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第１会場
時間 番号 氏名 所属 タイトル
9:00- 101 角家 杜和 奈良大・文 コロナ禍における地震避難所の評価と効率的な改善方法の提案－香川県

高松市と愛媛県松山市を対象に－

9:18- 102 菅原 菜々 東京学芸大・教
育（環境教育）

岩手県沿岸の東日本大震災における津波による物的被害の特徴―昭和８
年の津波被害との比較から―

9:36- 103 印南 浩幸 駒澤大・文 斜面都市熱海に見る土地利用の特性　ー特に高齢化地域に着目してー

9:54- 104 伊藤 清花 新潟大・教育 福島県双葉郡における東日本大震災・福島第一原子力発電所事故後の観
光の展開の地域的差異

10:12-
10:30

105 小山 優里香 お茶の水女子
大・文教育

ハザードマップに表現し難い流動的な現象とミクロスケールの現象から考え
られる災害リスク―藤沢市・茅ヶ崎市にまたがる湘南ライフタウンを事例に―

調整時間（小休憩）

10:35- 106 阿南 咲良 福岡大　人文 杵築城下町の近世の火災被害と被災地域の現状・課題

10:53- 107 竹中 琢視 立命館大・文 鉄道路線の廃止を伴う公共交通網再編後の住民の意識と行動変容―北海
道夕張市を事例に―

11:11- 108 山田 浩輔 金沢大・学校教
育

地域づくり協議会によるローカル・ガバナンスの展開―富山県南砺市にお
ける小規模多機能自治を事例に—

11:29- 109 柘植 さゆり 愛知大・地域政
策

地域コミュニティ再生は地域に変化をもたらすことが可能か―ケーブルテレ
ビと若者の果たす役割に注目して

11:47-
12:05

110 欠番

昼休み（12:05-13:00)

13:00- 111 栗原 唯香 お茶の水女子
大・文教育

新型コロナウイルス感染拡大による都内アンテナショップへの影響一店舗と
客双方に対する調査から一

13:18- 112 中川 遼祐 早稲田大・教育 岐阜県飛騨市宮川町打保地区・杉原地区における日用品購買行動の実態

13:36- 113 西 隼平 金沢大・学校教
育

児童養護施設退所者の社会への適応と困難の解消

13:54- 114 佐藤 ちひろ 早稲田大・教育 保育園整備をめぐる政策の自治体間差異と待機児童率との関係―東京都
内3区を事例に―

14:12-
14:30

115 菅原 至 明治大・文 南大東島の文化の軌跡―マルチルーツの孤島をめぐるポストコロニアル状
況―

調整時間（小休憩）

14:35- 116 柬理 優菜 明治大・経営 小川町を事例とした若年女性の地方移住に関する調査

14:53- 117 今泉 那菜 筑波大・比較文
化

棚田ツーリズムの可能性と課題―新潟県十日町市松代地域における移住
者の取り組みを事例に―

15:11- 118 菊川 翔太 京都大・総合人
間

地域愛着の形成過程　―地域資源の担い手を対象に―

15:29- 119 村田 龍司 上越教育大・学
校教育

地理的表示に関する制度の活用の現状と課題―岐阜県飛騨地方を事例
にー

15:47-
16:05

120 福岡 瑞紀 日本大・経済 福井県鯖江市の吉川ナスにみる伝統野菜の生産実態と課題

調整時間（小休憩）

16:10- 121 中田 野乃華 富山大・人文 地域ブランドの均質化と多様性－信州サーモンの生産体制を事例に－

16:28- 122 半田 知可子 昭和女子大・人
間文化

道の駅内の農産物直売所における地場産野菜の販売と消費者・生産者に
果たす機能―道の駅八王子滝山を事例に―

16:46- 123 鈴木 梨里花 東京農業大・国
際食料情報

ご当地キャラの活用と機能の検証―埼玉県上里町「こむぎっち」を事例に
―

17:04-
17:22

124 大山 悠基 富山大・人文 山形県東根市における果樹生産地域の維持要因

　　　＊時間は予定時刻を示す



第２会場
時間 番号 氏名 所属 タイトル
9:00- 201 村田 航平 筑波大・地球 岡山市中心部における商業機能の変容

9:18- 202 浅名 悠斗 立正大・地球環
境

富山市における中心商店街の変容―総曲輪通りと中央通りを事例として―

9:36- 203 石川 恵架 法政大・文 喫茶店、学生からみる神田駿河台の学生街とその変容要因 −1980 年代以
降を中心に−

9:54- 204 長谷川 文哉 国士舘大・文 千葉市稲毛区におけるコインパーキングの立地と料金設定

10:12-
10:30

205 鈴木 泰幸 東京学芸大・教
育（社会）

小田急線地下化に伴う下北沢のまちの構造変化

調整時間（小休憩）

10:35- 206 大川 遼馬 山梨大・教育 つくばエクスプレス線開業に伴う施行主体による沿線開発の展開

10:53- 207 藤本 実希 同志社大・グ
ローバル地域
文化

空き地・空き家利用による都市再生の可能性はあるのか－ミシガン州デトロ
イトにおける検討－

11:11- 208 田畑 勇也 都留文科大・教
養

立地適正化計画制度研究の成果と課題―北海道札幌市を事例に―

11:29- 209 大西 健太 横浜国立大・教
育

デジタル化に伴うアニメーション産業集積の変容

11:47-
12:05

210 関 唯伽 都留文科大・文 外国人技能実習制度の運用を通じた途上国への技能移転―日本の中小
企業を事例に―

昼休み（12:05-13:00)

13:00- 211 渡辺　柊太 横浜国立大・教
育

みなとみらい地区に住む児童の「地域への愛着」の形成についてー小学校
2年生のまち探検を事例にー

13:18- 212 鈴見 魁希 兵庫教育大・学
校教育

小学校社会科におけるため池学習の提案―東播磨地域のため池学習の
実践例をもとに―

13:36- 213 松崎 由尭 愛知大・文 鉄道駅に設置された案内地図の特徴と課題

13:54- 214 中田 輝男 法政大・文（通
信）

東海道箱根峠越え歴史的交通路の比較検証

14:12-
14:30

215 中島 由貴 専修大・文 近世における高崎城下町の祭礼とその変容

調整時間（小休憩）

14:35- 216 山田 優斗 新潟大・教育 城下町と宿場町を兼ねていた町の近代化―高田を事例に―

14:53- 217 永田 伸 明治大・文 神奈川県大山における講の形態と各主体の景観形成への関わりについて

15:11- 218 若林 優大 福岡大・人文 「散村地域」・出雲平野の集落の形態とその変遷―出雲平野東部を中心に
―

15:29- 219 小林 ななみ 兵庫教育大・学
校教育

民話の分布と地域特性―兵庫県丹波篠山市を事例として―

15:47-
16:05

220 西川 聖哲 和歌山大・観光 Geodiversityの観点からみた国立公園の動的自然景観と観光資源に関す
る総合的分析―中部山岳国立公園・上高地を中心にー

調整時間（小休憩）

16:10- 221 上杉 雄也 奈良大・文 GoToキャンペーンの観光業への影響について

16:28- 222 井上 大夢 立命館大・文 複合型スキーリゾートの発達と観光の変容―第二次スキーブーム以降の新
潟県湯沢町岩原地区を事例として―

16:46- 223 藤森 晶也 筑波大・比較文
化

オートバイライダーの観光行動の特徴とオートバイツーリズムの可能性 ―埼
玉県小鹿野町を事例に―

17:04-
17:22

224 安部 柊平 愛知教育大・教
育

「サイクルツーリズム」による地域活性化の可能性―琵琶湖周辺地域「滋賀
県守山市」を事例に―

　　　＊時間は予定時刻を示す



第３会場
時間 番号 氏名 所属 タイトル
9:00-

9:18-

9:36- 発表なし

9:54-

10:12-
10:30

10:35-

10:53-

11:11- 発表なし

11:29-

11:47-
12:05

昼休み（12:05-13:00)

13:00- 311 古川 泰成 鹿児島大・法文 北海道根室半島東部の歯舞湿原における過去15,000年間の環境変遷―
湿原内の乾湿変化と亜寒帯針葉樹の消長―

13:18- 312 尾鷲 凌子 東京都立大・都
市環境

土地改変とその後の植生遷移が土壌生成に与える影響について―福島県
駒止湿原周辺の農地開拓跡地を対象に―

13:36- 313 松元 香澄 鹿児島大・法文 長野県南軽井沢におけるテフラ分析・花粉分析に基づく最終氷期最寒冷
期の時空間的な古植生復元

13:54- 314 蓑島 誠 法政大・文（通
信）

北海道・常呂川の水質に影響を及ぼす人為的要因の考察

14:12-
14:30

315 石井 大誠 立正大・地球環
境

鶴見川水系における水文特性と汚濁負荷量推定

調整時間（小休憩）

14:35- 316 今井 あやめ 駒澤大・文 沖縄島南部における湧水の水質特性

14:53- 317 幸地 佑朔 琉球大・法文 沖縄島本部半島山里における石灰岩タブレットを用いた野外風化実験

15:11- 318 伊藤 敦哉 茨城大・教育 海食地形の系統的分類と成因―山陰海岸と常磐海岸を事例として―

15:29- 319 向野 千世 東京学芸大・教
育（社会）

三浦半島荒崎海岸における互層で構成される波食棚の高度の規定要因

15:47-
16:05

320 水野 拳士朗 法政大・文 高尾山に自生するシモバシラの氷華形成と気象条件

調整時間（小休憩）

16:10- 321 藤江 亜由美 国士舘大・文 長野県諏訪盆地における冬季の気温分布

16:28- 322 菊地 亜海 専修大・文 2002～2020年の8月における台風の異常経路の特徴と要因

16:46- 323 石井 蒼真 筑波大・地球 JRA-3Qを用いた大気大循環のノーマルノードエネルギー解析

17:04-
17:22

324 仙石 和正 東京都立大・都
市環境

関東平野におけるCold-Air Dammingの気候学的特徴

　　　＊時間は予定時刻を示す


