
 

第 62 回全国地理学専攻学生     

卒業論文発表大会 

 

 

日時 2014 年 3 月 17 日（月） 

9：00      受付開始 

9：40〜15：40 一般発表 

 

会場 東京学芸大学 北講義棟 N 棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            正門 

 

 

＊車でのご来場はご遠慮下さい。 

 

ＪＲ中央線武蔵小金井駅北口下車 

京王バス小平団地行 10分 学芸大正門下車 

 

 

主催 日本地理教育学会 

 

会場(N 棟) 



時間 番号

09: 40- 101 坂本　   壮
首都大学東京・
都市環境

まつぼり 風の実態と 吹走メ カ ニズムに関する実証的研究―
現地調査と メ ソ 気象モデルを 用いて―

10: 00- 102 佐藤　 亮吾
筑波大・ 生命
環境

福島県中通り 地方における風の気候学的研究

10: 20- 103 渡邉はるな 明治大・ 文
島原半島の集落景観―屋敷囲いと 防風垣の配置の規則性に
ついて―

10: 40- 104 徳谷 萌美
東京学芸大・
教育

江戸時代末期から 明治時代初期の南関東山間部における降
水頻度の経年変化―戸倉における天候記述による気候復元
から ―

11: 00- 105 南里　 翔平
首都大学東京・
都市環境

三宅島火山3万年前の活動―北西部に分布する軽石の存在
と 意義―

11: 20- 106 濱　 　 　 侃 法政大・ 文 伊豆諸島を 対象と し た火山島の水環境

11: 40- 107 小島　 千鶴
法政大・ 通教・
文

群馬県大間々扇状地における地下水環境の変遷

13: 00- 108 中島　 　 卓
東京学芸大・
教育

西丹沢におけるブナ林の更新と その立地に関する研究

13: 20- 109 井手籠　 惇 専修大・ 文
奥日光， 小田代原における乾燥化に伴う 植生変化と その要
因

13: 40- 110 平塚　 直史 日本大・ 文理
千葉県内の遺跡から 産出し た鳥類化石および植物珪酸体化
石による古環境復元

14: 00- 111 松尾　 眞吾 立命館大・ 文
弘化三年における京都・ 鴨川の水害の復原―洛南・ 東九条
付近を 中心に―

14: 20- 112 福田　 真之
横浜国立大・
教育人間

防災教育における社会科の役割―学習指導要領と 実践事例
から 学ぶ―

14: 40- 113 石井　 智子 茨城大・ 教育 正保常陸国絵図の写さ れる縮写図

15: 00- 114 浪床　 祐貴 国士舘大・ 文 筑豊地方の鉄道網の形成と その変遷

15: 20- 115 郷原　 裕生
立正大・ 地球
環境

高知市中心市街地における路面電車利用者の行動分析

第１ 会場 ( N103)

昼休み　 12: 00－13: 00　 <評議員会>

　 　 　 ＊時間は予定時刻を 示す



時間 番号

09: 40- 201 林　 　 凌 立命館大・ 文
空間行動様式における情報の役割―福岡都市圏を 中心と し
た若者の情報メ ディ ア利用と 行動の関係性―

10: 00- 202 大井　 雅明 駒澤大・ 文
斜面住宅地における高齢化の進展と 空き 家の増加―横須賀
市を 事例に―

10: 20- 203 淺野　 元紀
筑波大・ 生命
環境

女川町における仮設商店街「 き ぼう のかね商店街」 の役割
と 課題

10: 40- 204 矢澤優理子
早稲田大・ 教
育

沖縄県本部町備瀬地区における景観保全を 通じ た地域づく
り

11: 00- 205 高橋理奈子 国士舘大・ 文 過疎指定市町村の地域的変化と 「 脱過疎」 要因の分析

11: 20- 206 八木　 翔吾
横浜国立大・
教育人間

ビルバオの都市再開発と アーティ スト の集積―創造都市論
批判―

11: 40- 207 長尾　 純江
筑波大・ 人文
文化

在日イ ンド 人の集住と その生活様式―居住空間と し てのエ
スニッ ク タ ウン西葛西を 事例に―

13: 00- 208 松岡 由佳
奈良女子大・
文

精神保健福祉活動の実践と 地域社会―精神障がい者受容の
プロセス―

13: 20- 209 和木　 友絵 神戸大・ 文
ネッ ト ワーク から みたボラ ンティ ア団体に関する地理学的
考察―兵庫県神戸市を 事例に―

13: 40- 210 貞廣　 麻里
奈良女子大・
文

環境ボラ ンティ アの里山保全活動と 里山観―香川県綾歌郡
綾川町の「 堤山景観保全プロジェ ク ト 」 の事例から ―

14: 00- 211 井上　 史子 奈良大・ 文 奈良県明日香村の景観保全における竹藪問題と 対策

14: 20- 212 佐藤　 　 茜 専修大・ 文
山手居留地の形成と 地域的特性―Di r ect or yの分析を 中心
に―

14: 40- 213 芳山　 未夏
東京学芸大・
教育

埼玉県秩父市におけるカ エデの活用システムと 地域内連関

15: 00- 214 笹谷　 直人 日本大・ 文理
公共団地における外国人居住者の集住化―千葉県八千代市
村上団地を 事例に―

15: 20- 215 木口　 侑紀
金沢大・ 地域
創造

石川県における未婚社会人の友人ネッ ト ワーク

昼休み　 12: 00－13: 00　 <評議員会>

　 　 　 ＊時間は予定時刻を 示す

第２ 会場 ( N203)



時間 番号

09: 40- 301 中嶋　 悠紀
お茶の水女子
大・ 文教育

「 京たけのこ 」 から 見た「 京ブラ ンド 」 の価値

10: 00- 302 小笠　 祐史 法政大・ 文
伊豆半島の観光地形成過程と イ メ ージの形成およびその変
容―東伊豆を 中心に―

10: 20- 303 江原美宥貴
東京農業大・
国際食糧情報

観光ガイ ド ブッ ク にみら れる北陸三県の地域イ メ ージ

10: 40- 304 宮崎　 理沙
横浜市立大・
国際総合

地域文化と し ての和菓子屋と 産業と し ての展望

11: 00- 305 小幡　 夏音
上越教育大・
学校教育

若者の旅行における地域差―地方学生と 都市学生の旅行実
態―

11: 20- 306 吉田　 耕大
東京学芸大・
教育

盛岡市における市民祭り の展開と 伝統さ んさ 踊り の存立要
因

11: 40- 307 佐伯　 英恵
お茶の水女子
大・ 文教育

祭と 音と 身体―陸前高田の七夕祭の風景と 共同性の生成―

13: 00- 308 新井久仁子
法政大・ 通教・
文

大都市近郊の農村地域における明治期以降の土地利用変化
―さ いたま市西区を 事例と し て―

13: 20- 309 山屋　 瑛美 茨城大・ 教育
笠間市におけるク リ 栽培地域の構造―地域ブラ ンド 創出と
のかかわり を 通し て―

13: 40- 310 横川　 道雄
金沢大・ 地域
創造

長崎県時津町における地域農業を めぐ る高齢者と 若者の役
割の再検討

14: 00- 311 阿部明日香 千葉大・ 教育
JAかと り 管内におけるサツマイ モ農家の営農戦略―品種と
出荷先の選択基準に着目し て―

14: 20- 312 高橋　 洋平 明治大・ 文 群馬県太田市薮塚地区における小玉スイ カ の生産と 流通

14: 40- 313 大足　 良樹
常磐大・ コ ミ
ュ ニティ 振興

日立市におけるウミ ウの捕獲と 長良川鵜飼の文化遺産登録
へ向けた取り 組み

15: 00- 314 中山　 陽香
筑波大・ 人文
文化

ペルー・ コ ルカ 渓谷における酪農と 人々の生活

15: 20- 315 芝田　 篤紀 奈良大・ 文
ジャ ワ島中部Mer api 火山火砕流堆積地における農地復興過
程

　 　 　 ＊時間は予定時刻を 示す

第３ 会場（ N303）

昼休み　 12: 00－13: 00　 <評議員会>
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