町高屋地区の事例から～

る影響
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河原町商店街からみた商店街の課題と考察

「公共の秩序」と「伝統文化」の対立－黒石寺蘇民祭の事

岩手県北上川流域地域における自動車産業の実態と支援

例から－

のあり方

文化浸透と地域性の関わり～よしこの塩竈はなぜ塩竃で

宮城県における伝統工芸産業について－仙台箪笥を事例

根付いたのか～

として－

「浮気」と「信頼」の駆け引き－宮城県におけるカキ養殖

新庄祭における地域社会・地域住民への影響と変遷

業を事例として－
生活史を観せる／生きるという営み－宮城県登米市登米

「福祉と健康」分野
町における歴史的環境保全施策を事例において
責任のない管理のしくみ－石巻市南境地区の事例

◆増子ゼミ

◆佐久間ゼミ

地域通貨はコミュニティ形成に貢献できるか～泉区永和

みやぎ生協とみやぎ仙南農協の「産消提携」

台の地域通貨「かまど」の事例を通して～

町営芝居小屋と地域社会－秋田県小坂町康楽館の事例

スクールソーシャルワークの可能性～学校・家庭・地域の

山形県尾花沢地区におけるスイカ生産の発展・維持要因

つながりをめざして～

地域通貨の理想と現実－仙台市泉区永和台地区地域通貨

民生費からみる岩手県の福祉対策

「かまど」をめぐって－

市町村合併における住民の福祉ニーズ分析～宮城県遠田

遠洋漁業の盛衰と漁村女性のライフコース－宮城県唐桑

郡美里町の事例から～

町の事例－

高齢社会における若者の福祉・介護に関する意識

地域産業振興を目指す地方自治体のアンテナショップ－

市町村合併における民生費の変化～宮城県における事例

宮城ふるさとプラザを事例として

離島における住民の福祉意識調査～石巻市田代島・石巻市
網地島の調査から～

◆佐々木ゼミ
100ｍ走における短距離選手と長距離選手の動作分析

市町村合併と福祉意識の相違宮城県遠田郡美里町の調査

合理化のもとに排除されるモノ－「ノイズ」への眼差し

から～

現代社会における蕩尽の意義

大学バリアフリーに関する研究～東北学院大学泉キャン

リーダーシップとは何か～人間の真の自由のために

パスの施設～
高齢化社会と希薄化するコミュニティ～地域 SNS の可能

現代における悲哀そしてトラウマ
共同体と女性性－女の二重性から考える文化の本質

性
高齢者が安心して暮らせるコミュニティに関する研究～

◆高野ゼミ
三陸地方における水産物の地域ブランドづくり

村田町におけるコミュニティの形成～

松島湾におけるカキ養殖の生産構造

地域格差と地域住民における医療・福祉意識の関係～宮城

遠刈田温泉の地域づくり～地域を動かす条件の考察

県石巻市、田代島・網地島における福祉意識調査から

土湯温泉における地域資源の掘り起こしと観光空間の創出

◆増子・菅原ゼミ

◆柳井ゼミ

交通バリアフリーをめぐる一考察

大崎市古川中心市街地における土地利用とまちづくり

認知症高齢者をどう理解するか

仙台市国分町を例にした歓楽街の活性化について

安楽死・尊厳死をめぐる一考察－高齢者の終末期はどうあ

仙台市中心都市部における仙台七夕まつりの変容に関す

るべきか－

る問題・課題についての考察

高齢者が地域で暮らしていくためには－宮城県黒川郡大

多賀城市におけるまちづくりの実態－行政と NPO による

衡村を事例に－

取り組み－

高齢者福祉施設の社会的機能－「杜の風」でのフィールド

青森ねぶた祭の現状と今後の課題

ワークを通して－

仙台市一番町における大型小売店舗の実態と展望

犬を介した地域コミュニティ形成の可能性

斎理屋敷の地域貢献と丸森町に与える影響

感情労働と教育

修景事業からみるまちづくり－会津若松市七日町通りを
事例として－
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市民を里山へいざなう環境教育―谷津田のある里山を題

◆高橋ゼミ

材とした教材の作成―

メタボリックシンドロームに対する長期的運動継続の効

田谷地沼湿原の四季の魅力に触れるための「荒沢湿原田谷

果

地沼自然観察マップ」作成

中高齢者の生活の質に及ぼす２ヶ月間の運動教室参加の

野良猫と共生をめざす街づくり―横浜市磯子区の「地域猫

効果

活動」を事例として―

長期的運動継続が生活の質（QOL）にもたらす効果

里山における溜め池の植生と谷津田の水環境・水管理：仙

長期的運動継続（U-ch1～3 期目）が体力向上に及ぼす効

台市堂所地区の事例

果
長期的運動継続が身体活動量増加に及ぼす効果

森林療法：森が生み出す新たな可能性

スポーツ関連サービスに関するマーケティング調査と集

野々島のタブノキを用いた環境学習プログラム「GO!GO!
タブノキたんけん隊!!」の開発

客の現状
中高年者の形態的特性に及ぼす２ヶ月間の運動教室参加

◆菊地ゼミ

の効果

傾斜をもつ住宅団地におけるクーリング効果の広がり―

運動教室参加者における歩数と身体活動量の関係性の定

紫山公園におけるクールアイランド現象

量化－23Ex/週を達成するために必要な歩数の検討－

「社会と産業」分野
◆松原ゼミ
プロスポーツ選手の出身について

◆岩動ゼミ

サッカー日本代表チーム強化の課題について

川崎町における商業の現状と課題

高齢者福祉活動を行う非営利組織について

宮城県多賀城市における市民協働によるまちづくり

フットサル場のより良いサービスについての研究

宮城県における笹かまぼこ店の立地と展開

オーケストラと J リーグの活動比較

郊外大型店進出による名取市中心商業地の変遷と活性化

サッカーのシステムと攻守交代について

への取り組み

仙台市における地域スポーツ活動に関する考察～学区民

松島における外国人観光客に対応した看板・案内標識の分

体育振興会と行政の取り組みから

布とその特性

J リーグチームの選手育成について

石巻市における商店街の変遷と郊外大型店との関わり

武道の意義と人間形成

岩手県における浄法寺塗り漆器製造業の産地変化及びブ

日常的な障害者スポーツの普及について

ランド存続への取り組み
盛岡市における 2 つの定期市の特性―材木町の「よ市」と

日本のバレエ育成と今後のあり方
山元町おける総合型地域スポーツクラブ設立について

神子田の「朝市」を比較して―
名取市におけるカーネーション産地の形成と産地存続に
向けての課題

＜2010 年卒業生＞

◆梅屋ゼミ
オカンノッコ―M 県 A 市志引における講集団の事例

「人と自然」分野
◆松本ゼミ

絵馬に見る呪い

仙台平野南部における完新世後期の地形発達史

はねこ踊りが地域にもたらすもの

北上川下流沖積低地北部の地形と水防建築物

仙台市青麻神社に伝わる榊流青麻神楽―その技能伝承の

仙台平野における 2,000 年前に襲来した津波時の堆積物と

課題―

当時の地形環境

変わる農村、衰退する芸能―宮城県大和町小野石倉「八木
踊り」の事例を通して―

◆平吹ゼミ
市民協働による泉ヶ丘・芳の平の自然環境保全と利活用の

秦氏―朝鮮からの帰化氏族―

推進

崖の上のポニョ、アンデルセン人魚姫との違い

「地域の森」としての社寺林：民俗植生学からのアプロー
チ
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を事例に―

◆金菱ゼミ

宮城県川崎町における持続可能な社会づくりの取組み―

マイノリティとマジョリティの異文化体験―M 県立聴覚

資源の地域内自給と地域性

支援学校の事例から―
水俣病

＜修士論文＞

伝統的祭りに参入する新興地区のポジショニング―山形

北上中山間地域の人口急減地区における集落維持の要因
― 住田町上有住地区 3 集落の事例による考察

県新庄まつりを事例として―
ネットワークを活用して業績をあげる起業家たちの社会

◆津上ゼミ

学―宮城県仙台第二高等学校を事例として

在仙ストリートミュージシャン―演奏という贈与

害鳥を保護するための有機農法を受け入れる農家の論理

◆柳井ゼミ

◆佐久間ゼミ

外国人旅行者と受け入れ側の意識・行動の実態―松島町を

地域の祭りとしての新庄まつり―山車人「若連」をてがか

事例として―

りとして

仙台空港と仙台空港周辺事業の実態と今後の展望

別荘地利用の変化に伴う問題―宮城県蔵王町「蔵王苑」の

作並温泉地における旅館経営の実態と今後の展望

事例

道の駅併設農産物直売所が周辺地域と生産者にもたらす

ごみ分別の程度を規定する要因に関する実証的研究―仙

影響―「あ・ら・伊達な道の駅」の検討

台市青葉区桜ヶ丘地区を事例に―

中山間地を守る米作り―鳴子の米プロジェクトを事例に

あしなが育英会における奨学生の役割

塩竃市における中心商店街の類型化とまちづくり

農家女性による産直グループの運営における諸工夫―名

セントラル自動車の移転に伴う富谷町での受け皿作りに

取市サンサンメイトを事例として―

ついて住環境の整備に着目して

介護労働における雇用管理の考察

仙台市内の大学の留学生と国際交流政策の特徴―東北大

公共交通機関と温泉地域の発展―岩手県繋温泉と金田一

学と東北学院大学の事例―

温泉を比較して

市民がつくるお祭りの継続性と発展性―定禅寺ストリー

郊外型団地のゆくえ―仙台市における郊外団地の人口構

トジャズフェスティバルを事例に―

成の変化―

仙台牛たん焼き店における実態と展望―持続的発展はで

小規模自治体における「顔が見える」高齢者福祉の実際―

きるのか―

宮城県七ヶ宿町の事例―

多賀城市における市民参加型まちづくりの課題と展望多
賀城市まちづくり懇談会より

◆佐々木ゼミ
現代社会における人間の孤独―贈与に飢える人々

「福祉と健康」分野
貨幣の交換の中に存在する「死」
教育と実存

◆増子ゼミ

攻撃

地域連携による福祉の充実に向けて―社会的入院患者の
退院支援事業―

◆高野ゼミ
越後妻有「大地の芸術祭」にみるアートによる地域づくり

複雑化する児童虐待問題と解決への課題
NPO 法人の存続のための要件と課題―宮城県における

の可能性

NPO の活動を例に―

仙台とヒップホップ文化
大規模稲作地域における農業経営の多角化の現状と展望

ボランティアの持続性―セツルメントを例に

―鶴岡市旧栄村を事例に―

新しい少子化対策―乳幼児医療費助成制度の可能性

笹かまぼこ製造業の生産構造の変化と経営戦略

障害者のスポーツを通じたノーマライゼーション社会の
実現と課題

純農村地帯における地場農業資源を生かした地域づくり

仙台市の待機児童数増加の現状と問題点

の取り組みと課題

希薄化するコミュニティと地域再生―子育てサロンの役

沖縄県本島北部における共同店と村落社会

割

地域づくりにおける自治基本条例の意義と課題―柴田町
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仙台市の待機児童の背景と課題について―保育所入所基

運動継続期間が国際標準化身体活動質問票（IPAQ）の推

準の見直しによる保育の平等性―

定精度に及ぼす影響

児童養護施設における地域協働の現状と課題

運動教室参加者の不満要因分析

◆菅原ゼミ

中高年者における複合的体力トレーニングの総合的効果

地域社会における市民セクターの可能性―ふれあい・いき

身体活動強度およびタイプが心理状態に及ぼす影響
中高齢者における 2 ヶ月間のディトレーニングが血液成

いきサロン活動を事例として―
あらゆる人がバリアを感じないまち―とっておきの音楽

分・形態に及ぼす影響

祭を事例に―

中高齢者における2ヶ月間のディトレーニングが生活の質

ボランティアコーディネーターの専門性について

に及ぼす影響

競技性から考える障害者スポーツ―車椅子バスケットボ
ールを事例として―

2011 年卒業生

高齢者の働く意義―シルバー人材センターの現場から―
地域社会における食事支援―配食サービスを例として

「人と自然」分野

民間企業における障害者の雇用

◆松本ゼミ

老人ホームにおけるスピリチュアルケア―特別養護老人

仙台市泉区内の道祖神について

ホーム U を事例に―

過去の大火から防災を考える―酒田大火を例として
名取川広瀬川合流扇状地上を流下した旧河道群の形成年

人はなぜボランティアをするのか

代

人々は道の駅に何を求めているのか―「道の駅てんのう」
を事例として―

◆宮城ゼミ

地域通貨によるコミュニティ再生―北海道夕張郡栗山町

アジアはなぜ貧しいのかについての一考察

の地域通貨「クリン」を事例に―

泉中央地区の土地利用変化とバス路線網の革新―周辺住
宅団地の開発との関連で―

◆松原ゼミ
大学サッカー選手の育成環境に関する考察

松島湾浦戸諸島野々島のビオトープ斜面における地温分

剣道競技と人格形成の関わりについて

布と土壌条件の観測

宮城県高校バスケットボールにおけるゲーム分析

松島湾・浦戸諸島におけるサキグロタマツメタによるアサ

第 58 回宮城県高校総体サッカーにおけるゲーム分析

リの潮干狩り被害

スポーツ選手におけるキャリアサポート

松島湾野々島におけるビオトープ形成のための基礎的環

まちづくりに貢献する上で理想の総合型地域スポーツク

境分析

ラブ像

山形県西川町大井沢地区の過疎化に関する二つの視点―

サッカーの先制点に関する考察

統計データと景観データの異同―

Ｊリーグのチーム構成について

アマモを通して見る松島湾の環境の変化

第 88 回全国高校サッカー選手権大会宮城県大会のゲーム

2008 年岩手宮城内陸地震における荒砥沢地すべりによる

分析

地形変形とその二次変形について

プロスポーツのマーケティング戦略について

仙台市青葉区中山地区におけるブロック塀脆弱性調査

地域スポーツ振興の考察―仙台市と鶴ヶ谷地区の取組み

長町－利府断層帯の主断層に見られる断層変位地形とそ

と現状から―

の二次変形について

極真空手の試合における勝敗の要因について

＜修士論文＞

スキー場発展への改革の手段に関する考察

沖縄県西表島におけるマングローブ林の森林動態

GK のフィードに関する研究

◆菊地ゼミ
菊地ゼミ

◆高橋ゼミ

久慈地域のホウレンソウ栽培と気候の関係

中高齢者における2ヶ月間のディトレーニングが体力に及

山形県庄内平野における局地風清川ダシの研究Ⅰ―定義
と文化―

ぼす影響

山形盆地中央部における高温現象の解析

広報活動から見る地域住民の運動教室に対する需要変動
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宮城県東部地域における天気の現れ方―天気予報と実況

地形成とその影響について

の比較―

◆金菱ゼミ

宮城県内の沿岸部の気温変化―亘理での移動観測

顔の見える、見えない地産地消―観光地松島まつの市の事

山形県庄内平野における局地風清川ダシの研究Ⅱ―清川

例から―
産廃反対運動における女性の組織化について―宮城県大

ダシとヤマセの関わり―

崎市鳴子の事例から―

山形盆地における果樹栽培地域の特徴
気温と大気汚染濃度で見る道路間の比較県道 127 号線と

中山間地域における協発的発展の展開にむけて―丸森町

県道 129 号線において

筆甫地区・耕野地区を事例として―
農村地域においてよそ者はどのように「地域住民」になっ

◆平吹ゼミ
幼稚園の「お散歩田園観察」を通じた幼児環境教育の研究

ていくのか―宮城県丸森町筆甫・耕野地区の事例から―

裸地の生態緑化：荒砥沢地すべり災害跡地を事例として

価格設定における農業価値の研究―宮城県大崎市鳴子の

東北学院大学泉キャンパス保全緑地におけるコナラ林の

米プロジェクトの事例を通して―

植生構造：都市近郊林・孤立林の観点から

稲作との複合経営によるマイナー作物導入が成功に至る

岩手県一関市芦ノ口集落における広葉樹二次林の種構成

条件―亘理町のアセロラ栽培を事例として
20 年・1 万 2 千人動員を可能とした活動の継続要因―「森

と微地形との対応
中山間地域活性化を目指した実践研究―岩手県一関市芦

は海の恋人」森林保全活動を事例として―
祭りの分裂と統合に共通する地域ごとの結束―遠野市に

ノ口集落における大学生と地元住民の交流を通して
ブナ極相林内に共存する低木 4 種の 15 年間の開花・結実

おける伝統的祭りの分裂の事例から

変動

◆佐久間ゼミ

環境教育からの ESD へ―仙台市立中野小学校における事

グリーン・ツーリズムモデル事業を利用した地域づくり―
青森県南部町の達者村を例に―

例研究と支援教材作成
＜修士論文＞

「ゆるキャラ」､「ご当地キャラ」に関する統計的分析

キャンパスに残存する里山の森をいかした環境教育のあ

地域における高齢者を支える活動のしくみ―「ふれあい・

り方に関する研究：東北学院大学泉キャンパスフォレス

いきいきサロン」と「八木山南街づくりプロジェクト」

トを事例として

を事例として―
滞在型市民農園の実態―不動尊クラインガルテンの例

「社会と産業」分野
地域振興活動を支える人と人とのつながり―「NPO 法人
ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」の事例

◆岩動ゼミ
わが国におけるアウトレットモールの傾向からみる仙台

地域住民による防犯活動の実態―宮城県内で活動する4 団

泉プレミアム・アウトレットの特性

体の事例から―

宮城県美里町における農産物直売所の開設と取引生産者

八戸市湊町と魚菜小売市場の変遷

の機能特性―花野果市場を事例として―

中山間地域における地区商店の役割―丸森町耕野地区を

盛岡市中心市街地における定住人口の増加に伴う中心商

事例として―

業地の再編と新規展開

都市農村交流における地域ネットワークの重要性―福島
県伊達市霊山地区 NPO 法人「りょうぜん里山がっこう」

宮城県利府町における日本なしの生産と沿線直売所の立
地特性

を事例として―

仙台市青葉区におけるコンビニエンスストアの立地

農村女性が農産加工組織で働くことの意味―たんがら味

仙台市における都市公園の役割と地域特性―勾当台公園

工房を事例として―

を例に―

地域における寺の新たな可能性―岩手県一関市願成寺実

仙台駅前における屋外広告看板の特性―都市階層と都市

践フォーラムを事例として―

内部中心地の比較を通して―

都市農村交流における地域ネットワークの重要性―福島

仙台市における仙台味噌製造販売企業の展開と市場形成

県伊達市霊山地区 NPO 法人「りょうぜん里山がっこう」

福島県南会津町における地域ブランド「南郷トマト」の産

を事例として―
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「福祉と健康」分野
◆佐々木ゼミ
大衆化と情報社会の未来

◆増子ゼミ

食べることと正月

高齢社会とバリアフリー

日本人が抱える欧米人に対する心的外傷

日本の介護員の社会的地位の現状

グルーバルな食の是非について

地域の子育て支援に対する認定こども園の役割と課題

差異と連続性―ファッション論からバタイユの連続性

地域を支える共同募金

◆高野ゼミ

防犯協会の活動が地域作りに与える効果

直売施設を支える農家の経営と女性の役割の変化

中山間地域における地域再生の考察―宮城県内における

奥会津地域における公共交通運営の現状と課題

限界集落の地域再生へのシミュレーション―

機織技能の伝承・保存活動をめぐる文化観の変質

介護現場における人材不足問題と市民活動の役割

薬莱山麓のリゾート開発と地域の変容

高齢社会における介護者へのケアの必要性

建設業の農業参入による地域ビジネスのあり方―奥田建

共生型介護施設の現状と普及のための要件

設のワサビ栽培を事例として―

仙台市における「ふれあいサロン」の役割

仙台の旧中心商工業地の変化とまちづくり

◆菅原ゼミ

石巻における水産物ブランド化の取り組みとその地域的

視覚障害者の視点から見た音のバリアフリー

意義

ボランティア活動の継続要因―アニマルセラピーのボラ

仙台市の地産地消政策による近郊農業の活性化

ンティアを事例に―

仙台市における洋菓子店立地の地域性

盲導犬育成ボランティアを取り巻く問題の検討―パピー

米粉の生産・加工・利用の現状と問題点

ウォーカーを事例に―

◆津上ゼミ

コミュニティ・カフェの社会的機能と役割

日本農村に嫁ぐ「外国人花嫁」の研究―宮城県大衡村を事

学校支援ボランティアの可能性と問題点

例として―

高齢者がスポーツに取り組む意義―競技者に対する意識

◆柳井ゼミ

調査の分析を通じて―

総合型地域スポーツクラブを活かしたまちづくりの実態

障害児の児童館における利用実態と課題

と課題―七ヶ浜町「アクアゆめクラブ」を例に

コンパクトシティ政策の意義と課題―青森市におけるシ

宮城県における企業の農業参入による地域への影響と課

ニア世代の住み替え問題を事例に―

題 ― 株式会社一ノ蔵を事例に―

デイサービス利用者の利用理由と利用継続の要因につい

山形市中心市街地 3 つの新名所と交通アクセスの関係性

て―H デイサービスセンターを事例に―

NGO の成果と課題―財団法人オイスカを事例に

◆松原ゼミ

秋保温泉における旅館経営の実態

サッカードイツ代表選手の育成システムについて

アトム通貨からみる地域通貨の今後の可能性と課題

プロ野球団間における格差の検証

農商工連携による地域農業活性化の現状と課題―山形県

2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会のシュート分析

遊佐町における平田牧場との飼料用米プロジェクトを

ハンドボール競技の競技特性に関する考察―ハンドボー
ルのゲーム分析と平成 22 年度東北学生ハンドボール秋

事例として―
仙台市の保育施設の地域別立地とその特徴

季リーグ戦大会より―

卸町における新産業の特徴と変遷―仙台卸商センターの

ハンドボール競技の競技特性に関する考察ハンドボール
ゲーム分析と平成 22 年度宮城県高等学校ハンドボール

取り組みを事例として―
東京 23 区内における自治体アンテナショップの立地傾向

競技新人大会より

の分析と存在意義

成人女性のスポーツ活動について―宮城県女子バスケッ

ベガルタ仙台におけるホームタウン活動の現状と影響

トボールクラブチームの現状から―
サッカーにおける無回転キックのフォーム解析
サッカーにおけるキックフォーム解析
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2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会における日本代

2012 年卒業生

表とスペイン代表のゲーム分析
バスケットボール選手の育成環境に関する考察

「人と自然」分野

59 回宮城県高等学校総合体育大会サッカー競技のゲーム

◆松本ゼミ
仙台平野の地形発達

分析
第 89 回全国高校サッカー選手権大会宮城県大会のゲーム

七北田川下流沖積低地の潟湖埋積過程
広瀬川、衣川流域における完新世河岸段丘の形成と河床高

分析
第 92 回全国高校野球選手権大会の試合の流れについて

度の変動
自然堤防地形の形成とそれに伴う土砂堆積量の算定―仙

◆高橋ゼミ
高橋ゼミ

台平野、名取・広瀬川沿岸を例に―

運動教室の運営に対する不満の因子構造
運動教室Ｕ-ch と多賀城市民スポーツクラブの成果比較―

＜修士論文＞

血液・形態に注目して―

沖積平野における縄文時代中期以降の古地理の変化

中高齢者における生活の質（QOL)向上に及ぼす体力向上

◆宮城ゼミ

の効果

東北地方太平洋沖地震による蓬莱団地の地震被害の実態

体力の構造に対する運動継続期間の影響

とその背景についての研究

中高齢者における生活の質（QOL)向上に及ぼす身体活動

東日本大震災における住宅団地の地盤変状に関する調査

量の効果

仙台新港とその周辺地域の残存林がもたらす漂流物捕捉

身体活動量 23 エクササイズを達成する要因―QOL に注目

効果

して―

東日本大震災における海岸林・沿岸域の破壊実態と津波減

不規則な身体活動時の加速度センサの測定精度

衰効果

中高齢者における生活の質と日常生活活動動作の関係性

東日本大震災における桑折町中心部の建物被害調査

運動教室Ｕ-ch と多賀城市民スポーツクラブの成果比較―

東日本大震災による松島湾の寒風沢島の外形における地

体力に着目して―

形の破壊状況

生活の質の構造に対する運動継続期間の影響

仙台市における社会福祉関連施設群の立地分析―特に老

メタボリックシンドローム診断項目に対する運動継続期

人福祉と関連して―

間の影響

沖縄県西表島における地震性地殻変動とマングローブ林
の立地変動

◆天野ゼミ
大学生の商品購買行動に関する一研究―ベガルタ仙台グ

沖縄県西表島における主要マングローブ樹種構成の立地

ッズ購買者のチームロイヤルティに注目して

条件

スポーツ・スポンサーシップに関する一研究―サッカー地

東日本大震災時の強震動による斜面崩壊の発生とその特

域リーグのスポンサーに着目して―

徴―浦戸諸島、桂島・野々島における調査例―

大学生の運動・スポーツ活動に対する意識に関する研究

東日本大震災時に生じた津波による流木の発生とその分

若者のスポーツ観戦動機に関する研究―性差とスポーツ

布の傾向仙台平野の観察例

経験の違いから―

◆菊地ゼミ

大学生の運動部活動での退部に関する研究

東北学院大学泉キャンパス裏山におけるカタクリ自生地

スポーツ・ボランティアの参加動機に関する研究―継続的

の環境条件

なボランティアに着目して―

東北学院大学泉キャンパス内コナラ林における地中温度
の変化
東北地方沿岸部における夏季の風系の特徴
インターバル撮影で捉えた雲の変化と気圧配置の関係
角田盆地東部地区における冷気湖の形成および気温詳細
分布
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定禅寺通におけるクールアイランド現象の季節変化

地域振興とご当地キャラクターの利用について

宮城県北部における気流パターンと気温分布日変化の関

変化する地域社会における沖縄県の共同店の必要性―沖
縄県本島北部、沖縄県本島中部の共同店を事例として

係

少子高齢化の進展する地方都市における祭礼維持の工夫

スパイクタイヤ報道を中心に見る環境意識の変化―河北

―谷地どんがまつりの囃子屋台を事例として

新報記事を例に―

＜修士論文＞

「社会と産業」分野
都市祭礼を維持する仕組み－新庄まつりにおける「ケイヤ
ク」の社会的意味

◆岩動ゼミ
大崎市、蕪栗沼・ふゆみずたんぼ・マガンを利用した観光

地域イベントに見る「楽しみの論理」と「場所への愛着」

促進事業の持続可能性

―旧本吉町前浜地区の事例

仙台市における SENDAI 光のページェントの発展要因と

◆佐々木ゼミ

市民型イベントを支える組織の特性

倫理と倫理の交差点で人はどう在るべきか

「杜の都」シンボルロードの都市景観と空間利用

豊かな社会の中で経験する機会を失う人々―モラトリア

宮城県白石市における地場産業の新たな展開―白石温麺

ム人間と全体主義の共通点からみえるもの

を例に―

◆高野ゼミ

仙台市太白区における東日本大震災による食料品スーパ

オタク市場の拡大と秋葉原の変遷

ーの営業再開時期の差異とその要因について

花巻地域における雑穀産地化の経緯と課題

屋台を取り入れた地域活性化に向けた取り組み―利府町

名取市耕谷地区における震災被害と復興への取り組み

屋台村りふレ横丁を事例として―

宇都宮市における交通問題とまちづくりの課題

仙台市における定禅寺ストリートジャズフェスティバル

山形県におけるそば文化と地域づくり

の運営構造と発展要因

泉パークタウンの高齢化と地域社会の変化

山形県における繊維産業の再編とその生産構造―山辺町、

農村部における大型店の立地と商圏変動

寒河江市のニット製造企業を事例として

石巻中心商店街の衰退と東日本大震災の影響

登米市仙台物産直売所の運営形態と組織構成

◆柳井ゼミ

仙台市泉区における東日本大震災後の食料品スーパーの

付加価値を生み出す山形ガールズ農場のビジネスモデル

営業再開時期の差異とその要因について

について

仙台市の郊外住宅団地における商業施設の立地傾向―宮

地熱発電所の電力開発の現状と今後の課題―鬼首地熱発

城県富谷町を事例として―

電所を中心に

◆金菱ゼミ

スキー場経営の変遷―蔵王温泉スキー場を事例に

まちの美化運動と避難行動の関係性―住民による東部道

グリーンツーリズムの現状と課題、新しい観光の可能性に

路の所有から考える―

ついて―遠野市を事例に

理想的なコミュニティを生み出す地域性と共同性の要件

６次産業化に取り組む大河原町におけるとんとんの丘も

―名取市箱塚桜団地仮設住宅の事例に

ちぶた館の経営戦略と課題
B 級ご当地グルメによる復興のまちづくり―宮城県石巻

孤立から親密へと変化する仮設住宅のコミュニティ ―南
三陸町志津川中学校グラウンド応急仮設住宅団地の例

市を事例に―
へき地における地域医療と病院立地―岩手県和賀郡西和

◆佐久間ゼミ
3.11 東日本大震災における災害ボランティアセンターの

賀町を事例に―

運営形式について―名取市災害ボランティアセンター

東日本大震災における「道の駅」の役割―宮城県石巻市「道

を事例として―

の駅上品の郷」を事例に―

国民文化祭はなぜ認知度が低いのか

東日本大震災時におけるマレーシア人留学生の行動につ

地域交流を手がかりとした原発事故被害下における地域

いての考察―東北大学の事例―

維持の活動―福島県伊達市霊山地区 NPO 法人「りょう
ぜん里山がっこう」を事例として―
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◆松原ゼミ
「福祉と健康」分野

2011J2 リーグチーム組織に関する考察

◆増子ゼミ
増子ゼミ

ハンドボール競技のオフェンス能力向上に関する考察

地域防災活動における民生委員の役割

宮城県高校サッカーにおけるゲーム分析

東北地方太平洋沖地震被災者におけるボランティアへの

美里町における総合型地域スポーツクラブ

ニーズの変化

ベガルタ仙台チーム構成の現状と課題

東日本大震災における被災者の支援物資のニーズ変化

地域フットボールリーグのクラブ経営に関する考察―福
島ユナイテッド FC について―

災害ボランティアセンターと避難所間の情報のあり方
東日本大震災による人と人との繋がりの変化

◆天野ゼミ

日本において災害救助犬が普及するには

ランナーのランニングコース選定要因に関する研究―皇

東日本大震災による地域住民の支え合いの変化

居ランナーに着目して―

衣服のセミオーダーに関する一考察

保護者と顧問の信頼関係に関する研究―仙台市の公立中
学校の運動部活動を事例として―

◆菅原ゼミ
震災時における心のケア―阪神淡路大震災を事例として

スポーツ観戦と地域愛着の形成に関する研究―スポーツ

災害ボランティアセンターの地域貢献の可能性―仙台市

観戦動機と観戦歴から―

災害ボランティアセンターを事例に―

女子サッカープレーヤーの価値観に関する研究―女子サ

地域 SNS による地域コミュニティの形成

ッカーの普及に着目して―
大学生のスポーツ・ボランティアのイメージに関する研究

福祉車両の利用とその課題―「ハートフルプラザ仙台」で

アウェイチームの観戦者特性に関する研究―Push-Pull 要

の聴き取り調査をもとに―
被災地におけるコミュニティビジネスの現状と課題

因を用いた観戦行動の分析を通して―

災害ボランティア参加者のニーズ―東日本大震災仙台市 5

プロバスケットボール観戦者の観戦行動特性に関する研
究―仙台 89ERS における観戦行動と地域愛着について

区の災害ボランティアセンターの事例―

子ども向けスポーツ教室における生徒の満足度に関する

◆高橋ゼミ
運動教室参加者に見られる地域特性―身体活動量に着目

研究―サッカー教室に着目して―

して―

スポーツ観戦者の観戦動機に関する研究―チーム・ロイヤ

スポーツサービスに対する意識に見られる地域特性

ルティに着目して―

運動教室と個人で行うトレーニングの成果比較体力に注
目して
運動教室参加者に見られる地域特性―QOL に着目して―
泉パークタウン地区住民のスポーツサービスに対する意
識の変化
運動教室参加者に見られる地域特性―運動教室参加時の
体力に着目して―
広報活動から見る地域住民の運動教室への参加行動の変
化―広告反応率の経年変化と東日本大震災の影響の視
点から―
運動トレーニングによるヘモグロビン A1c の鋭敏性
運動教室と個人で行うトレーニングの成果比較：QOL に
注目して
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