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主催 日本地理教育学会 



第１会場
時間 番号 氏名 所属 タイトル
9:30- 101 坂井　聖海 上越教育大・学

校教育
新潟市黒埼地区におけるエダマメ栽培の特徴

9:48- 102 柴田　麻衣 愛知大・文 愛知県豊橋市におけるキャベツ生産地域の変容―西七根町を事例
として―

10:06- 103 岩田　征之 愛知大・地域政
策学部

ドローン配送におけるドローン・自動運転車両間荷物積み替え拠点
の立地選定に関する簡便法の提案

10:24- 104 新保　治佳 東京農業大・国
際食料情報

農家の結婚難と農家未婚者への結婚支援事業―神奈川県三浦市
を事例として―

10:42-
11:00

105 髙橋 裕太 法政大・文 岩手県葛巻町における酪農生産の存続条件

調整時間（小休憩）11:00～11:05

11:05- 106 加藤　創一 近畿大・総合社
会

「車社会」とは何か？―GISを用いた車社会の構築に関わる条件の
分析―

11:23- 107 仲田　萌々花 国士舘大・文 下北沢名称を用いた物件の立地からみる下北沢地域の範囲

11:41-
11:59

108 山岡 博之 法政大・文 茅ヶ崎市内各地区における看取り場所の差異とその要因 ―看取り
関連因子による分析―

昼休み（13:00まで）

13:00- 109 上床　萌菜 横浜市立大・国
際教養

中野ブロードウェイにおけるオタク文化の形成と変容―オタク系専門
店の店舗集積に注目して―

13:18- 110 根岸　龍宏 筑波大・比較文
化

地方小都市の中心市街地における空き不動産を活用した新規出店
の進展要因―長野県小諸市を事例に―

13:36- 111 𠮷原　大輔 駒澤大・文 首都圏に展開する駅ナカ施設の分布についてー改札内の店舗に
着目してー

13:54- 112 高橋　侑大 立正大・地球環
境科学

横浜市南区横浜橋通商店街におけるエスニック・ビジネスの実態

14:12-
14:30

113 平澤　健太郎 東京学芸大・教
育

東京都におけるラーメン店集積地の特徴と形成の背景―いわゆる
「激戦区」について―

調整時間（小休憩）14:30～14:35

14:35- 114 尾関　珠加 神戸大・文 地方都市における商店街の機能の変容と場所の複層性

14:53- 115 森　愛乃 日本大・経済 千葉ニュータウン地域・白井市における駅前商店街の現状と周辺住
民の購買行動

15:11- 116 森下　航平 京都大・総合人
間

地方都市における商店街運営の変容と再編―兵庫県洲本市外町
地区を事例に―

15:29- 117 中村 幹 日本大・文理 幕張新都心におけるオフィス集積に伴う地域整備の課題

15:47-
16:05

118 小野 和輝 日本大・文理 横浜市戸塚区小雀町における生活環境評価について

調整時間（小休憩）16:05～16:10

16:10- 119 関　真由子 お茶の水女子
大・文教育

幼稚園を送迎先とした送迎保育の効果と課題−東京大都市圏の自
治体における実践から−

16:28- 120 住吉　あやか 奈良女子大・文 大阪市中央区島之内におけるエスニックビジネスの新展開

16:46-
17:04

121 澤田　萌生 新潟大・教育 佐渡島相川地区におけるまちづくりとコミュニティの変容―相川車座
の活動に着目し―

　　　＊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
9:30- 201 五味　すみれ 山梨大・教育  八ヶ岳南西麓地域における風向変化と地形条件

9:48- 202 芝﨑　悠輔 山梨大・工  八ヶ岳颪（おろし）による気温変化

10:06- 203 李 恩 法政大・文 堰が河川環境に与える影響とその季節別変化―洛東江・多摩川・遠
賀川を中心に―

10:24- 204 杉浦　冬悟 東京都立大・都
市環境

海洋大陸におけるマッデン・ジュリアン振動の衰退とその季節性

10:42-
11:00

205 郷　七海 茨城大・教育 流域特性からみた令和元年東日本台風における河川氾濫の発生
条件

調整時間（小休憩）11:00～11:05

11:05- 206 高村　詩央里 筑波大・生命環
境学群地球

栃木県唐沢山人工林におけるドローンLiDARデータを用いた林内
日射量の推定

11:23- 207 寺園　ななえ 鹿児島大・法文 長野県菅平湿原の花粉分析・テフラ分析に基づく 終氷期 寒冷
期以降の植生分布

11:41-
11:59

208 山田　駿 東京学芸大・教
育

滝壺の深さの規定要因に関する定量的考察

昼休み（13:00まで）

13:00- 209 中村　義也 東京都立大・都
市環境

高解像度DEMに基づく山体重力変形地形と活断層地形の分布―
長野県犀川丘陵・筑摩山地を事例として―

13:18- 210 佐藤　一輝 弘前大学・理工
学部

青森県深浦町千畳敷海岸に発達するタフォニについて

13:36- 211 齋藤　彦 立正大・地球環
境科学

新潟東港周辺における砂丘列区分の再検討

13:54- 212 奴田原　怜史 国士舘大・文 高知県宇佐湾周辺の海岸域における大型陸鳥類の分布と行動

14:12-
14:30

213 宮城　佳歩 専修大・文 東京都区部の街区公園における鳥類相とそれに影響を与える環境
要因

調整時間（小休憩）14:30～14:35

14:35- 214 市野　翔陽 横浜国立大・教
育

自校化された防災教育を実現するための防災事典の作成―川崎市
立Ｔ小学校を事例として―

14:53- 215 加藤　悠太郎 筑波大・生命環
境学群地球

岩手県陸前高田市における東日本大震災からの復興に伴う都市内
部構造の変化―商業地再建と社会関係資本に注目して―

15:11- 216 犬丸　央都 愛知大・地域政
策

坂と家賃の関係性についてのGIS研究―中京大学・名城大学周辺
を事例に―

15:29- 217 皆川　直輝 明星大・教育 アニメ聖地に聖地移住者がもたらす地域活性化の可能性―埼玉県
秩父市と茨城県大洗町を事例に―

15:47-
16:05

218 武藤　渚紗 専修大・文 神奈川県三浦市における移住者の動向と地域活性化における意義

調整時間（小休憩）16:05～16:10

16:10- 219 金𠮷　航毅 駒澤大・文 横浜市立金沢動物園の個性とその形成過程―近隣他園とのすみわ
けの視点から―

16:28- 220 香川　夏子 立命館大・文 自然公園の利用者および地域住民の持つ利用者負担制度に対す
る意識の規定要因―大山隠岐国立公園・大山を事例に―

16:46-
17:04

221 釣井　優太 奈良教育大・教
育

スキー観光地の旅行者の季節による変化と共通性 ―長野県白馬村
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
9:30-

9:48-

10:06-

10:24-

10:42-
11:00

調整時間（小休憩）11:00～11:05

11:05-

11:23-

11:41-
11:59

昼休み（13:00まで）

13:00- 309 起田　祐介 横浜国立大・教
育

赤崎神社楽踊における祭祀組織の変容

13:18- 310 山下　右京 明星大・教育 旧八王子市街の「山車衆」の変化とその存続　―八王子まつりから
の考察―

13:36- 311 阿部　陽花里 横浜市立大・国
際総合科学

香港における街市の歴史的変遷と現代的意義

13:54- 312 辻　和佳 愛知県立大・日
本文化

三河国における近世の旅

14:12-
14:30

313 福冨 果歩 奈良大・文 明治期の南山城地域における地籍図の編制と景観復原

調整時間（小休憩）14:30～14:35

14:35- 314 德岡　良則 立命館大・文 香川県琴平町における土産品の創出－博覧会の開催と徒弟学校
の設立に着目して－

14:53- 315 築山　隆司 愛知県立大・日
本文化

道しるべから考える人々の空間認識

15:11- 316 内田　早紀 お茶の水女子
大・文教育

小説を用いて地理的愛着を抱かせる文章表現－小路幸也著『東京
バンドワゴン』を事例に－

15:29- 317 船溪　晴香 神戸大・文 博覧会と植民地都市の形成

15:47-
16:05

318 竹田　聖 新潟大・教育 明治・大正期の金沢における遊廓の変容過程

調整時間（小休憩）16:05～16:10

16:10- 319 長島　薫平 明治大・文 「デベロッパー景観」化する都市の現在- 不動産デベロッパ―の歴
史的展開と東京都心 3 区における景観の分析―

16:28- 320 山田　菜月 愛知大・文 アイドルファンダムの出稿する誕生日応援広告の掲出場所の傾向と
人々に与える影響

16:46-
17:04

321 澤木　雅也 筑波大・比較文
化

人文地理学的説明における経験則の道具主義的観点からの考察
―決定論と可能論を手がかりに―

　　　＊時間は予定時刻を示す

発表なし

発表なし


