
 

期 日：2019 年11 月29 日（金）・30 日（土） 

場 所：日本大学文理学部 3 号館 

日程・会場： 

  【口 頭 発 表】 

 11 月29 日（金） 14：40～17：30・・・・・・・・・・・・・ 第1 会場（3 号館 2 階 3205 教室） 

 11 月29 日（金） 15：00～17：30・・・・・・・・・・・・・ 第2 会場（3 号館 2 階 3206 教室） 

 11 月30 日（土） 10：00～12：30／14：00～17：35・・・ 第3 会場（3 号館 5 階 3505 教室） 

 11 月30 日（土） 10：00～12：30／14：00～17：35・・・ 第4 会場（3 号館 5 階 3507 教室） 

 11 月30 日（土） 10：00～12：30／14：00～17：35・・・ 第5 会場（3 号館 5 階 3508 教室） 

  【ポスター発表】 

 11 月30 日（土） 10：00～17：00＊・・・・・・・・・・・・・ 第6 会場（3 号館 5 階 3501 教室） 

 11 月30 日（土） 10：00～17：00＊・・・・・・・・・・・・・ 第7 会場（3 号館 5 階 3502 教室） 

  ＊コアタイム13：00～14：00 

発表者への注意事項： 

  ≪口 頭 発 表≫ 

 ①時間は，発表15 分・質疑応答4 分（1 鈴：12 分，2 鈴：15 分，終鈴：19 分）です。 

 ②発表は，会場のPC を使用してください。また，発表直前の混乱を避けるため，発表者は以下に示す時間内に，プ

レゼンテーションファイルを各会場のPC へ保存し，動作確認を済ませてください。 

 ★ 発表番号101～108・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14：15～14：35 

 ★ 発表番号201～207・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14：35～14：55 

 ★ 発表番号301～307，401～407，501～507 ・・・・・ 09：35～09：55 

 ★ 発表番号308～317，408～417，508～517 ・・・・・ 13：35～13：55 

  ≪ポスター発表≫ 

 ①ポスターサイズは，A0（841 mm×1189 mm）1 枚までです。 

 ②ポスター上部の左隅に，発表番号（PXXX．）を入れてください。 

 ③発表者は，10：00 までにポスターを掲示し，17：00 には撤去してください。 

 ④コアタイム中は，発表者（1 名以上）はポスター掲示場所に常駐し，適宜，口頭説明をして下さい。 

 なお，学部生学生および大学院生の発表（口頭・ポスター）については，学会賞（学術大会奨励賞）・同窓会特別賞の審査

対象となります。受賞者は，懇親会で表彰いたします。 

懇 親 会： 

 日 時 ：11 月30 日（土）18：00～ 

 場 所 ：日本大学文理学部 第2 体育館 2 階 カフェテリア「チェリー」 

 会 費＊ ：一般会員3,000 円，準会員500 円  ＊発表者は会費無料 

令和元年度 日本大学地理学会 秋季学術大会 開催要項・プログラム 
                    （日本大学文理学部学術研究発表会地理学部会） 

【共催】日本大学地理学科同窓会 

〈改訂版〉 



 

14:40 101.  鶴岡 宝・田巻 修平・野尻 宝（学部 3 年）：小規模都市活性化に寄与するイベントまちづくりの現状 
―北海道中川町のなかがわ秋味まつり― 

15:00 102.  岡本祥吾・金久保晃太郎・小池杜季・三浦壮真（学部2 年）：愛媛県における製塩業と土地利用の現状 

15:20 103.  近江恵利奈・杉村瑞夏（学部2 年）：京都市における漬物製造業の特色 

15:40 104.  木又爽七・加藤有理（学部2 年）：堺市における和菓子産業の現状と課題 

16:00 105.  冨永真未・武川茉由（学部2 年）：京都市における和菓子製造の特色 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《16：20～16：30》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

16:30 106.  窪田陽太郎（学部4 年）：埼玉県における酒造業の展開と経営形態の変化 

16:50 107.  落合康浩（日本大・文理）：パキスタン北部ゴジャール地区における産業の変容 

17:10 108.  井村博宣（日本大・文理）：アユの利用と家畜化の進展 

 

15:00 201.  竹中駿太・樋口愛弥・廣川智也・水落裕太・梅村達哉（学部 2 年）：清水寺と天龍寺周辺の商業地区土地
利用の地域差 

15:20 202.  荒金 豊・北田幸太・山本修平・平野 薫（学部 2 年）：伏見桃山・中書島地区における商業中心地の移
動 

15:40 203.  森山健太・長島凌大・武良海斗・高橋敦紀（学部 2 年）：松山中央商店街における商店街の潜在性と漸弱
性 

16:00 204.  大塚日菜子・田中竜晏（学部2 年）：堺市都心部の土地利用と「堺市景観計画」の整合性について 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《16：20～16：30》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

16:30 205.  細田 誠（院・前期）：東京都23 区における喫茶店の立地とその要因 

16:50 206.  山田侑希（院・前期）：スーパーマーケットの配達圏の分析 ―京王グループを事例として― 

17:10 207.  中谷祥也（院・前期）：スーパーマーケットの集客圏分析と立地評価 ―東京都小金井市を事例として― 

 

10:00 301.  岡野紗季（学部2 年）：高島市針江地区の川端の特徴と観光資源化 

10:20 302.  佐々木悠雅・大久保郁也・杉本玲緒奈（学部3 年）：熱海市の公衆浴場の現状 

10:40 303.  内田悠斗（学部2 年）：百舌鳥・古市古墳群における観光利用の現状と課題 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《11：00～11：10》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11:10 304.  金野佑紀・榊 崇志・佐藤祥多（学部2 年）：阿蘇神社の被害と観光客の訪問状況 

11:30 305.  神田美咲・百目鬼優輔・武田佑鶴（学部3 年）：初島におけるリゾート開発に伴う土地利用の変化 

11:50 306.  呉 咏楠（院・前期）：中国人観光客の増加に伴う新宿駅周辺地域の商業業態の変化 

12:10 307.  劉 佳玥（院・前期）：箱根町における宿泊施設の特徴と外国人宿泊客との関係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《12：30～13：00》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ポスター発表コアタイム《13：00～14：00》・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

14:00 308.  柴田朋彦・中田泰紀・小野綾子（学部2 年）：愛媛県松前町における水産加工業の現状 

14:20 309.  丹羽潤一郎・衛藤隆将・二口未菜（学部2 年）：愛媛県における手漉き和紙産業の現状と課題 

14:40 310.  間中真王・岡本聡司・上浦拓哉（学部2 年）：愛媛県今治市におけるタオル生産業の変化 

15:00 311.  潘 晨・福井彩華・瀧 彩花（経済学部3 年）・嘉田大誠・仙道雄大・横田侑希（経済学部2 年）：地場産
業「雲州そろばん」の生産の実態と課題 

15:20 312.  笠原茂樹（学部4 年）：岐阜県土岐市における陶磁器産地の経営形態の特色 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《15：40～15：55》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15:55 313.  平井裕次郎・露木歩夢（学部2 年）：近江八幡市における伝統的保存地区の建造物修復状況 

16:15 314.  宇賀村芳太朗（本郷中・高）：「地図や地理情報システム」に関する授業の実践報告 

11 月29 日（金）◆口頭発表 

【第1 会場：3 号館 2 階 3205 教室】14：40～17：30 

 

11 月29 日（金）◆口頭発表 

【第2 会場：3 号館 2 階 3206 教室】15：00～17：30 

11 月30 日（土）◆口頭発表 

【第3 会場：3 号館 5 階 3505 教室】10：00～12：30／14：00～17：35 



16:35 315.  武士田透（上尾鷹の台高）・狩野 徹（浦和高・定時制）：埼玉県公立高等学校での地理科のアクティブラ
ーニングの試み 

16:55 316.  小関勇次（創価大・非）：屋上・校庭・外周を地理のフィールドにしよう！ ～学校でできる５０分のアク
ティビティ～ 

17:15 317.  小林正人（東京都教育庁）：「地理総合」「地理探究」の「問い」に関する一考察 

 

10:00 401.  鍋谷 桜・島岡亜美・鎌田晴匡・福島 樹（経済学部 2 年）：二本松市東和地区における過疎問題の深化
と移住者の生活意識 

10:20 402.  平野まみ（院・前期）：菅平高原における若年層の定着の実態と就業機会との関係 

10:40 403.  三井優紀（学部3 年）：ベトナム中部高原ダラットにおける高品質コーヒー生産の持続可能性 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《11：00～11：10》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11:10 404.  髙橋寛太・早川誠・加地修大・奥田知哉（学部2 年）：愛媛県における石鎚黒茶の現状と課題 

11:30 405.  小野巧貴・池田亜久里（経済学部3 年）・倉田仁美・中村吉伸・和田 響・尾崎正大（経済学部2 年）：島
根県奥出雲町における「仁多⽶」のブランド化と⽣産体制 

11:50 406.  荒井通子・北島亜々斗・山田大翔・渡辺 彩（経済学部 2 年）：二本松市東和地区における耕作放棄地の
拡大実態と対策課題 

12:10 407.  村上徹雄（院・前期）：フィリピン・ルソン平原北部における農業変化 ―ヌエバ・エシハ州ギンバを事例
に― 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《12：30～13：00》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ポスター発表コアタイム《13：00～14：00》・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

14:00 408.  田中洸希・近藤健人・榊 崇志・山口哲史・長谷雄喜・滝代海堂・佐藤祥多（学部 2 年）：仮設住宅にお
ける現状 

14:20 409.  秋澤孝輝・金木壱成・齊藤 隼・濱口太一・生井大二郎（学部 2 年）：安永地区における熊本地震による
建物被害の現地調査 

14:40 410.  稲村平祐・滝代海童（学部2 年）：阿蘇を取り巻く交通状況 

15:00 411.  中野 匠（学部2 年）：堺市大小路交差点における交通結節点としての利用状況について 

15:20 412.  伊井宏太・田嶋優哉・杉村尚哉（学部2 年）：堺市の観光地に対するアクセス方法の実態 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《15：40～15：55》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15:55 413.  佐藤遼門・高橋竣也・青木佑樹（学部3 年）：北海道中川町におけるエコモビリティ事業の受容と展開 ―
スイスモビリティとの比較から― 

16:15 414.  遠藤有悟（学部 4 年）：公共交通空白地域の抽出と分析 ―東京都杉並区を中心とした 7 市区を事例とし
て― 

16:35 415.  吉澤広介（院・前期）：福島県会津坂下町における路線バス利用の実態 

16:55 416.  牛垣雄矢（東京学芸大）・久保 薫・坂本律樹・関根大器・近井駿介・原田怜於・松井彩桜（東京学芸大・
学部4 年）：木更津市におけるアクアライン開通後の交通システムと商業の特徴 

17:15 417.  永野征男（日本大・名誉教授）：国内の世界文化遺産に対する地理学研究の意義 

 

10:00 501.  夏 和也・平塚大智・近藤健人・リントウガク（学部 2 年）：益城町寺迫地区における地震被害と家屋の
現状 

10:20 502.  味原健太郎・田中洸希・澤 諒（学部2 年）：熊本地震により指定された益城町の天然記念物について 

10:40 503.  宇佐見星弥（学部4 年）：1993 年北海道南西沖地震(M7.8)による斜面崩壊の分布特性 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《11：00～11：10》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11:10 504.  五味杏汰朗（院・前期）：ネパールの Barpak 地域における SAR 干渉画像を用いた地すべり性の地表変
動の検出 

11:30 505.  三浦 樹（学部4 年）：武州御岳山における御師集落の変化 

11:50 506.  藤田彩己（院・前期）：「しながわ宿場まつり」における運営形態の変遷 

12:10 507.  遠藤なつみ（院・前期）：長野県における“ひとりもんジャンケン”の地域的特色 

11 月30 日（土）◆口頭発表 

【第4 会場：3 号館 5 階 3507 教室】10：00～12：30／14：00～17：35 

11 月30 日（土）◆口頭発表 

【第5 会場：3 号館 5 階 3508 教室】10：00～12：30／14：00～17：35 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《12：30～13：00》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ポスター発表コアタイム《13：00～14：00》・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

14:00 508.  矢作健登・猪島 翼・片平礼音・三富丈太郎（学部 3 年）：沼津市におけるアニメ作品を取り入れた地域
活性化の取り組み 

14:20 509.  竹村憲幸・佐藤眞雄・山川 愛（経済学部3 年）・池上俊太・内澤航汰・松本寛太（経済学部2 年）：島根
県奥出雲町における「横田小そば」による地域振興 

14:40 510.  田中晴雅・井上武尊・福田峻也・福岡瑞紀（経済学部 2 年）：二本松市東和地区における民泊事業の展開
とその地域的意義 

15:00 511.  坂本寛太朗・藤井雄太・秋元祥歩・岩田賢美（経済学部 2 年）：中山間地域における中心市街地問題と地
域商業振興策の展開 ―二本松市東和地区針道商店街を事例として― 

15:20 512.  町田知未（院・前期）：北海道中川町における化石と地域博物館を活用した地域づくりに対する来訪者と住
民の意識 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩《15：40～15：55》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15:55 513.  井内麻友美（院・前期）：日本の公営プラネタリウム施設の活用実態の分析と考察 

16:15 514.  峠茉里奈（院・前期）：沖縄島における少雨の経年変化と季節変化 

16:35 515.  小西康仁（院・前期）：総観規模擾乱発生によるボルネオ島の降水量の変化 

16:55 516.  大山 駿（院・前期）：客観解析による前線帯抽出とその北半球における分布の特徴 

17:15 517.  小元久仁夫（元日本大）：南極やまと山脈および昭和基地周辺地域の自然地理学的調査と編年 

 

P601. 三井優紀（学部3 年）：堺市環濠地区における寺社地の土地利用とその変化 

P602. 髙山さくら（学部2 年）：宇治市宇治橋周辺地域における重要文化的景観地区指定に伴う土地利用の変化 

P603. 人見たから（学部2 年）：清水寺門前町における商業的土地利用の変遷とその特徴 

P604. 宮川康佑（学部2 年）：大中湖干拓地における土地利用の変化 

P605. 林 雅希・太原由実・三浦優希（経済学部3 年）・篠田怜緒・高柳祐輔（経済学部2 年）：島根県奥出雲町福頼地
区における鉄穴流し跡地の土地利用からみる景観保全の実態 

P606. 大谷侑民・重岡友佳・高信清人・中村夏樹（学部3 年）：北海道中川町における家庭菜園の実態とまちづくりへの
貢献 

P607. 小倉史也（学部2 年）：阿蘇神社の門前町商店街のまちづくりにおける現況 

P608. 高杉凜太朗（学部2 年）：滋賀県沖島における離島生活の不便性とその対策に関する住民意識 

P609. 藤田侑寛・小林恭介（学部2 年）：堺市堺区の自転車事故と道路環境について 

 

P701. 山田真理子・蕗澤 夢（学部2 年）：近代日本における女子教育や女性の地位向上に尽力した婦人たち 

P702. 小久保友寿・瀬下浩次郎・宮内直輝・榛沢健太（学部2 年）：堺市の世界遺産登録前後の観光客の変化とその取り
組みについて 

P703. イ シリン・長友佳音（学部2 年）：堺における堺打刃物産業の現状と課題 

P704. 佐藤 樹（学部2 年）：京都市域における近年の盆行事の変化 

P705. 山口哲史・長谷雄喜（学部2 年）：神仏行事からみる阿蘇の自然環境 

P706. 夏 和也・平塚大智・近藤健人・リントウガク（学部2 年）：熊本県益城町寺迫地区における地震被害（家屋調査
の方法と現地の特徴） 

P707. 齊藤 隼・金木壱成・濱口太一・秋澤孝輝・生井大二朗（学部2 年）：安永地区における熊本地震による建物の被
害状況 

P708. 佐藤 浩（日本大・文理）：2018 年北海道胆振東部地震の斜面崩壊地で採取した泥岩試料のX 線分析 

 
 学部・・・文理学部地理学科 
 院・・・・理工学研究科地理学専攻 

発表要旨集は，日本大学地理学会Web サイト（http://geo.chs.nihon-u.ac.jp/gakkai/） 
上で公開しています。要旨集が必要な方は，Web サイトからダウンロードしてください。 

11 月30 日（土）◆ポスター発表 

【第6 会場：3 号館 5 階 3501 教室】10：00～17：00《コアタイム13：00～14：00》 

11 月30 日（土）◆ポスター発表 

【第7 会場：3 号館 5 階 3502 教室】10：00～17：00《コアタイム13：00～14：00》 


