第1日目
第

開始時刻

1

会

3月21日（月）午前

場

第

2

会

場

〈都市〉

0201 磯田 弦（東北大）：多核心都市の都心から
の距離とは？―雇用加重平均距離を用いた東
京大都市圏の分析

9:00

〈土地利用・景観〉

9:20

0101 小竹原宣子（放送大・院）：出雲平野の変遷
と屋敷林（築地松）の形成

0202 熊野貴文（京都大・院）：バブル経済崩壊後
の大阪大都市圏における戸建住宅供給―既成
市街地での供給を中心に

9:40

0102 川村志満子（筑波大・院）：長野盆地南部の
微地形と家屋形態にみる千曲川と犀川の洪水
特性

0203 石川慶一郎（新潟大・学）：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
関わり

〈地理教育〉

10:00

0103 山本隆太（静岡大）：ドイツ地理教育におけ
るシステム思考を用いたコンピテンシー論と
その教材の検討

0204 上村博昭（東京大・研）：東京大都市圏にお
ける高級スーパーの展開過程

10:20

0104 山内啓之（東京大）ほか：GISの実習用オー
プン教材の開発―基本事項に関する教材の試
作

0205 牛島庸介（東京学芸大・院）：東京都渋谷区
原宿地区における商業集積のプロセス

10:40

0105 生方史数（岡山大）ほか：学際共同研究にお
ける「文系」と「理系」の交流―G-COEプロ
グラムを事例として

0206 植草昭教：流行を発信する街，銀座の空間的
価値についての考察

11:00

0106 阪上弘彬（広島大・学振DC）：ドイツ・
ニーダーザクセン州における地理学習とESD
の特徴

0207 森 泰規（博報堂）：＜場所性＞の示唆する
ブランド論の新解釈

11:20

0107 河本大地（奈良教育大）：日本におけるESD
（持続可能な開発のための教育）とジオパー
クの関係

0208 牛垣雄矢（東京学芸大）：商業地を対象とし
た地理学研究の分析視点

11:40

0108 成瀬 厚（東京経済大・非常勤）：都道府県
名を覚える―空間スケールと認知階層

0209 内藤 亮*（東京学芸大・学）・牛垣雄矢（東
京学芸大）：地方都市中心商店街における再
生への取り組みと課題―愛知県岡崎市まちゼ
ミ事業を中心に

12:00

昼
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第

3

会

3月21日（月）午前

場

第

〈災害〉

4

会

場

開始時刻

〈観光〉

0301 竹本弘幸（拓殖大）：行政災害―八ッ場ダム
検証に見る国交省河川部門の不正報告（Ⅳ）

0401 杜 国慶（立教大）ほか：APPデータに見る
インバウンド訪問者の空間構造

9:00

0302 坪井塑太郎（人と防災未来センター）：ネ
パール地震の被災状況と支援・復興課題に関
する研究

0402 フンク カロリン（広島大）：日本における
クルーズ船とインバウンド観光の分析―地理
学の視点から

9:20

0303 松尾敏孝*（北海道大・院）・橋本雄一（北
海道大）：津波災害時の老人福祉施設におけ
る施設外避難の現状と課題

0403 菊地俊夫*・杉本興運（首都大）：東京・上
野地域における観光地経営の現状と課題

9:40

0304 田中 圭*（日本地図センター）・中田 高
（広島大・名誉）：2014年広島土石流災害に
よる被災建物の立地条件

0404 太田 慧（首都大・学振DC）ほか：東京・上
野地域における商業集積地の土地利用と空間
特性

10:00

0305 白井伸和（埼玉大・院）：地域建設業の災害
応急対策力に関する考察―2014年2月秩父地
方大雪災害のケーススタディ

0405 洪 明真（首都大・院）ほか：江戸期の下谷
地域における商業活動と観光空間の復原―歴
史GISによる可視化を通じて

10:20

0406 杉本興運*・菊地俊夫（首都大）：東京にお
けるMICE誘致のための空間活用方策の現状
と課題

10:40

0307 池谷和信（国立民族学博物館）：東日本大震
災以降の三陸の漁村におけるウニ採取につい
て

0407 小池拓矢*（首都大・院）・菊地俊夫（首都
大）：ジオパークにおける景観評価―伊豆大
島のジオツアーを事例として

11:00

0308 渡辺和之（立命館大・非常勤）：除染の終わ
りが補償の終わり？―福島県における原発事
故の畜産被害

0408 猪股泰広（筑波大・院）：山小屋の機能から
みた観光登山の持続システム―アルプス銀座
の事例から

11:20

0309 瀧本家康（神戸大附属中等教育学校）：神戸
と仙台における中等教育学校間の交流活動と
「震災・復興」への生徒の意識変化

0409 渡邊瑛季（筑波大・院）：媒介機能からみた
スポーツ合宿地の存続形態―長野県菅平高原
を事例に

11:40

〈東日本大震災〉
0306 初澤敏生（福島大）：福島県いわき市におけ
る水産業の諸課題

12:00
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場

〈GIS・地図〉

〈農業・農村〉

9:00

0501 橋爪孝介（筑波大・院）：三重県志摩市にお
けるイセエビ漁の地域的差異―漁業管理の全
国動向の解明に向けて

0601 安本晋也*・中谷友樹（立命館大）：公園の
配分における環境正義の分析―客観的および
認知的な近接性と地理的剥奪指標の関係

9:20

0502 金 美賢（首都大・研）：6次産業化を通じた
コミュニティビジネスの成功要因の分析―韓
国全羅北道完州郡「飛飛亭（ビビジョン）
村」を事例として

0602 小林優一（慶應義塾大・院）：GISを用いた
アクセシビリティの分析―神奈川県地域保健
医療計画を事例として

9:40

0503 小林 基（大阪大・院）：兵庫県篠山市にお
ける丹波黒の商品化

0603 中戸川翔太*（横浜国立大・学）・瀬戸寿一
（東京大）：社会属性による課題認識の差異
からみる市民参加型GISの可能性―「ちばレ
ポ」を事例に

10:00

0504 田林 明*（筑波大・名誉）・菊地俊夫（首都
大）：北陸地方における農業の存続・成長戦
略

0604 関 晃伸*・安納住子（芝浦工業大）：クラウ
ドGISを用いた開発・参加型GIS教育の性格
別による学習上のつまずきについて

10:20

0505 吉岡咲紀*（広島女学院大・学）・木本浩一
（摂南大）：広島県神石高原町豊松地区にお
ける営農団地に関する一考察―入植者と地元
農家の関係から見る産地維持要因

0605 髙井寿文（早稲田大本庄高）：地方自治体に
おける外国籍住民向けハザードマップの作成
状況

10:40

0506 庄子 元（宮城教育大）：大規模農業生産法
人による農地の再配分と稲作のコスト削減―
岩手県一関市奥玉地区を事例に

0606 石川和樹*（首都大・学）・中山大地（首都
大）：明治期東京におけるアドレスマッチン
グシステムの構築

11:00

0507 鷹取泰子*（農政調査委員会）・佐々木リ
ディア（首都大）：農村志向の若手移住者等
による協働のシステムと共有のネットワーク
―北海道十勝管内の事例から

0607 鈴木比奈子（防災科学技術研）ほか：「水害
地形分類図デジタルアーカイブ」の公開

11:20

0508 石原 肇（大阪産業大）：1990年以降の京都
府の都市における農業の変化―都市農業振興
基本法の施行をふまえて

0608 木庭元晴（関西大）：句股定理による地図作
成法の復元―大和三山を例として

11:40

0509 廣瀬俊介*(東京大･研)・野村久徳（飛驒市)：
地理学を生かしたランドスケイプデザイン
#5―岐阜県飛驒古川における盆地霧発生を環境
指標とした農村環境デザイン政策を例として

0609 宇都宮陽二朗（三重大・名誉）ほか：福山誠
之館同窓会蔵の一地球儀（Max Kohl’s
globe） に関する疑問

12:00
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第1日目
第
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場

第

〈歴史・文化〉

8

会

場

開始時刻

〈鬼怒川水害〉

0701 網島 聖（京都大）：産業化期の同業者町に
おける制度の変化と組織の対応―東京日本橋
本町における医薬品産業同業者町を事例に

0801 泉田温人（東京大・学）ほか：平成27年9月
関東・東北豪雨による鬼怒川の破堤地形

9:00

0702 古関大樹*（京都女子大・非常勤）・西村和
洋（滋賀県土地家屋調査士会）：市街地券発
行地における明治の地籍図の成立過程

0802 内山庄一郎（防災科学技術研）ほか：効率的
な高精細地形情報の取得手法―平成27年9月
関東・東北豪雨による鬼怒川破堤地形の計測
事例

9:20

0703 西村和洋（滋賀県土地家屋調査士会）：大津
市の軒下地慣行にみる官民境界の歴史性―明
治の地籍図と現在の土地所有に注目して

0803 小荒井 衛（茨城大）：鬼怒川水害の現地調
査報告（常総市・下妻市）

9:40

0704 島本多敬（京都府立大・学振DC）：享和2年
「摂河水損図」の出版過程

0804 佐藤 浩（日本大）：鬼怒川破堤地点付近に
おける氾濫堆積物の粒度分析

10:00

〈地形〉

0705 立岡裕士（鳴門教育大）：宝塚歌劇における
風土記―風土記愛に関する報告（2）

0805 渡辺満久（東洋大）ほか：糸魚川－静岡構造
線最南部における左横ずれ活断層の発見

0706 米家泰作（京都大）：昭和10年の「朝鮮八
景」選定とコロニアル・ツーリズム

0806 松多信尚（岡山大）ほか：2014年長野県神城 10:40
断層地震に伴って白馬村蕨平に出現した地表
地震断層の変動地形学的調査

0707 上野由希子（久留米大・院）：長門と下関に
おける鯨に関する文化の利用の違い

0807 菅 浩伸（九州大）ほか：久米島東岸の堡礁
地形―マルチビーム測深と潜水調査を基にし
た海底地形学

11:00

0708 前田一馬（立命館大・院）：軽井沢における
〈癒しの景観〉の形成

0808 楮原京子*（山口大）・滝野義幸：元寇沈船
を覆う堆積層の特徴と堆積過程

11:20

0709 和田 崇（県立広島大）：「映画の町・尾
道」の成立と近年の変化

0809 大内俊二（中央大）：降雨侵食と隆起による
実験地形発達における降雨強度の影響

11:40

10:20

12:00
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会

場

〈水文〉

1001 大八木英夫（日本大）ほか：摩周湖における
長期的な水位変動特性

9:00

〈気候〉

9:20

0901 木村圭司（奈良大）：ユーラシア大陸中央部
における夏季の低気圧と降水

1002 浅見和希（法政大・学）ほか：中部地方の高
山湖沼の研究(2)

9:40

0902 遠藤伸彦*（海洋研究開発機構）・松本 淳
（首都大）：旧仏印時代のベトナムの降水資
料のデジタル化

1003 ミャンガン オルギルボルド（首都大・
院）・川東正幸*（首都大）：バイカル湖南
部セレンゲデルタの元素動態

10:00

0903 中川清隆（立正大）ほか：2012年8月初旬～
2015年9月中旬における本邦およびその近傍
の温帯低気圧の位置・経路追跡のためのデー
タベース構築

1004 齋藤 圭（法政大・院）ほか：半乾燥地域に
おける塩湖の水質形成に対する河川と地下水
の影響―中央アジア・キルギス：イシククル
湖を事例に

10:20

0904 渡来 靖（立正大）ほか：駿河湾収束線の気
候学的特徴およびその形成条件

1005 大谷侑也（京都大・院）：ケニア山における
水循環とその変化が山麓水環境に及ぼす影響

10:40

0905 高橋日出男（首都大）ほか：夏季の東京周辺
における局地的強雨発現頻度の日変化につい
て

1006 小寺浩二（法政大）ほか：御嶽山噴火
（140927）後の周辺水環境に関する研究
（3）

11:00

0906 中村祐輔（立正大・院）ほか：埼玉県熊谷市
におけるヒートアイランドの季節変化とその
要因

1007 阿子島 功（山形大・名誉）：ペルー南部海
岸ナスカ盆地のプキオ・システムの成因仮説

11:20

0907 青野靖之*・下江隼人（大阪府立大）：温度
変換日数法を用いたソメイヨシノの満開日推
定方法の検討

1008 久富悠生（首都大・院）：詳細な時空間ス
ケールを考慮した地下水涵養プロセスの推定
―降水と地下水位の関係に着目して

11:40

0908 野上道男：古代における対外遣使の航海季節

1009 田林 雄（筑波大）：流量観測のための写真
測量を用いた河川横断面の作成

12:00
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み
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場

シンポジウムS01（公開）

シンポジウムS02（公開）

いまあらためて農山村の価値を考える

地理教育での魅力的なGISの活用

開始時刻
13:00

―AR（拡張現実）技術の導入―
日本地理学会理事会

日本地理学会理事会（地理教育専門委員会）
後援）地理学連携機構

〔オーガナイザー〕宮口侗廸（早稲田大）
・中川秀一（明治大）

〔オーガナイザー〕伊藤 悟（金沢大）
・井田仁康（筑波大）

13:20

13:40

開始時刻

13:00

開始時刻

13:00

司会：中川秀一 〔第1部 開催趣旨と背景〕13:00-13:45
〔趣旨説明〕
座長：秋本弘章（獨協大） 14:00
S0101 13:00-13:10
S0201 伊藤 悟（金沢大）：地理教育での魅力的な
GISの活用―AR（拡張現実）技術の導入
宮口侗廸*・中川秀一：いまあらためて農山
村の価値を考える
S0202 井田仁康（筑波大）：高校地理とGIS
〔研究発表〕
14:20
S0102 13:10-13:28
S0203 鵜川義弘（宮城教育大）ほか：教育用
GIS/ARシステムの開発―Junaioを使うAR
中條暁仁（静岡大）：高齢者の生活にみる農
（拡張現実）と教員が使える環境の整備
山村の価値
S0103 13:28-13:46
〔第2部 実践事例報告〕
筒井一伸（鳥取大）：「田園回帰」の実態と
座長：井田仁康
その展望
S0204 久島 裕（武生高）ほか：福井県立武生高校
における野外調査の授業実践
S0104 13:46-14:04
作野広和（島根大）：「暮らしの場」として
の農山村の価値
S0205 原澤亮太（沼田女子高）ほか：群馬県立高校
における地域調査および修学旅行の学習内容
〔自治体からの報告〕
への応用
S0105 14:04-14:22
岩﨑憲郎（高知県大豊町）：大豊町における S0206 須賀伸一*（前橋商業高）・堤 純（筑波
過疎山村の現実と新たな林業の可能性
大）：群馬県立前橋商業高校における室内型
地域調査の実践
S0106 14:22-14:40
馬袋真紀（兵庫県朝来市）：地域おこし協力 （休憩〕14:30-14:45
隊の活動と農山村の価値の再発見
座長：山下博樹（鳥取大）
〔コメント〕14:40-15:10
S0207 大西宏治（富山大）：富山高等専門学校射水
キャンパスでの景観と地形図との比較の授業
小田切徳美（明治大）・宮地忠幸（国士舘大）
〔総合討論〕15:10-15:45
〔総括〕15:45-16:00

S0208 秋本弘章（獨協大）：大学教職課程:景観読
解力と教材開発力の育成を目的とする授業の
実践

14:40

15:00

15:20

15:40

16:00

〔第3部 コメント・総合討論〕15:15-16:00
司会：伊藤 悟 16:20
南埜 猛（兵庫教育大）・山本佳世子（電気
通信大）・小林岳人（松戸国際高）
16:40

終了時刻 16:00

終了時刻

16:00

17:00

第1日目
開始時刻
13:00

13:20

13:40

第

3

会

3月21日（月）午後

場

第

4

会

場

シンポジウムS03（公開）

シンポジウムS04（公開）

近年の災害が提起したハザードマップ
の課題―工学と地理学の視点から―

ジオパークで考える
科学と社会との関係

日本地理学会理事会（災害対応委員会）

日本地理学会理事会（ジオパーク対応委員会）

〔オーガナイザー〕小口千明（埼玉大）・
八反地 剛（筑波大）・久保純子（早稲田大）・
熊木洋太（専修大）

開始時刻

13:00

〔オーガナイザー〕目代邦康（自然保護助成基金)・
チャクラバルティー アビック（伊豆半島ジオパー
ク)・有馬貴之（帝京大)・菊地俊夫（首都大）

開始時刻

13:00

14:00

座長：久保純子 〔趣旨説明〕13:00-13:15 目代邦康
〔趣旨説明〕
S0301 13:00-13:05
S0401 13:05-13:40
鬼頭秀一（星槎大）：災害も含めた持続可能
小口千明（埼玉大）ほか：近年の災害が提起
な社会の構築に向けて―ジオパークにおける
したハザードマップの課題―工学と地理学の
14:20
科学と社会の交差
視点から
〔招待講演〕
S0402 13:40-14:00
山口珠美（箱根ジオミュージアム）：箱根火
S0302 13:05-13:35
山2015年噴火における箱根ジオパークの取り
関根正人（早稲田大）：気象の極端化に伴い
14:40
組み
今後発生が懸念される東京の大規模浸水

15:00

15:20

S0303 13:35-14:05
S0403 14:00-14:20
小池俊雄（東京大）：災害外力と脆弱性の変
小山真人*（静岡大）・鈴木雄介（伊豆半島
化を踏まえた洪水リスクコミュニケーション
ジオパーク推進協）：ジオパークは地域の防
災にどのように貢献すべきか？
座長：八反地 剛
S0304 14:15-14:45
S0404 14:20-14:40
町田玲子（東京農業大）：阿蘇における農村
小荒井 衛 （茨城大）：ハザードマップにつ
整備計画に対する地域住民の合意形成
いての理学と工学の視点からの一考察

S0305 14:45-15:15
松四雄騎（京都大）：自然地理学の知と応用 S0405 14:40-15:00
地質学の技を援用する新世代の斜面崩壊予測
目代邦康（自然保護助成基金）：ジオパーク
とハザードマッピング
は日本の自然保護運動に新たな枠組を提供で
15:40
きるか
〔パネルディスカッション〕15:15-16:00
司会：熊木洋太 S0406 15:00-15:20
松尾容孝（専修大）：公園管理のあり方―イ
コメンテーター： 鈴木康弘（名古屋大）・
ギリスの国立公園を例に
久保純子（早稲田大)・岡本耕平（名古屋
16:00
大）
S0407 15:20-15:40
渡辺真人（産業技術総合研）：ジオパークの
審査を通して見た科学者と社会の相互作用
16:20
〔総合討論〕15:40-16:30

16:40

終了時刻 16:00

17:00

終了時刻

16:30

第1日目
第

5

会

3月21日（月）午後

場

〈福祉〉

第

6

会

場

開始時刻

〈コンテンツ産業〉

0510 北島晴美（信州大）：都道府県別にみた老衰
死と医療費との関係

0610 原 真志（香川大）：「破壊的」技術の経済
地理学に向けて―VR，AR，360度映像の多
産業活用を事例に

13:00

0511 丸山洋平（福井県立大）：高齢者の孤立状態
の地域的差異

0611 虫明英太郎（東京大・院）：映画製作におけ
るロケ地選定とフィルム・コミッションの役
割

13:20

0512 関村オリエ（群馬県立女子大）：大都市圏外
縁部における地域の高齢化とその持続可能性
について―群馬県桐生市を事例に

0612 阿賀 巧（東京大・院）：地方都市における
オタク関連商業集積の形成―宇都宮市を事例
として

13:40

0513 中村 努（高知大）：長崎県新上五島町にお
ける医療再編による介護サービスへの影響

0613 石坂 愛（筑波大・院）ほか：茨城県大洗町
における「ガールズ＆パンツァー」がもたら
す社会・経済的変化―曲がり松商店街と大貫
商店街を事例に

14:00

0514 佐藤彩子（九州大）：福岡市に立地する介護
福祉士養成学校入学者の出身地域

0614 田中誠也（東北大・院）ほか：SNSログデー
タを活用したアニメ聖地巡礼者の地域内行動
分析

14:20

〈経済・産業〉

0515 八木翔吾（横浜国立大・院）：生活困窮世帯
における子どもの進路選択―友人関係に着目
して

0615 鹿嶋 洋（熊本大）：1990年代以降の日本電
機機械工業における雇用減少とその地域的差
異

14:40

0516 甲斐智大（東北大・院）：東京都における認
可保育所の新規園開設理由と立地展開

0616 外枦保大介*（下関市立大）・田邉将大（下
関市立大・学）：工場の履歴からみた立地調
整の特質―カネボウ防府工場を事例として

15:00

0517 山田育穂（中央大）：近隣住環境と住民の身
体活動の関連性についての研究

0617 宮坂 諒（日本大・院）：新潟県における清
酒業の存続への対応形態

15:20

0518 田中雅大（首都大・学振DC）：視覚障害者
の外出における物理的バリアの実態

0618 藤井毅彦（東京大・院）：日本のワイン産地
における技術伝播―山梨県甲州市勝沼地域を
事例に

15:40

0519 中島芽理（神戸大・院）：断酒会の空間的展
開と「アルコール依存症」の構築

0619 董 喆*（東京農業大・院）・高柳長直（東京
農業大）：北京市場における日本醤油の販売
品目と流通

16:00

16:20

16:40

17:00

第1日目
第

開始時刻

7

会

3月21日（月）午後

場

〈地域政策〉

第

8

会

場

〈地形〉

13:00

0710 櫛引素夫（青森大）：都市郊外への新幹線駅
立地がもたらす地域課題―東北・北陸・北海
道新幹線の事例から

0810 石井祐次（名古屋大・学振DC）ほか：石狩
低地における泥炭層の強熱減量を指標とした
古洪水頻度の復元

13:20

0711 秋元菜摘（東京大・院）：青森市の一極集中
型コンパクトシティ政策の実効性―アクセシ
ビリティに関するシミュレーション分析

0811 宇津川喬子*（首都大・院）・白井正明（首
都大）：渡良瀬川支流を例にした砂礫にはた
らく破砕・摩耗作用の解明―岩種組成と粒子
形状の変化に注目して

13:40

0712 日野正輝（東北大）：仙台市の総合計画にみ
る自己認識の変遷

0812 大上隆史（中央大）：養老山地および鈴鹿山
地の東斜面における河床勾配の比較

14:00

0713 吉次 翼（日本商工会議所）：市町村まち・
ひと・しごと創生総合戦略におけるコンパク
トシティ政策の検討状況

0813 塩谷純佳*（首都大・学）・鈴木毅彦（首都
大）：栃木県鬼怒川流域における宝積寺段丘
の離水年代の再検討

14:20

0714 本多広樹（筑波大・院）：次世代自動車を活
用したスマートコミュニティ形成―埼玉県さ
いたま市を事例として

0814 高橋瑛人（名古屋大・院）ほか：沈降域の沖
積層の特徴―台湾の曽文渓デルタを例に

14:40

0715 橋詰直道*（駒澤大）・稲田康明（ながいず
み観光交流協会）：静岡県函南町の別荘地に
おける定住化と高齢化の進展―南箱根ダイヤ
ランド別荘地の事例

0815 羽佐田紘大（名古屋大・学振DC）：多摩川
低地の沖積層における人工改変の定量的評価

15:00

0716 畠山輝雄（鳴門教育大）：徳島県三好市三野
地区における廃校活用による過疎集落維持の
取組みと地域への影響

0816 朝日克彦（信州大）ほか：ネパール，ヌプ
ツェ岩石氷河の流動と温暖化

15:20

0717 豊田哲也*（徳島大）・高石優衣（徳島大・
学）：フードデザート問題を解決するソー
シャル・イノベーションの可能性―移動販売
ビジネス「とくし丸」とその利用者特性

0817 山村祥子（新潟大・院）・奈良間千之*（新
潟大）：中央アジア・天山山脈北部地域にお
ける山岳永久凍土の空間分布

15:40

0718 玉木裕介（岡山大・院）・池田祐子*（岡山
大・院）ほか：離島におけるIターン者をめ
ぐる協働関係の構築―島根県隠岐郡海士町に
おける3つの産業を基に

0818 福井幸太郎（立山カルデラ砂防博物館）ほ
か：鹿島槍ヶ岳カクネ里雪渓の氷体の流動

16:00

0719 高橋環太郎（首都大・院）：小島嶼開発途上
国における観光客数と費用に関する考察

0819 関口辰夫（国土地理院）：雪崩地形の分類に
ついて

16:20

16:40

17:00

〈雪氷〉

第1日目
第

9

会

3月21日（月）午後

場

〈アジア〉

第

10

会

場

開始時刻

〈植生・環境システム〉

0909 小野寺 淳（横浜市立大）：中国広州市にお
ける新都心の開発と城中村の機能変化

1010 吉田圭一郎（横浜国立大）ほか：ブラジル・
セルトンの水文環境と人間活動（5）―灌漑
によるカーチンガ植生への影響

13:00

0910 李 小妹（武蔵大・非常勤）：広州市のムス
リム社会の多様性と変貌

1011 鈴木重雄（立正大）：鎌倉市西部における戦
後の緑地の減少と植生変化の過程

13:20

0911 秋山元秀（滋賀大）：中国広州における地下
鉄網の展開と都市構造

1012 宮島聖也（首都大・院）ほか：都市緑地にお
ける地温変化と土壌呼吸の特徴

13:40

0912 小島泰雄（京都大）：広州近郊農村における
経済発展と文化復興

1013 安田正次（日本森林技術協会）ほか：空中写
真を用いた筑波山の植生変化とその気候的要
因

14:00

0913 阿部康久（九州大）ほか：中国華南地域への
ホワイトカラーの都市間人口移動と定住への
意志

1014 濱 侃（千葉大・院）ほか：千葉県印旛沼流
域,桑納川における多時期近接空撮による外
来水生植物モニタリング

14:20

0914 松宮邑子（明治大・院）：ウランバートルの
都市化とゲル地区

1015 佐々木夏来*（東京大・院）・須貝俊彦（東
京大）：八幡平における湿地の分布特性と形
成環境

14:40

〈環境・開発〉

0915 相馬拓也（ヒマラヤ保全協会）：鷲使いと環
境共生観の物語―カザフ騎馬鷹狩文化のイヌ
ワシ捕獲術と産地返還の現状評価

1016 山下 潤（九州大）：日本の環境産業の地域
的な競争力に関する一考察

15:00

0916 小林勇介（北海道大・院）ほか：ネパール・
ドラカ郡タマコシ川に沿って分布する集落の
被災調査

1017 塩崎大輔*（北海道大・院）・橋本雄一（北
海道大）：建築確認申請データからみたニセ
コエリアの開発

15:20

0917 小泉佑介（東京大・院）：小規模アブラヤシ
栽培の拡大によるインドネシア地域社会の変
容―人口センサスデータを用いた人口動態分
析の試み

1018 浦山佳恵（長野県環境保全研）：長野県の盆
行事からみた生態系サービスの変化

15:40

16:00

16:20

16:40

17:00

第2日目
開始時刻
9:00

第

1

会

3月22日（火）午前

場

第

9:40

会

場

シンポジウムS05（公開）

シンポジウムS11

東日本大震災での避難行動と避難生活

多様な主体による
参加型GISの方法と実践

―岩手県山田町の津波被災地での地理学的
｢震災記録｣―
9:20

2

日本地理学会理事会
後援） 岩手県山田町・実践女子大学
〔オーガナイザー〕岩船昌起（鹿児島大）・田村俊
和（東北大・名誉）・松井圭介（筑波大）
（日本地理学会被災地再建研究グループ）

〔オーガナイザー〕若林芳樹（首都大）・
今井 修（東京大）・西村雄一郞（奈良女子大）

開始時刻

9:30

開始時刻 9:00

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40

司会：松井圭介・久保純子（早稲田大） 〔主旨説明〕9:30-9:35 若林芳樹
座長：今井 修
S0501 9:00-9:05
岩船昌起（鹿児島大）ほか：東日本大震災で S1101 9:35-9:50
の避難行動と避難生活（趣旨説明）
若林芳樹（首都大）：地理空間情報のクラウ
ドソーシングと参加型GISの課題
S0502 9:05-9:35
瀬戸真之（福島大）ほか：岩手県山田町にお S1102 9:50-10:10
ける津波被災地の土地条件とその改変
西村雄一郞（奈良女子大）：オープンデータ
活動とネオ地理学
S0503 9:35-10:05
岩船昌起(鹿児島大)ほか：岩手県山田町での
S1103 10:10-10:30
2011年津波災害時の避難行動―健康地理学的視
瀬戸寿一（東京大）： 地域課題解決に向け
点からのパーソナルスケールでの｢震災記録｣
た地理空間情報の活用とシビックテック
S0504 10:05-10:35
阿部 隆 （東北大・院）：東日本大震災の死 S1104 10:30-10:50
亡・行方不明者の地理的分布と年齢構造から
矢野桂司（立命館大）：ジオデザイン―人口
みた避難行動の推定―岩手県下閉伊郡山田町
減少社会のまちづくり
の事例
S0505 10:35-11:05
〔事例紹介とコメント〕10:50-11:20
白尾美佳・水野いずみ（実践女子大）ほか：
古橋大地（青山学院大）：OSMから広がる
岩手県山田町の避難所での食と心理と生活環
PPGISの多様化
境―東日本大震災の食事記録の解析と質問紙
関口昌幸（横浜市政策局）：横浜市における
調査
オープンデータとオープンイノベーション－
〔総合討論〕11:15-12:00
地理空間情報との関連で
司会：岩船昌起・田村俊和・松井圭介
コメント：黒木貴一（福岡教育大）・村山良之（山 〔総合討論〕11:20-12:00
形大）・森 直子（NIRA）・駒木伸比古（愛知
座長：若林芳樹・今井 修・西村雄一郞
大）・鈴木比奈子（防災科学技術研）・池谷和信
（民族学博物館）・増田 聡（東北大）・須賀恭子
（実践女子大・名誉）・佐藤孝雄（山田町）

終了時刻

12:00

終了時刻

12:00

昼

休

み

12:00

第2日目
第

3

会

3月22日（火）午前

場

第

シンポジウムS12

4

会

場

シンポジウムS13

山岳地域における資源利用と観光化

自然の生産と消費

―ヒマラヤ・ヨーロッパ・日本―

―「自然の地理学」の視点から―

開始時刻
9:00

9:20
〔オーガナイザー〕ネイチャー・アンド・ソサエ
ティ研究グループ

開始時刻

〔オーガナイザー〕中島弘二（金沢大）

9:00

開始時刻

9:00

9:40

〔趣旨説明〕9:00-9:05
渡辺和之
S1301 9:00-9:10
中島弘二：自然の生産と消費―「自然の地理
座長：池谷和信（民族学博物館）
学」の視点から
S1201 9:05-9:25

10:00
渡辺和之(立命館大･非常勤)：山岳地域にお S1302 9:10-9:30
ける資源利用と観光化―ヒマラヤ・ヨーロッ
橘 セツ（神戸山手大）：キッチン・ガーデ
パ・日本
ンの審美学―18世紀後半から20世紀の英国の
事例を中心に
S1202 9:25-9:45
10:20
朝日克彦（信州大）：ヒマラヤにおける氷河 S1303 9:30-9:50
融解水の利用
福田珠己（大阪府立大）：農村景観と美の枠
組み
座長：渡辺和之

S1203 9:45-10:05
S1304 9:50-10:10
白坂 蕃（東京学芸大・名誉）：アルプス南
浅野敏久（広島大）：ラムサール条約への地
麓イタリア，フェアナークト村における移牧
域の対応
と，その観光化
S1305 10:10-10:30
伊賀聖屋（名古屋大）：社会・自然・技術
S1204 10:05-10:25
ネットワークと食料の生産空間
池谷和信*・渡辺和之：富士山麓における茅
場利用と財産区
〔コメント〕10:25-10:40

中辻 亨（甲南大）

S1306 10:30-10:50
石山徳子（明治大）：プルトニウム生産拠
点，ハンフォード・サイトの「自然」

10:40

11:00

11:20

S1307 10:50-11:10
森 正人（三重大）：美しきものと政治的な
もの―自然，種，セキュリティをめぐる問い

〔総合討論〕10:40-11:30

11:40
〔総合討論〕 11:10-12:00

終了時刻

12:00

終了時刻 12:00
12:00
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〈人口・行動〉

9:00

0520 清水昌人（社会保障・人口問題研）：非大都
市圏におけるコーホートの人口変動と人口規
模

9:20

0521 桐村 喬（東京大）：長期的な人口変動の分
析への『全国学校総覧』の利用可能性―1960
～2015年の大阪府の事例

9:40

0522 谷 謙二（埼玉大）：1930年代の東京市にお
ける工業立地，郊外化および通勤流動の関係

10:00

0523 広田麻未（横浜国立大・学）：カンボジアに
おける英語教育サービスの成長とフィリピン
人教師の出稼ぎ

10:20

0524 由井義通*（広島大）・神谷浩夫（金沢
大）：ドイツにおける日本人向け人材会社の
活動

〈アフリカ〉

0620 手代木功基（総合地球環境学研）ほか：干ば
つは放牧にいかなる影響を与えるか？―ナミ
ビア北中部におけるウシ放牧のGPS解析

〈チロル地域研究〉

10:40

0525 中川聡史（埼玉大）：オーストリア・チロル
州における人口動態

0621 芝田篤紀（京都大・院）：ナミビア北東部ブ
ワブワタ国立公園における生業活動と地形・
植生の関係

11:00

0526 飯嶋曜子（明治大）：オーストリア・チロル
地方における空間整備と持続可能な観光開発

0622 水野一晴（京都大）：ケニア・ナイロビのス
ラム街キベラにおけるトイレを中心とした衛
生環境と地域社会

11:20

0527 山本 充（専修大）：オーストリア・チロル
地方における観光の進展に伴うプルリアク
ティビティの変容

0623 山口哲由（農業環境技術研）ほか：農業技術
の普及と再発明―メコンデルタの水田におけ
る節水型灌漑技術の事例

11:40

0528 伊藤徹哉（立正大）：オーストリア・チロル
地方の山間地における建物タイプからみた集
落景観の地域特性―マイヤーホーフェンの事
例

0624 矢ケ﨑典隆（日本大）：近代化のグローバル
地誌学からみたアメリカ西部の砂糖産業

〈海外農業〉

12:00
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開始時刻

〈地形〉

0720 高木秀和（愛知大・院）：日本・ラオス合弁
企業における内職従事者の社会関係

0820 高田裕哉（東北大・院）：肘折火山における

9:00

0721 呂 帥（立教大・院）：大都市郊外における
農村観光による土地利用変化―上海市祟明県
前衛村を事例として

0821 松本一希*（東京大・院）・須貝俊彦（東京

9:20

0722 全 勇*（東京農業大・院）・高柳長直（東京
農業大）：中国の条件不利地域における経営
農地面積の大規模化の停滞―吉林省長白県を
事例として

0822 檜垣大助（弘前大）ほか：阿蘇山における火

9:40

0723 原 裕太（京都大・院）ほか：退耕還林を経
た黄土高原農村における行政村単位の地域間
格差―陝西省・呉起県呉倉堡郷を例に

0823 大畑雅彦（東北大・院）：能登半島北部の完

10:00

0724 Sasaki Lidia*(Tokyo Metropolitan Univ.) &
Takatori Yasuko(Agricultural Policy Research
Committee, Inc.): Relocating Entrepreneurs and
their Contribution to the Diversification of
Rural Tourism in Transylvania, Romania

0824 近藤玲介（皇學館大）ほか：本州北部におけ

10:20

0725 増根正悟（早稲田大・院）：スロヴァキアに
おける小規模ワイン生産の展開とその経営実
態―ペジノク郡を中心に

0825 伊東勇貴*（専修大・院）・熊木洋太（専修

0726 崎田誠志郎（名古屋大・院）：ギリシャ・カ
ロニ湾における小規模漁業の漁場利用と漁家
経営

0826 髙橋未央（弘前大）ほか：青森県，野口貝塚

11:00

0727 淺野 修（大阪大・院）：スペイン縁辺地域
における移牧活動と家畜管理

0827 小岩直人（弘前大）ほか：岩木川下流部にお

11:20

0728 DO, Emi*(Grad. Student, Tokyo Univ. of
Agriculture) & TAKAYANAGI,
Nagatada(Tokyo Univ. of Agriculture):
Agriculture in an Urban Context: Policy
Barriers faced by Urban Farmers in
Vancouver, Canada

0828 佐藤善輝*（産業技術総合研）・小野映介

11:40

天然ダム形成とその決壊

大）：落水線解析による表層崩壊発生位置推
定手法

山灰被覆斜面の崩壊の地形的特徴

新世海成段丘と地殻変動

る中期更新世に形成された海成段丘のpIRIR
年代―特に三陸海岸北部について

10:40

大）：房総半島南東部における地震性隆起に
起因する河岸段丘の発達過程

における縄文海進最盛期の古環境

ける縄文海進最盛期頃の埋没林の発見とその
意義

（新潟大）：伊勢平野中部における2～4 千
年前頃の相対的海水準変動
12:00
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〈地理教育〉

9:00

0918 冨家遼子（横浜国立大・院）：「地理的な見
方」の形成における日常生活と地域学習の役
割―香川県丸亀市本島の児童・生徒を事例と
して

9:20

0919 中山正則（越谷市立大沢北小）： 小学校社
会科における世界とのつながりの一考察―バ
ナナと石油とシルクロードの旅の教材化に向
けて

1019 加賀美雅弘（東京学芸大）：ドイツ語圏の地
理学文献における外国地名の表記―外来地名
から内生地名へ，あるいは二言語標記？

9:40

0920 田邉走美（横浜国立大・院）： 学校・地域
連携によるコミュニティの再編―横浜市立小
学校区を事例に

1020 山本健兒（九州大）：ドイツの周辺部におけ
る経済活力ある農村地域

10:00

0921 宮﨑真和（横浜国立大・院）： 高校生の道
に迷う原因と場所のとらえかた

1021 藤塚吉浩（大阪市立大）：社会主義後のプラ
ハにおけるジェントリフィケーション

10:20

0922 逸見優一（岡山県立倉敷天城高）：高校地理
の可能性

1022 高橋昂輝（日本大・学振DC）：北米都市の
業務改善自治地区BID ―トロントにみるロー
カルガバナンスとエスニックブランディング

10:40

0923 加藤伸弥（愛媛県立松山東高）：高等学校に
おけるGISを活用した地理学習の効果と課題

1023 申 知燕*（東京大・院）・李 永閔（梨花女子
大）：コリアタウンにおける朝鮮族の流入お
よび韓国出身者との関係―ニューヨーク・フ
ラッシング・コリアタウンを事例に

11:00

0924 小林岳人（千葉県立松戸国際高）：「高校生
がGISを操作しながら学習する授業」におけ
る一考察―GISソフトウエアを使った地理の
自由研究の効果

1024 杉浦 直（岩手大・名誉）：アメリカ都市に
おける旧都心地区の保存と再活性化―シアト
ル・パイオニアスクエアの事例

11:20

0925 村山良之*・八木浩司（山形大）： 教員養成
課程における学校防災教育―山形大学地域教
育文化学部における成果と課題

1025 岩間英夫（茨城キリスト教大・非常勤）：産
業革命発祥地，マンチェスターの産業地域社
会形成と内部構造

11:40

0926 山口幸男（群馬大・名誉）：日本の主体的社
会科地理教育論を目指して

1026 山下博樹（鳥取大）： オーストラリアにお
ける砂漠都市の特性とその存立基盤

〈欧米豪〉

12:00
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ポスター発表（副題は省略しています）
ポスター発表は，3月21日（月）10時～16時30分までと3月22日（火）9時～15時まで，ポスター会場で行
います．発表者による説明は，3月21日（月）12時～12時30分もしくは3月22日（火）12時～12時30分の
間に行われますので，多くの会員の参加を希望します．
P001 福岡義隆*（立正大・名誉)・丸本美紀（日本
大・研)：気候学が地理学であることの再認
識―瀬戸内気候度の提唱とその考察を通して

P015 手代木功基（総合地球環境学研）ほか：滋賀
県高島市朽木全域におけるトチノキ巨木の分
布とその特徴

P002 平野淳平（ 帝京大）ほか：横浜におけるヘ
ボンの降水量観測記録からみた1868年の異常
多雨

P016 黒木貴一（福岡教育大）ほか：2011年新燃岳
噴火後の高千穂峰山頂部の景観変化

P003 丸本美紀*（日本大・研）・山川修治（日本
大）：奈良盆地と京都盆地における熱収支と
水収支の比較

P017 内山庄一郎（防災科学技術研）ほか：災害時
における情報の統合と発信―防災科研クライ
シスレスポンスWebサイトの取り組み

P004 清水長正（駒澤大・非常勤）ほか：多摩川上
流域における風穴の温度観測

P018 原田一平（東京情報大）ほか：南相馬市にお
ける非耕作農地の土壌放射性物質の濃度変化

P005 大熊夏子（東京学芸大・学）・澤田康徳*
（東京学芸大）：非居住団地とその周辺にお
ける気温分布

P019 森田匡俊（岐阜聖徳学園大）ほか：「海から
目線」の防災―海上から陸上への津波避難行
動における船舶着岸場所の影響

P006 大和広明（日本大・研）ほか：高密度観測に
より示される夏季首都圏の地上気温・気圧の
時空間的特徴（その3）―ヒートアイランド
現象と都心周辺の低圧の関係
P007 阿部日向子（法政大・学）ほか：壱岐島にお
ける水環境に関する研究（2）

P020 出口将夫（福岡教育大・院）ほか：福岡県内
のハザードマップ記載項目の地域分布と地理
条件

P008 池上文香（法政大・学）ほか：五島列島の水
環境に関する比較研究（3）

P022 曽根敏雄（北海道大）：北海道，大雪山にお
ける永久凍土の分布下限

P009 畑中健一郎（長野県環境保全研）ほか：
WebGISをベースとした市民参加型気候変動
影響モニタリングシステムの概要

P023 渡邊達也（北見工業大）ほか：物理探査法と
X線CTスキャンによる永久凍土構造の高解像
度イメージング

P010 財城真寿美（成蹊大）ほか：ボリビア・ラパ
スにおける20世紀の気候変化

P024 山本遼平（新潟大・院）ほか：北アルプスに
おける氷河・雪渓の環境条件

P011 赤坂郁美（専修大）ほか：20世紀後半以降の
フィリピンにおける降水季節変化パターンの
長期変化

P025 苅谷愛彦*（専修大）・佐藤 剛（帝京平成
大）：飛騨山地北部・朝日池圏谷における完
新世の地すべり活動
新世の地す
り活動

P012 南雲直子（土木研）ほか：2015年台風24号
及び27号によるパンパンガ川流域の洪水被害

P026 高岡貞夫*・苅谷愛彦（専修大）：梓川上流
域における斜面発達過程と植生動態

P013 竹本統夫*（法政大・学）・小寺浩二（法政
大）：スウェーデンにおける気候および流出
傾向の長期変動

P027 吉村光敏*（千葉県立中央博物館・館友)・八
木令子(千葉県立中央博物館)：武蔵野台地
等々力渓谷（谷沢川）の地形形成史―河川
争奪により形成された遷急点(姫ノ滝)の復元
P028 吉田英嗣（明治大）ほか：大隅半島神ノ川流
域における滝の形成・後退の地形プロセス

P014 額尓徳尼（国立環境研）ほか：GOSAT
TANSO-FTS SWIR L2プロダクトデータを用
いたモンゴル国における温室効果ガスの時系
列変動と観測データとの比較検討

P021 畠 瞳美（新潟大・学）ほか：北アルプス・
白馬大雪渓における落石分布と地形変化

第1・2日目
第

3月21・22日（月・火）
11・12・13

会

場

ポスター発表
ポスター発表は，3月21日（月）10時～16時30分までと3月22日（火）9時～15時まで，ポスター会場で行
います．発表者による説明は，3月21日（月）12時～12時30分もしくは3月22日（火）12時～12時30分の
間に行われますので，多くの会員の参加を希望します．
P029 八反地 剛（筑波大）ほか：宇宙線生成核種と
地球化学的物質収支法による花崗岩山地の化
学的風化速度 ―北アルプス，六甲山地，阿武
隈高地の比較
P030 有賀夏希（東京学芸大・院）ほか：塩類風化
による削剥量と風化環境との定量的関係―史
跡・吉見百穴の凝灰岩の事例

P043 町田尚久（立正大・研）：土砂の動態を基に
した流域環境管理の必要性―システム論を用
いた適切な河川環境の維持・管理

P031 池田一貴（信州大・院）：2014年長野県北部
の地震における変位量と変動地形に基づく古
地震像の検討

P045 中埜貴元（国土地理院）ほか：平成27年9月関
東･東北豪雨における鬼怒川周辺の浸水範囲と
地形との関係―下妻市前河原地区周辺の事例

P032 後藤秀昭（広島大）：下総台地面上に認めら
れる変動地形─数値標高モデルから作成した
ステレオ画像による再検討

P046 ミャンガン オルギルボルド*(首都大･院)･ 川
東正幸(首都大)：モンゴル北部の土地利用が
セレンガ河の元素動態に及ぼす影響

P033 高場智博（明治大・院）ほか：伊吹山系・池
田山麓における土石流扇状地の段丘形成年代

P047 松尾 宏（敬愛大・非常勤）ほか：ネパー
ル・テライ低地における農村集落の水利用と
生活に関する研究

P034 中田 高（広島大・名誉）ほか：富士川河口
断層帯活断層の再検討―フィリピン・タール
火山外輪山との比較

P048 渡辺和之（立命館大・非常勤）：ネパール地
震支援活動報告―私的な支援活動の試みとそ
の反省点

P035 高橋尚志*（東京大・院）・須貝俊彦（東京
大）：多摩川上流域における最終氷期以降の
河床変動に関する再検討

P049 後藤健介（大阪教育大）ほか：スリランカに
おけるデング熱の実態と環境負荷のない地域
対策について

P036 小岩直人（弘前大）ほか：青森平野西部の完
新世における地形環境に関する考察―北海道
新幹線コアを用いた試み

P050 小野映介（新潟大）ほか：ラオス中部，ヴィ
エンチャン平野におけるシロアリ塚の分布と
形態

P037 鮫島悠甫（東京大・院）ほか：日本海秋田沖
海底コアの過去30万年間のテフラ層序と堆積
環境変遷

P051 中辻 享（甲南大）：ラオス北部山村におけ
る半世紀間の土地利用変化

P038 丹羽雄一（東北大）ほか：三陸海岸南部・津
谷平野完新統の堆積相と年代

P052 林 実花*（日本大・院）・藁谷哲也（日本
大）：乾湿繰り返しによるアンコール・ワッ
ト西参道におけるラテライト石材の風化

P039 渡辺悌二（北海道大）ほか：登山道侵食の3
次元計測・解析手法の開発と大雪山国立公園
におけるその適用

P053 藁谷哲也*（日本大）・梶山貴弘（日本大・
院）：カンボジア・シェムリアップ周辺にお
ける近年の土地被覆変化

P040 小林勇介*（北海道大・院)・渡辺悌二（北海
道大 )：大雪山北海平における登山道侵食―
UAVおよびSfMを用いた登山道DSMの作成

P054 坂本 壮（京都大・院）ほか：効果的な避難
行動のためのサイクロン警報システムに関す
る考察―バングラデシュ沿岸地域を事例とし
て
P055 北村 繁（弘前学院大）：中米・エルサルバ
ドル，イロパンゴカルデラ巨大噴火がヒキリ
スコ潟内のマングローブ林に与えた影響

P041 春山成子（三重大）：コマルデバー周辺地域
の地形分類図と地形単位について
P042 Asim Ayoub*(Grad. Student, Mie Univ.) &

Haruyama Shigeko(Mie Univ.): Conflict of
Irrigation Water Management in Local Water
Users in the North-East of Afghanistan

P044 青山雅史（群馬大）：浸水痕跡から推定した
2015年関東・東北豪雨鬼怒川氾濫による茨城
県常総市の浸水深分布

P056 宮岡邦任（三重大）ほか：ブラジル・セルト
ンの水文環境と人間活動（3）―貯水池（ア
スーデ）・河川水の水質分布

第1・2日目
第

3月21・22日（月・火）
11・12・13

会

場

ポスター発表
ポスター発表は，3月21日（月）10時～16時30分までと3月22日（火）9時～15時まで，ポスター会場で行
います．発表者による説明は，3月21日（月）12時～12時30分もしくは3月22日（火）12時～12時30分の
間に行われますので，多くの会員の参加を希望します．
P057 山下亜紀郎（筑波大）ほか：ブラジル・セル
トンの水文環境と人間活動(4)―ペトロリー
ナにおける果樹農業の発展と節水灌漑の普及

P071 磯 望*（西南学院大）・黒木貴一（福岡教育
大）：学校防災教育の課題と意義―福岡県の
場合

P058 駒木伸比古（愛知大）ほか：ダウンサイジン
グにともなう中心市街地活性化区域内におけ
る人口・経済状況の地理学的分析

P072 伊藤智章（静岡県立裾野高）：タブレットコ
ンピュータを用いた「デジタル地図帳」教材
の改良―沖縄修学旅行の現地研修用教材を例
に
P073 長谷川直子*（お茶の水女子大）・横山俊一
（お茶の水女子大・研）：地理学のアウト
リーチを意識した授業とその成果発信

P059 上杉昌也*（学振PD・立命館大）・矢野桂司
（立命館大）：個人の交通行動と建造環境の
関係に関するジオデモグラフィクス分析
P060 渡邉俊介（東北大・院）：日用品を扱う
チェーン店舗の長期的立地変化シミュレー
ションモデルの開発

P074 新井教之（京都教育大附属高）：太平洋島嶼
地域を中心としたオセアニア地誌学習

P061 内藤健裕*（東京学芸大・学）・牛垣雄矢
（東京学芸大）：静岡市における都市内部構
造とその変化

P075 横山俊一*（お茶の水女子大・研）・長谷川
直子（お茶の水女子大）：バスガイド教本の
地理的記述についての試案

P062 前田洋介（新潟大）：日本における自治体内
分権制度の展開の特徴とその背景

P076 小室 隆*・山室真澄（東京大）：霞ヶ浦にお
ける2010年から2015年にかけてのアサザ植
栽地での繁茂状況の変化

P063 石原 肇（大阪産業大）：京都府の都市にお
ける緑地構成要素の変化に関する地域的特性
―都市農業振興基本法の施行をふまえて

P077 石川和樹*（首都大・学）・中山大地（首都
大）：明治・大正期における東京社会地図の
作成

P064 兼子 純（愛媛大）ほか：土地利用からみた
韓国地方都市における中心商業地の構造―釜
山大都市圏の梁山市を事例として

P078 洪 明真（首都大・院）：江戸日本橋地区に
おける商業地景観の特徴とその変容―視覚史
料に描写された川船と観光行動の関係から

P065 鍬塚賢太郎*（龍谷大）・陳 林（広島大）：
インドにおける産業集積地の分布―2001年国
勢調査の就業者データからの把握

P079 谷口博香（お茶の水女子大・院）：在日バン
グラデシュ人の生活史とエスニック空間の生
成

P066 伊藤直之（鳴門教育大）ほか：シビックプラ
P080 小田匡保*（駒澤大）・泉 ゆうき（元駒澤
イドを育む小学校地域学習プログラムの開発
大・学）：青森県における方言の地域差と世
と実践（1）―我が国の社会科と英国の
代差―津軽・南部地方境界地域の調査から
Humanitiesの比較考察
P067 戸田順一郎（佐賀大）ほか：シビックプライ
P081 安藤哲郎（滋賀大）：謡曲の舞台の分布に関
する比較検討
ドを育む小学校地域学習プログラムの開発と
実践（2）―佐賀県小城市立牛津小学校におけ
る取り組みを中心に
P068 栗山絵理（東京学芸大附属高）：手描き地図 P082 宗 建郎（志學館大）ほか：タブレットアプ
にみるマルチスケールの空間認識―高校生が
リを利用した簡易測量法の活用
描く世界地図と通学路の事例から
P069 高田将志（奈良女子大）：ブータンとシンガ
ポールの地理教科書―アジアの中等教育にお
ける地理教育の相互比較をめざして

P083 埴淵知哉（中京大）ほか：2010年国勢調査に
おける「不詳」の地図

P070 宇根 寛（国土地理院）：地理教育の支援の
ために国土地理院は何をすべきか

P084 高橋健太郎（駒澤大）ほか：駒澤大学におけ
る外邦図の整理と目録作成
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ポスター発表
ポスター発表は，3月21日（月）10時～16時30分までと3月22日（火）9時～15時まで，ポスター会場で行
います．発表者による説明は，3月21日（月）12時～12時30分もしくは3月22日（火）12時～12時30分の
間に行われますので，多くの会員の参加を希望します．
P085 佐藤裕哉（下関市立大）ほか：広島原爆入市
被爆者の移動経路による放射線影響の差異

P092 田上善夫（富山大）ほか：ニュージーランド
におけるブドウ栽培と環境保全

P086 谷端 郷（立命館大）ほか：大規模災害時の
帰宅判断に関わる学生の認知距離

P093 森脇 広（鹿児島大・名誉）ほか：ニュー
ジーランド北島と南九州のカルデラと火砕流
台地地形―観光資源としての視点から

P087 志村 衛（国士舘大・院）：戦後日本におけ
る農地政策と農地流動化

P094 稲田道彦（香川大）ほか：ニュージーランド
の宿泊業―持続可能な観光の視点から

P088 林 琢也（岐阜大）：岐阜市長良地区にみる
アグリ・ツーリズムの成立要件

P095 坂口 豪（首都大・院）：ジオパークにおけ
る商品開発―ジオツアーの展開ならびにジオ
パーク関連商品の開発実態

P089 岡村星児（東京学芸大・院）：鹿児島県指宿
市におけるそらまめ生産地域の変容

P096 松木駿也（東北大・院）ほか：ジオパーク／
ジオツーリズムの観光客ニーズ調査

P090 飯塚 遼（秀明大）：ベルギー・東フランデ
レン州の芸術家村におけるルーラル・ジェン
トリフィケーションの展開

P097 黄 晶晶（金沢大・院）：コンテンツを動機
とした旅行行動に関する研究―中国人におけ
る「訪日ACG旅行」を事例に

P091 伊藤千尋（広島女学院大）：南部アフリカ・
カリバ湖の商業漁業における漁法の成立とそ
の背景

