
 

第 66回全国地理学専攻学生     

卒業論文発表大会 

 

日時 2018年 3月 15日（木） 
9：20      受付開始 

10：00〜16：40 一般発表 

 

会場 東京学芸大学講義棟 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

10:00- 101 山谷　一貴
立正大・地
球環境科学

比企丘陵の谷津田における冬季の北西風の流入が放射冷却に
与える影響

10:20- 102 遠藤　怜子 専修大・文
夏季に盤洲干潟が周辺の気温に与える影響

10:40- 103 華表　正明
法政大（通
信）・文

日本におけるアジサイの開花日に関する気候学的研究

11:00- 104 遠藤　彩夏
首都大・都
市環境

那須火山群における山体崩壊発生域と岩屑なだれ到達域の推
測

11:20- 105 小塚　朋子 専修大・文
巨摩山地・甘利山における地すべり地の形成史

11:40- 106 小塚　翔平
筑波大・地
球

除染が斜面からの土砂移動特性に与える影響

13:00- 107 木村　寛也
茨城大・教
育

地形から見る水塚の分布と特徴―小貝川下流域を事例に―

13:20- 108 高山　侑 駒澤大・文 浅間山北麓ジオパークにおける風穴の活用と今後の展望

13:40- 109 猪狩 彬寛 法政大・文
浅間山周辺水環境の水質特性とその成因―主要溶存成分に及
ぼす人為的・自然的影響―

14:00- 110 小菅　有紗
日本大・文
理

相模川水系目久尻川流域における近年の水害と浸水域変化

14:20- 111 岡田　真次
国士舘大・
文

太平洋型ブナ林の立地と更新―山梨県松姫峠周辺を事例に―

14:40- 112 遠藤 慧
国士舘大・
文

南アルプスにおける標高傾度に伴うダケカンバ林と樹形の変
化

15:00- 113 吉山　一輝
鹿児島大・
法文

鹿児島県国分平野における花粉分析からみた最終氷期末期以
降の植生変遷と気候変動

15:20- 114 宮平　夏希 奈良大・文 石垣島のマングローブ林における植生の変遷

15:40- 115 傍田　大地
横浜国立
大・教育人
間科学

津波被災地の耕作放棄水田に成立した植生と立地環境

16:00-

16:20-

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 氏名 所属 タイトル

10:00- 201 寺内　愛
鹿児島大・
教育

鹿児島県におけるブロイラー産業の地域的展開と課題

10:20- 202 髙木 恵
東京経済
大・コミュ
ニケーショ

日帰り型市民農園の利用状況にみる地域性

10:40- 203 堀内 勝光
日本大・経
済

静岡県沼津市西浦地区における高付加価値温州みかん栽培の
現状―端境期販売と出荷パターンの変遷を中心に―

11:00- 204 西　亮太郎
北海道大・
文

北海道稚内市における津波避難に関する空間分析

11:20- 205 石原　大海 駒澤大・文
東日本大震災に伴う集落移転について―東松島市野蒜地区を
事例に―

11:40- 206 足立　公則
法政大（通
信）・文

災害文化未形成自治体における避難行動と情報伝達の分析―
北海道南富良野町の２０１６年台風１０号被災を事例として
―

13:00- 207 遠藤　なつみ
日本大・文
理

長野県におけるジャンケンの地域的特色

13:20- 208 田代　紗英
愛知県立
大・日本文
化

明治20年代に岐阜県で起きた災害と人々の動き―坂内地域に
おける団体移住と後続移住者―

13:40- 209 杉浦　啓介 愛知大・文
地上設置型太陽光パネルの立地特性―愛知県東三河地域・静
岡県湖西市を事例に―

14:00- 210 古田部　和也
茨城大・教
育

いわき市の復興公営住宅におけるコミュニティと居住者の生
活実態―東日本大震災を事例に―

14:20- 211 西﨑　明美
立命館大・
文

近代国家における言語の地域的差異と統一状態―近代ドイツ
を事例に―

14:40- 212 渡邊 悠喜 法政大・文
都市郊外部における新規型大規模開発の実態―ウィーン市ア
スペルン・ゼーシュタット地区を事例に―

15:00- 213 斉藤　美沙季
お茶の水女
子大・文教
育

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者受け入
れにみられる大都市集中傾向―東京圏を事例とした要因分析
―

15:20- 214 坂口　純也
北海道大・
文

東京大都市圏における東アジア系外国人の分布変化とその要
因

15:40- 215 今池　悠太
東京学芸
大・教育

日本におけるネパール人の就業プロセスとその背景―東京都
杉並区在住者を中心に―

16:00- 216 Nguyen Thi Dung
福岡女学院
大・人文

久留米市における多文化共生イベントとベトナム人留学生

16:20- 217 幸下　美穂
立命館大学
文

訪日ムスリム観光客の行動と受け入れ対応に関する考察

第２会場 (N203)

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 氏名 所属 タイトル

10:00- 301 野間　丈史
首都大・都
市環境

東京都心部における大名屋敷跡地の土地利用変遷

10:20- 302 森山　知毅
東京学芸
大・教育

近代期における東京都上野地区の商業特性と空間構造の変化

10:40- 303 上間　丈
横浜市立
大・国際総
合科学

精神障害者の社会的包摂において京都市岩倉地区の保養所の
果たした役割

11:00- 304 遠竹　ゆき菜
鹿児島大・
教育学

鹿児島県川辺仏壇産地の維持機構

11:20- 305 池田　夏実
横浜国立
大・教育人
間科学

新横浜地域におけるIT産業の集積メカニズム

11:40- 306 木村　由梨
お茶の水女
子大・文教
育

地域産業から生まれた文化の継承と地域アイデンティティの
再興―川口市初午太鼓を事例として―

13:00- 307 栗林 梓 関西大・文
高等教育機関への進学動向と人口流出構造―長野県の高等学
校卒業生に着目して―

13:20- 308 菅原　寛恵
鹿児島大・
法文

鹿児島市紫原団地における居住地選択の意思決定過程

13:40- 309 平澤 賢剛
筑波大・地
球

柏の葉における住民の環境意識形成から環境配慮行動までの
メカニズム

14:00- 310 小嶋　悠希江
神戸大・文
学

元町高架下通商店街におけるグラフィティ―「明るさ」と
「暗さ」に着目して―

14:20- 311  三上　真優
筑波大学・
比較文化

川崎市における工場夜景景観の観光資源化

14:40- 312 岸本　遼太
神戸大学 ・
文

姫路モノレールに対する場所イメージの変遷

15:00- 313 長尾　朋
筑波大・比
較文化

観光列車利用客の観光行動の特徴―わたらせ渓谷鐵道のト
ロッコ列車を事例に―

15:20- 314 田嶋 玲
明治大学・
文

檜枝岐歌舞伎の商品化・観光化とその影響

15:40- 315 野澤　里菜
愛知大学・
地域政策

市章からみた平成の大合併における自治体アイデンティティ
の考察

16:00- 316 杉本　果菜
奈良大学・
文学

「湘南」と「鎌倉」のイメージからみる地域変容

16:20- 317 西尾　さつき
愛知県立
大・日本文
化

外来生物ジャンボタニシに対する社会の反応と対応

第３会場（N303）

昼休み　12:00－13:00　<評議員会>

　　　＊時間は予定時刻を示す


