
第 64 回全国地理学専攻学生    

卒業論文発表大会

日時 2016年 3月 15日（火） 
9：20      受付開始 

10：00〜16：20 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

10:00-

10:20-

10:40- 101 松本 正太 駒澤大・文 南岸低気圧による関東地方の降雪と暖冬・寒冬の関係

11:00- 102 篠田　泉 奈良大・文 富山県朝日町の積雪の有無による避難経路の違いについて

11:20- 103 近藤　健 国士舘大・文
千葉県野田市における風水害対応避難場所の分布と避難経
路の検討

11:40- 104 木之瀬義政
山梨大・教育
人間科

局地風に対する吹走地域居住者の認識とその実態―甲府盆
地東部日川扇状地を事例として―

13:00- 105 小林　進
法政大・文
（通信）

長野盆地西部扇状地の形成形態と犀川扇状地における中世
以降の河道変遷

13:20- 106 加藤　裕真
首都大学東
京・都市環境

多摩丘陵北西部に分布する下部更新統上総層群稲城層に
おける堆積システムの復元と古環境

13:40- 107 尾崎 　薫 駒澤大・文
上総層群平山層に介在するテフラの記載岩石学的特徴とそ
の対比

14:00- 108 伊藤美和子
横浜国立大・
教育人間科

白山火山における最近一万年のテフラ層序と噴火活動

14:20- 109 山本　千里
筑波大・生命
環境

マルチ・トレーサーによる富士山麓における地下水の滞留時
間および流動経路の検討

14:40- 110 菊池　　基 明治大・文 蓼科山頂部に発達する岩塊斜面の特徴とその発達過程

15:00- 111 鈴木　一輝 日本大・文理
神奈川県西丹沢山地・中川川流域における崩壊地分布の特
徴

15:20- 112 吉田　慶吾 専修大・文 マングローブ林の北限域における分布の特徴と林分構造

15:40- 113 大田　千絵
奈良女子大・
文

神社林の植生構造とその動態―奈良盆地に位置する村屋神
社・鏡作神社を事例として―

16:00- 114 今村 友則 法政大・文 三国山脈平標山における雪食裸地形成プロセス

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

10:00-

10:20- 201 石川　和樹
首都大学東
京・都市環境

明治期東京における住所照合システムの構築

10:40- 202 平野 　悠
お茶の水女
子大・文教育

大都市都心地域における子どもの生活と社会-空間関係の
考察―東京都中央区湾岸地区を事例に―

11:00- 203 箕輪　雄太 明治大・商
社会教育の観点からみた地方都市中心商店街の内発的発
展―長野県佐久市岩村田本町商店街の事例―

11:20- 204 小森　梨恵
お茶の水女
子大・文教育

目黒区自由が丘におけるイメージ評価の分析―利便性，親
密性，流行性，安全性の観点から―

11:40- 205 遠藤 　望
立正大・地球
環境科

通勤・買い物行動からみた地域愛着度およびその地域的差
異―横浜市内3地区を事例として―

13:00- 206 竹川　裕紀 愛知大・文 名古屋市における古書店の立地展開

13:20- 207 石川慶一郎 新潟大・教育
東京都心部におけるシェアハウスの展開と居住者の地域と
のかかわり

13:40- 208 渡邉 智和
法政大・文
（通信）

私鉄沿線における不動産開発の展開―京成電鉄を事例とし
て―

14:00- 209 渡部太輝 新潟大・教育
1990年代後半以降のニュータウン開発の展開と居住者の特
性―越谷レイクタウンを事例に―

14:20- 210 川上　万葉 神戸大・文 鉄道会社の郊外開発による遊興空間の創出と地域の変容

14:40- 211 番匠　岳大 法政大・文
伝統的町並み保存地区における観光空間の創造―金沢市
ひがし茶屋街を事例に―

15:00- 212 武智玖海人
筑波大・人文
文化

栃木県日光地域における地域性の創発過程

15:20- 213 渡辺　隼矢
筑波大・生命
環境

短期滞在者の行動からみた金沢市における都市観光の時空
間構造―位置情報付きSNSデータを活用して―

15:40- 214 小柴慎一郎 茨城大・教育
コンテンツ・ツーリズムによる観光振興の可能性―館山市に
おける『南総里見八犬伝』を事例として―

16:00- 215 日下部萌香
立命館大・
文

和歌山県友ヶ島における観光資源の変化―海水浴場から
廃墟へ―

昼休み　12:00－13:00　<評議員会>

第２会場 (N203)

　　　＊時間は予定時刻を示す



時間 番号

10:00- 301 西野新太郎
東京学芸大・
教育

博多どんたく港まつりにおける担い手と運営形態の地域的特
徴

10:20- 302 藤林　凛 日本大・文理 富士山御師と富士講との関係とその歴史的変遷

10:40- 303 判田　旭
東京学芸大・
教育

榛名山南麓における太陽光発電事業の普及とその背景

11:00- 304 奥野　甲次
鳴門教育大・
学校教育

地方鉄道と地域とのかかわり―阿佐海岸鉄道を事例に―

11:20- 305 平手　貴信
横浜国立大・
教育人間科

バングラデシュにおける日系縫製企業の進出条件と工場立
地

11:40- 306 石堂　友紀 茨城大・教育
インドネシア人技能実習生を中心とした技能実習制度の現状
と今後の課題―茨城県小美玉市を事例として―

13:00- 307 阪田　真里 奈良大・文 近年における野生動物による農作物被害と対策

13:20- 308 前田　　歩 立命館大・文
獣害の現状と農家および非農家の獣害認識について―亀岡
市篠町の３地区を対象に―

13:40- 309 木 村　み久
金 沢大・地域
創造

学校給食の産地別食材使用率に表れる地域差とその要因―
石川県内の５市を事例として―

14:00- 310 小黒　太一 専修大・文
低湿地農耕形態にみる掘上田の土地利用について―新潟
市西蒲区下山集落の事例から―

14:20- 311 中根　敏江 国士舘大・文
飼料用米生産における普及の地域性と地域農業における意
義―栃木県鹿沼市を事例に―

14:40- 312
クロフォード
後藤　花

奈良女子大・
文

Current agro-food market and survival strategy of local
farmers/producers in Leicester, UK

15:00- 313 山室　拓矢 滋賀大・教育  明治期饗庭野の土地利用変化と時代背景

15:20- 314 深澤　　新
立正大・地球
環境科

山梨交通電車線廃止後の旧沿線部および鉄道施設跡にお
ける土地利用

15:40- 315
田中　晴菜・
井上　晴菜

近畿大・経 ふるさと納税における地方都市の変革

16:00- 316 大金　咲子
筑波大・人
文文化

地域おこし協力隊が地域に及ぼす影響―茨城県常陸太田
市を事例に―

　　　＊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>


