
 

第 65回全国地理学専攻学生     

卒業論文発表大会 

 

日時 2017年 3月 14日（火） 
9：00      受付開始 

9：40〜16：20 一般発表 

 

会場 東京学芸大学 中央講義棟 C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(C棟) 



時間 番号 氏名 所属 タイトル

09:40- 101 北川　和樹 滋賀大・教育 近江鉄道の地域的役割とその変遷に関する考察

10:00- 102 田中　雅人 常磐・人間科学 茨城県守谷市におけるバス交通の歴史的変遷

10:20- 103 髙倉 典宗 駒澤大・文学部
ニュータウン地域における幹線交通機関のすみ分けに関する
考察　　― 千葉ニュータウンを事例として ―

10:40- 104 三間　俊弘 文教大・教育
大都市近郊地域におけるコンパクトなまちづくり　―埼玉県
所沢市所沢銀座地区を事例に―

11:00- 105 海老原　平 専修大・文
宇都宮市における都市機能の郊外化が住民行動様式へ与える
影響

11:20- 106 日野　智子 明治大・文
目黒インテリアストリートにおける同業種集積の要因と利害
関係

11:40- 107 日暮　祐太 法政大・文 データセンターの立地とその要因

13:00- 108 井上　裕貴 常磐大・人間科学 身近な地域におけるフィールドワークの活用

13:20- 109 久恒　祐也 奈良大・文
新幹線新駅設置に伴う地域の変容－九州新幹線「新鳥栖駅」
周辺を事例に－

13:40- 110 棚橋　幸平
上越教育大・学校
教育

新潟県長岡市川西地域における土地利用の変化

14:00- 111 高田　岬 金沢大・学校教育 地方都市中心商店街における商業活性化策の展開

14:20- 112 篠原　弘樹 筑波大・比較文化
マレーシア・ペナン島における日本人ロングステイヤー居住
地域の空間的特性

14:40- 113 谷本　敦 立命館大・文
スラム地域を含む都市内部での貧困格差の分析―ジャマイ
カ・キングストンを事例として―

15:00- 114 高島　紀恵
上越教育大・学校
教育

水稲単作地域における冬期園芸作物の生産－新潟県上越市の
アスパラ菜を中心に－

15:20- 115 小室　岳 立命館大・文
地元資本によるスキー場開発と民宿立地の変化―滋賀県米原
市甲津原と奥伊吹スキー場を事例として―

15:40- 116 佐野　遼平 金沢大・地域創造
九谷焼産地における技術継承の仕組みー能美郡寺井地区を事
例にー

16:00- 117 八太　颯介 神戸大・文 滋賀県甲賀・日野地域における薬業の構造変化に関する研究

第１会場 (C201)

　　　＊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 内藤　健裕 東京学芸大・教育 名古屋市における建物用途からみた都市の時空間構造

10:00- 202 松田　侑樹
横浜国立大・教育
人間科学

神奈川県における「食」を用いた地域活性化の取り組みとそ
の存立形態

10:20- 203 石原　功基 駒澤大・文 牧之原台地南部における耕作放棄茶園の急増と環境問題

10:40- 204 佐藤　壮太 筑波大・地球学類
原木乾シイタケ主産地の生産・流通構造―大分県南地域を事
例として―

11:00- 205 佐藤　政徳
立正大・地球環境
科学

鶴岡市旧大泉村におけるだだちゃ豆産地の形成過程とその存
続及び発展課題

11:20- 206 奥村　恵 筑波大・比較文化
滞在型市民農園と地域の関わりーおくたま海沢ふれあい農園
を事例としてー

11:40- 207 高木　和音 茨城大・教育 笠間市におけるキク栽培地域の実態と課題

13:00- 208 佐藤　菜央 茨城大・教育
山形県酒田市における伝統文化「傘福」の再生と学校教育へ
の可能性

13:20- 209 貝沼　良風 新潟大・教育
埼玉県秩父市荒川白久地区における天狗祭りの
　　再生・中断と地域社会との関係

13:40- 210 松浦　翼 神戸大・文
近世後期の船乗りたちの認知距離の表現　－上方～江戸間航
路を例に－

14:00- 211 藤原　沙祐里 愛知大・文 宝塚レヴューにみるパリの表象の受容と再生産

14:20- 212 田野　美樹 奈良大・文
パワースポットの空間構成と受容形態－京都市街およびその
周辺の事例をふまえて－

14:40- 213 西脇　功裕
横浜市立大・国際
総合科学

洛中における妖怪と魔界のシンボル的役割と意味の変遷

15:00- 214 小田　敦史 金沢大・地域創造
学生の地域貢献活動が地域に果たす役割ー能登地方を事例
にー

15:20- 215 中島　健太
立正大・地球環境
科学

熊谷市における災害危険指標による災害診断図の製作

15:40- 216 岩井　優祈 日本大・文理
静岡県浜松市南区における南海トラフ巨大地震発生時のリス
ク分析－被災者の年齢に関わる身体能力の差異に着目して－

16:00- 217 尾藤　由紀江 奈良女子大・文 海水浴客の津波防災意識と避難対策の地域的特性

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 (C204)



時間 番号 氏名 所属 タイトル

09:40- 301 小野坂　知子
お茶の水女子大・
文教育学部

和歌からみたコンテンツ・ツーリズムの枠組み －歌枕の類
型表現と旅の形成過程に注目して－

10:00- 302 糟谷　武志 東京学芸大・教育 東京における外国人旅行者の観光行動とホステルの役割

10:20- 303 加藤　ゆかり 千葉大・教育学部
クルド人女性の日常行動とホストコミュニティ―埼玉県川口
市を事例として―

10:40- 304 村松　夏希
横浜国立大・教育
人間科学

在日ムスリマからみたモスクの存在意義　　 －大塚マスジ
ドのムスリマの視点から―

11:00- 305 小林　裕美
法政大・文(通信教
育)

ドイツにおける太陽光発電の普及は失敗といえるのか

11:20- 306 長尾　悠里
お茶の水女子大・
文教育

学校統合への葛藤が潜在化した地域における統合要因の分析
―埼玉県秩父市大滝地区を事例に―

11:40- 307 伊邉　明里 国士舘大・文
CSR活動の多様化と企業との交流による地域づくりの意義
―JTと陸前高田市の取り組みを事例に―

13:00- 308 長野　倖介 筑波大・地球 山地源流域における地下水滞留時間の季節変動とその要因

13:20- 309 服部  舞 法政大・文
日本における脳血管疾患死亡の地域性に関する生気候学的考
察

13:40- 310 星 亮輔
首都大東京・都市
環境

冬季の北極振動(AO)と続く夏季の気候との関係性について

14:00- 311 西山　智 国士舘大・文
関東地方中南部におけるスギ（Cryptomeria japonica）衰退
の現状とその要因

14:20- 312 高波　紳太郎 明治大・文 大隅半島雄川流域における阿多溶結凝灰岩の侵食過程

14:40- 313 奥村 紀之
首都大東京・都市
環境

ジャグリングからみた河川の礫の形状の特徴－多摩川を
フィールドに―

15:00- 314 森田　真之 専修大・文 上高地・明神岳南面における岩盤崩壊の発生と明神池の成因

15:20- 315 世古　春香 京都教育大・教育 湾口砂州と砂嘴の用語および形状に関する考察

　　　＊時間は予定時刻を示す

第３会場（C301）

昼休み　12:00－13:00　<評議員会>


