2018 年度 地域構想学科卒業論文イトル（2019 年 1 月提出）
宮城ゼミ

の開業とにぎわい創出および来店者特性

松島湾における松林の変遷

秋田県におけるインバウンド観光の拡大

マングローブ樹木の年輪解析による森林発達過程の

仙台市における大手コンビニエンスストアチェーン

分析 ― 西表島仲間川デルタでの調査をもとに

の立地展開と施設内立地の特徴

米食習慣にみる食味・作法の地域比較

東北地方における第三セクター鉄道のイベント・観

行楽としてのハゼ釣り ― 松島の漁労文化を今に伝

光列車の特性

える

仙台市における有料老人ホームの立地展開に見る福

浦戸諸島野々島におけるエコツーリズム実現に関す

祉ビジネスの展開

る実践的研究

「仙台あおば餃子」の製造と空間構造 ― 食材とし

七ヶ浜町の心の復興事業を通して代ケ崎浜地区にお

ての雪菜生産供給体制を事例として

ける心の拠り所を探る

東北における近代化産業遺産の保存と活用 ― 栗原
市を事例に

柳澤ゼミ

少子高齢化社会における行政広報誌の役割 ― 女川

南三陸町における災害文化とこれからの防災教育

町,七ヶ宿町,富谷市を事例に

「人の誘致」から見た名取市閖上地区における現状

仙台市長町商店街における土地利用変化と新規に開

や課題と今後の可能性

業する個人資本飲食店の立地特性

千葉県九十九里浜から福島県南部・茨城県北部の沿

柳井ゼミ

岸部における津波痕跡調査
地域資源を保存するための 3D 技術の活用方法

中山地区「とびのこハウス」について

宮城県における防潮堤の課題調査 ― 松島町を対象

南相馬市相馬野馬追における経済効果
仙台駅東口 EKITUZI の事業と利用者の実態 ― 仙

として
伝承及び住宅地変遷からみる野蒜,東名,宮戸島の防

台市在住者アンケートを通して

災意識

丸森町におけるまちづくりと地域おこし協力隊の活
動実態

平吹ゼミ

東日本大震災後の白石温麺産地の現状と課題

GIS を用いた砂浜海岸エコトーンと里浜の地理・景

根白石ミニ七夕まつりの歴史と出展者の実態調査

観情報の統合化と可視化

地域特性を活かし発展する観光地―山形県蔵王温泉
を事例に

松本ゼミ

福島市のまちづくりについて ― 中心商店街パセオ
470 を事例に

亘理丘陵両翼部にみられる土石流性緩斜面の形態と
堆積物

被災地域の商業店舗形成とまちづくりへの影響 ―

阿武隈川下流左岸中条付近にみられる自然堤防地形

陸前高田市を事例に

とそれを構成する堆積物

仙台市におけるコインランドリーの立地展開と利用
実態について

岩動ゼミ

仙台市における温泉旅館の実態調査 ― 秋保温泉を

わが国における B 級グルメの展開と石巻焼きそばの

事例

現状と課題

地方都市の郊外団地における高齢者の買い物行動の
特徴とその課題 ― 福島市蓬莱町を事例に

秋田市中心商店街における行政が主導する集客施設

東日本大震災における亘理町・山元町のイチゴ農家
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和田ゼミ

の復興の現状と課題

金菱ゼミ

地方移住における地域の受け皿と今後 ― 栗原市花

ウェディングがもつ恩の一括返却―なぜ石巻ウェデ

山地区を事例に

ィングは「場所性」を追求するようになったのか

横丁ブームから探る、宮城の横丁文化の発展性

「フリーライダー」を生み出さない浜の協業グルー

シェアリングエコノミーによる地方活性化の可能性

プ―自分ごと化できる海苔漁師たち

地域における子ども読書推進活動のこれから ― 美

東日本大震災遺族の当事者理解の分かち合い ― 石

里町近代文学館を事例に

巻市蓮の会を例に

八戸館鼻岸壁朝市に消費者が来る理由と個人商店行

隣人関係の過剰な可視化からみる小さなコミュニテ

う消費者を呼ぶ策

ィ ― 長町第２公営住宅を事例に

地域ブランド確立のために必要な取組について ―

LGBT の生産性に対する男女の意識調査 ― 杉田論

まぐろにおける大間漁協と戸井漁協の取組の比較

文を通して

地域福祉のための移動販売の可能性―栗原市花山地

東日本大震災の被災農村が持つ二重性 ― なぜ次世

区を事例に

代の担い手が増えないのか
ボウリングのエスノグラフィー

大澤ゼミ

行方不明の土地を繋ぎとめるアート ― 荒浜の偽バ

子ども食堂の現状と課題 ― みやぎ生協の行う支援

ス停を事例に

活動から見えてくる可能性
セーリング競技の普及について
LGBT、セクシャルマイノリティが感じる社会の違

佐久間ゼミ
化粧の歴史的変遷と現代女性の化粧

和―ジェンダーレス社会がもたらす影響と効果

地方都市における地域社会と祭礼 ―「白石市民春ま

少子高齢化が進む街をどうすべきか ― 鶴ヶ谷地区

つり～片倉公まつり」を事例として

における対策緑と商店街で明るく

祭りの発展と衰退における地域との関係 ― 大崎市

現代社会における性の商品価値 ― キャバクラを例

古川駅前地区、新堀地区を事例として

に

「音楽を通したまちづくり」― 富谷市を事例に

学生のスポーツ留学の現状、課題と解決策

新聞と東日本大震災の防潮堤建設から見る気仙沼の

「ルネッサンス推進協議会における新宿歌舞伎町の

かたちと市民社会

イメージアップ戦略」

農家女性にとっての朝市の意義 ― 盛岡神子田朝市

民泊利用の実態、民泊から地方創生へ ― 東北宮城

を事例として

をフィールドに
アニメツーリズム活性化がもたらす地域振興とは

高野ゼミ

― アニメ・漫画とのコラボレーション戦略

稲作組織化の集落による違いとその要因 ― にかほ

なぜ外食産業は離職率が高いのか ― 日本の外食産

市小出地区の事例

業の未来

男鹿半島における観光振興の新展開と課題

地域ごとのニーズに沿った子育て支援 ― 仙台駅周

白石における「歴史」の地域づくり資源化の流れ ―

辺地域と八乙女駅周辺地域の環境の違いが子育て

地方小都市における商店街衰退と市民・行政によ

に与える影響

る「よりどころ」創造

繰り返される雑居ビル火災 ― 仙台市の繁華街国分

仙台近郊の戦後開拓地･青野木における農家経営の

町を対象に

変容

菅原ゼミ
児童養護施設で暮らす児童に対する支援の現状と課
題
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廃校を活かしたまちづくりの可能性と課題

サッカー日本代表の帰化選手起用による強化策が観

障害者のためのスポーツ環境に関する考察 ― 障害

戦者に与える応援感情への影響

者ボウリングを事例として

陸上競技部員の集団凝集性と競技力、及び目標設定
意識に関する研究

増子ゼミ

学生におけるスポーツボランティア阻害要因とニー

日本における外国人の貧困問題 ― 外国人の貧困

ズについて

の実態と今後の支援

大学生のスポーツ観戦・非観戦動機に関する研究
e スポーツ経験者とスポーツ経験者のスポーツ意識・

介護施設における安定的な看護人材確保の研究 ―
医療機関より深刻化している介護施設の看護師不

スポーツ観の差についての研究

足の実態と課題

松原ゼミ

若者と高齢者の防災意識の違いから若者と高齢者が
共に取り組めるような地域共生型防災のあり方の

地域活性化のためのスポーツ

検討

仙台市のスポーツ施設における現状と課題（2015 年

高齢者の国内旅行が持つ可能性 ― 高齢者の健康と

～2016 年）

地方経済活性化

購買行動における意思決定と動画の有用性について

認知症患者を抱える家族の家族介護支援のあり方に

―スポーツの観点から

関する研究 ― 認知症カフェの利用を通して

バスケットボールにおけるリバウンドの有効性

ファッションが健康に与える影響

中強度運動が認知機能に及ぼす影響

ひとり暮らし高齢者を持つ親族に対する支援のあり

野球における練習・トレーニングについての考察

方

ドッジボール競技者のライフスキル

テレビと高齢者の暮らし ― 青森県田子町の調査か

現代社会で求められる良い野球指導者の条件につい

ら

て
東北地区で活動する大学ラグビーの最大酸素摂取量

天野ゼミ

と心拍数

J リーグにおけるチケット価格に関する分析 ― ベ

J リーグのホームアドバンテージの有無と要因

ガルタ仙台を事例として

スポーツ施設の満足度から考えられる課題と改善策

大学バスケットボール競技における部活動満足度に

（2017 年度）

関する研究

タイプ別身体活動が心理状態に与える影響

運動部活動におけるリーダーシップに関する研究

宮城県少年軟式野球クラブチームの課題と活性化に

― 高等学校軟式庭球部の顧問教諭に注目して

ついて

ミニバスケットボール団体と保護者の関係について

高校生における野球留学の問題点と今後の展望

公共スポーツ施設の指定管理者制度における利用者

大学サッカー選手・高校サッカー選手の身体能力と

満足に関する研究

競技力向上
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