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個人研究テーマ

なぜカンボジア人はベトナム人を嫌うのか

紙媒体の未来

海に流出するプラスチックの量を減らすには世界全体はどんな取り組みをすればいいのか？

How to change the color of a flame based on ignition conditions

Bリーグのマーケティング戦略についての一考察

介護分野におけるボディメカニクスの有用性

Why has there been few changes in the ruling party in Japan’s government?

オフロキサシンがミドリムシに与える影響

バドミントンのゲーム分析

TLDを用いた揺れの軽減

日本と外国のデフォルメの違い

情報があふれる社会の中でどう生きるか

ネット短歌の特殊性について

日本の駄菓子

コザクラインコの鳴き声が持つ文法の解析

1978年から1987年のベトナム戦争映画の分析

誰もが使える災害情報

“花回廊-風龍”の奏法　～鍵盤打楽器による～

PR会社と広告代理店について

動物が人間に及ぼすリラックス効果の検証

水と砂による泡の発生について

折り紙で重解を判別する

雨滴の粒径と雲の種類について

KVA動体視力の考察

放散虫化石による地暦年代の特定について

日本とドイツの戦争犯罪に関する教科書での記述の違いやそれぞれの教科書の特徴

優秀な種牝馬を持つ馬は非根幹距離より根幹距離で強い

プラナリアのオペラント条件付けによる記憶形成

TLDを用いた揺れの軽減

Should Japan accept more refugees?

TLDを用いた制震装置

ホロコーストを経験しているか否かによる描写の差異

「ベンフォードの法則」について～グラフを用いた証明～

古伊万里と食事

植物種間の特徴とクロロフィル含有量の違い

「１＋１＝２」の証明～ペアノの公理と圏（category）～

タバコと社会環境の関わり

小石川生の持つ科学リテラシー

自作風洞装置を用いた揚力測定

High-context culture

なぜ日本陸軍は反乱を起こしてまで戦争継続を望んだか

血液凝固にタマネギが与える影響

「オタク」の成立と歴史

油彩画の変色（Ⅰ）

油彩画の変色（Ⅱ）

曲を”編集”する

日本のアニメーション映画の昔と今

Current status and issues of LGBTs

世界に広がる”UMAMI”



日本の女性アイドルの海外進出

日本人と四季  ～そこから生まれる文化と美術～

ハリーポッターは何故世界中で愛されているのか

日本食における間接的な表現

映画『この世界の片隅に』を見て

SNSを活用したコスメのPRと消費者の関わり

How to play the piano with small hands.

メディアアートと情報社会

キャラクターの外見から探る日本のキャラクター戦略

新聞における写真・見出しの関係　～ナゴルノ紛争の記事から考える～

定量的なコード進行の分析

男女の声質の違いの探究

ナチス＝ドイツが戦争捕虜の扱いを国籍によって違えた理由の考察

砂漠で効率的に堆肥をつくる方法の開発

Determination of vitamin C in radishes

タトゥーに対する日本人と外国人の認識の差異

漫画ドラゴンボールにおける情報の発信

メディアの変容　新聞の現状と今後について

ケミカルライトと温度との関係について

国内の人工芝の普及と有用性について

ベンフォードの法則とは何なのか？

サッカーボールの軌跡

ソロギターの編曲

パラドックスの研究

　多段式垂直衝突球の運動における跳ね上がる高さと落下直前のボール間の距離または質量比との関係について

パラドックスの分類方法を探る

男女間における声質の違いの探究

『ハクソー・リッジ』にみるメル・ギブソンのイデオロギー

先発投手の最低条件

ナポレオンの定理の3次元への拡張は可能か

太平洋戦争下の日本で人気を博した映画の特徴と、人々が映画に求めた要素についての考察

people's views of Bioethics

酸塩基指示薬の混合

Should Japan accept refugees?

The love that leads from Hyakunin Isshu to modern tanka

日本刀は、時代とともにどう在り方を変えてきたのか

ナトリウム炭酸塩と油との反応により生じる界面活性剤

National　character

日本人とお風呂

Japan should introduce a Basic Income

BGMの効果

韓国の民主化映画の公開とその背景

Should the government ban non-regular employment in Japan?

芸術とスポーツの関係性

日本の伝統色とは何か

簡易濾過装置による川の水の濾過

How has the Japanese image of black people been formed?

セーリングの知名度について

Should we legalize surrogacy in Japan？

情報の価値とその妥当性

「ヒトラー」再登場を現行ドイツ法は防げるのか 　　～映画「帰ってきたヒトラー」から考察する～



芸術と小説

サッカーボールの軌跡

万能コード

雲の高さの測定方法の改良

解読されない暗号の作り方

カノンコード

すっとびボールにおける飛距離とボール間距離、質量比の関係

｢おもてなし｣の光と陰

ケミカルライトの研究に使う実験装置の改良

ストレスと精神の関係性

自作風洞装置を用いた揚力測定

集合論を用いたパラドックスの分類

スマホ依存による睡眠、勉強への影響

Why do people kill themselves?

「マスコミと虚偽捏造報道の関係性」

Does political correctness take priority over freedom of expression?

フェイクニュース拡散の数理モデル化

ジャンプシュートについて

東京 2020 オリンピック  〜コロナ禍における経済効果への影響〜

セージ・ジンジャー・ブラックペッパーの菜種油に対する抗酸化力

男女の声質の音響的特徴による違い

アメリカ映画における日本人と中国人の描かれ方の変遷

The number of OTC drugs should be halved

Education in Finland

戦争短歌で見直す戦争観

戦場のピアニストの原作と映画の比較

How is the gap in academic ability generated?

What the Japanese policy should be in the Corona pandemic.

バレーボールの試合分析

The key factor why wars won’t be disappearing any time soon

メディアにおける政治ニュースの信頼度

Improve Japanese care service system!

エンターテイメントとしてのフェイクニュース

教育格差の原因の解明

元少年兵にとって、『Johnny mad dog』が作られた意義

選挙における伝え方

グルメサイトの信用と線引き

日本政治におけるメディアの影響力

すっ飛びボール

アオコ除去を目的とした淡水シジミの利用

赤羽自然観察公園の湧水について

海外の人に日本の畳をアピールする上で最も効率的な方法について

情報の残存はどのように発生するか

投球における体の使い方の影響に関する考察

TLDを用いた制振装置

The Merits and Demerits of Accepting Refugees for Japan

比較して見る国内メディア

脈動する銅樹～銅樹の振動反応について～

渋谷川・古川の水質の現状と浄化について

日本でe-sportsは普及するのか

チームを勝利へ導く投球をするために



10パズル必勝法～ナンバープレートで10を作るゲームに勝ちたい～

木下龍也における詠歌の方向性と本人主催の歌会における選評された歌との関連性

イタリア人のムッソリーニ観

海外に進出する日本の鉄道と文化

The Unions of Countries ~How can countries be more united? ~

日本国の中等教育における情報科教育




