
 

 

 

第 63回全国地理学専攻学生     

卒業論文発表大会 

 

日時 2015年 3月 16日（月） 

    9：00      受付開始 

    9：40〜16：40 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 氏名 所属 タイトル

09:40- 101 佐藤　隼人 明治大・文
北海道，道東及び道央地域において見出された化石凍結割れ
目の形成年代と古環境の推定

10:00- 102 小尾　　亮
首都大学東京 ・都
市環境

地すべり地形判読の限界と堆積物からみた地すべりの流動化

10:20- 103 小宮山翔子 専修大・文 長野県青木村における地すべり地の地形・地質特性

10:40- 104 森本　拓 立正大・地球環境
房総半島小櫃川上流における河床形態からみた穿入蛇行の成
因と分布

11:00- 105 佐川　将希 国士舘大・文
東京都練馬区におけるカラス類の営巣木の分布とその周辺環
境

11:20- 106 金井　敬宏 日本大・文理 千葉県南部東京大学演習林における炭窯跡の分布傾向

11:40- 107 青木　慎弥 筑波大・生命環境 木曽山脈の森林限界移行帯における植生分布と地形量の関係

13:00- 108 海津　颯 新潟大・教育
徳島県撫養地区における1596年慶長伏見地震時の隆起と入浜
塩田の形成との関連性

13:20- 109 岡村　雅俊 奈良大・文 相模川下流低地における土地条件と地震被害

13:40- 110 池田　翔一 奈良大・文
阪神・淡路大震災における震災復興―避難行動と今後の地域
防災の在り方―

14:00- 111 岡本　春紀 近畿大・経済
高等学校地理教育におけるICT教育の導入とハザードマップ
作成に関する意義と方法

14:20- 112 津髙　雄祐 立正大・地球環境
東京都世田谷区上馬・三軒茶屋地区における短期集中豪雨の
被害実態と従来型ハザードマップの問題点

14:40- 113 宮地　友麻
首都大学東京・ 都
市環境

東シナ海における冬期海面水温変動のメカニズム

15:00- 114 杉本　　惇 駒澤大・文 神奈川県西部における降水タイプ別の酸素同位体比

15:20- 115 福井　健弘 法政大・文 日本における暑さ指数（WBGT）による地域性とその経年変化

15:40- 116 井上　貴子 法政大・文・通 日本におけるブドウ栽培地の気候環境に関する考察

第１会場 (N103)

　　　＊時間は予定時刻を示す

昼休み　12:00－13:00　<評議員会>



時間 番号 氏名 所属 タイトル

09:40- 201 馬淵　悠生 愛媛大・法文 愛媛県の高等学校における修学旅行の特性

10:00- 202 松浦　誠 駒澤大・文 天理教信者の教団本部団体参詣

10:20- 203 手塚　大貴 法政大・文・通
2000年以降における日本人の海外旅行先の変化とその要因―
日本人旅行者の「増加国」と「減少国」の比較を通して―

10:40- 204 穴澤　聡美 東京学芸大・教育 東京都福生市における在留外国人の動向と生活環境

11:00- 205 中井　瞳
お茶の水女子大・文
教育

高齢者を「呼び寄せる街」横浜市都筑区

11:20- 206 遠藤　美穂 芝浦工業大・工 新潟市西区における高齢者の自由行動と都市施設

11:40- 207 長谷川はるか 明治大・文
大都市圏における既婚女性の就業と子育ての両立戦略―東京
都荒川区南千住「汐入地区」を事例として―

13:00- 208 塚原　周平 茨城大・教育
グローバル経済下における地場産業産地としての鞄産業集積
地の変化―豊岡市を事例として―

13:20- 209 北川　和真 神戸大・文 廃品回収業から自動車解体業への定着・集積とその分業構造

13:40- 210 小山内貴志 一橋大・経済
第三セクター鉄道の事業戦略―黒字経営路線を例に三陸鉄道
を考える―

14:00- 211 村上　晃基 立命館大・文
ニュータウン住宅地におけるフードデザート問題の発生と生
活環境への影響―広島市安佐北区高陽ニュータウンを対象と
して―

14:20- 212 竹下　和希 筑波大・生命環境
地方出身大卒者の居住地移動と要因分析―長野県松本市の高
校卒業者を対象に―

14:40- 213 鈴木　雄真 新潟大・教育 松本市中心部におけるマンション立地と居住者の特徴

15:00- 214 梶野　柊芳 愛知大・文
狭隘道路における抜け道交通の現状と課題―愛知県豊明市を
事例として―

15:20- 215 野村孝太郎 山梨大・教育人間 甲府市北部市街地における空き家問題の実態とその解決策

15:40- 216 吉田　優子 奈良女子大・文 近年の大阪市中心部における事業所業種構成の変化

16:00- 217 佐久間美帆
横浜市立大・国際総
合

東京都心における外資系企業本社の立地動向とその要因に関
する考察

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 氏名 所属 タイトル

09:40- 301 守谷富士彦 東京学芸大・教育
旧城下町都市の空間構造とまちづくりの関係―愛知県犬山市
を事例に―

10:00- 302 中久保完治 明治大・商
「谷根千」にみる散策場所としての観光地の成立―既存資源
の再評価過程に着目して―

10:20- 303 米田　美音
お茶の水女子大・文
教育

岡山県における原発自主避難者と地元住民のコンフリクト―
公立小・中学校の学校給食を事例に―

10:40- 304 諸星　江里
横浜国立大・教育人
間

女人禁制の祭りに潜むジェンダー―愛知県小牧市の秋葉祭を
事例に―

11:00- 305 杉山　優平 一橋大・経済 都市の中心地間競争―立川と吉祥寺の商業地区について―

11:20- 306 牛場ひとみ 法政大・文 都市における住宅需要の2極化―東京23区を事例に―

11:40- 307 長谷川玲大 国士舘大・文 認知地図に基づく東京の山の手と下町の範囲

13:00- 308 松田　大樹 筑波大・人文
タイ国サムットソンクラーム県アムパワー郡における地域変
容―水上市場を中心に―

13:20- 309 清水健太郎 専修大・文
山口県の近代大型定置網漁業の漁業形態の変容―「定置漁業
免許漁業原簿」などの分析を中心として―

13:40- 310 吉田  成近
東京農業大・国際食
料情報

TMRセンターによる地域の酪農経営に与える影響

14:00- 311 小川　直也 茨城大・教育 神栖市波崎における千両・若松生産地域の形成

14:20- 312 土田　翔一
上越教育大・学校教
育

大規模小売店舗の立地からみる新潟市の商業集積の変化―
2000年代以降の中心市街地と郊外地域に焦点を当てて―

14:40- 313 荒田　大智
常磐大・コミュニ
ティ振興

市街地活性化に向けた土浦カレーフェスティバルの取り組み
とその課題

15:00- 314 根本　拓真 筑波大・人文
茨城県・大洗町の「聖地」化とコンテンツ・ツーリズムの地
域振興における発展可能性

15:20- 315 重原　智恵 富山大・人間発達科
地域にとっての地方鉄道の存在意義―JR城端線を事例として
―

15:40- 316 福中　翔大 滋賀大・教育 伏見古絵図からみる大和街道

16:00- 317 横山　祐奈 日本大・文理 京都盆地における三大葬地の形成と六道伝承

16:20- 318 池田みぎわ 立命館大・文
「水郷めぐり」の観光化に伴う船頭に関する生業の変化―近
江八幡を事例として―

　　　＊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>


