
 

期 日 ： ２０２２年 １２月 ３日（土） 

場 所 ： 日本大学文理学部3号館 

日程・会場 ：  

 口 頭 発 表 

 第1会場 ： 3405教室（3号館4階）   9：30～12：20／13：30～15：40 

 第2会場 ： 3407教室（3号館4階）   9：30～12：20／13：30～16：20 

 第3会場 ： 3408教室（3号館4階）   9：30～12：20／13：30～15：40 

 ポスター発表 

 第4会場 ： ラーニングホール（3号館1階）   9：30～15：40＊ 

  ＊コアタイム 12：30～13：15 

 表 彰 式 

 第1会場 ： 3405教室（3号館4階）  16：25～16：55 

 

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X01～X08    9：15～ 9：25 

 ★ 発表番号X09～X16   13：15～13：25 

 ポスター発表 

① ポスターサイズは，A0（横841 mm × 縦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，9：30までにポスターを掲示し，15：40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，学部学生および大学院生の発表については，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。受賞者は表彰式で発表します。

令和４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 



  

 9:30 101. 志関七海（文理学部2年）：百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録に関わる堺市の土産菓子店

の取り組み動向と実態 

 9:50 102. 角田昂一郎・川上 龍・後藤 輝（文理学部2年）・早坂 陸・宗宮真澄（文理学部3年）：

立山黒部ジオパークにおける観光客誘致の戦略と実情 

10:10 103. 大湯康介・山田佳祐・山本峰広（経済学部3年）・落合 瞳・福山緩千（経済学部2年）：宮

崎県日南市におけるスポーツツーリズムを通したホストとゲストの関係性 

10:30 104. 岡本 隼・谷口 宙・幸村俊祐（文理学部2年）：環境保全の持続可能性について ―トキ

と共生する佐渡市の事例― 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩10分 10:50～11:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11:00 105. 吉井健人・池田龍弘・中野朱梨・若藤萌々（経済学部3年）：山梨県丹波山村における地域

おこし協力隊による地域づくりの実態と課題 

11:20 106. 木下陽介（経済学部4年）：東京都世田谷区における空き家活用の実態とその地域的効果 

11:40 107. 丹藤美玲（経済学部4年）：水道水源林を介した横浜市と道志村の関係性 

12:00 108. 関口湧太・飯田 碧・佐藤里穂・江上 陸・澤田大空（文理学部2年）：グラバー園周辺地

域における景観保全の現状 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼休憩70分 12:20～13:30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

13:30 109. 小杉優斗・竹内優太・佐々木亮・柴 友寛（文理学部2年）：旅行情報にみる長崎市の観光

イメージ 

13:50 110. 松本萌花・梅津高龍・八巻優太・蛭沼祐貴（経済学部2年）：iPhoneによるバリア情報の3D

地図化 ―東京都千代田区白山通りを事例に― 

14:10 111. 津江健太郎・伊藤淳太・近藤史絃・永原侑弥・村上拓生・横関 晃（文理学部2年）：長崎

市におけるバリアフリーの現状と課題 ―長崎電気軌道の沿線を中心に― 

14:30 112. 井内麻友美（理工学研究科・後期）：地域を紹介するシアター映像展示の分析と可能性に関

する考察 ―堺市百舌鳥古墳群ビジターセンターを事例として― 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩10分 14:50～15:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15:00 113. 梅村達哉（理工学研究科・前期）：東京大都市圏における鉄道定期利用者の通勤・通学流動

の特徴とその要因 

15:20 114. 遠藤有悟（理工学研究科・後期）：東京都23区における公共交通の現状と課題について 

 

 

 

 9:30 201. 佐藤翔太・鳥居寛太・古屋 睦・前田紀香（経済学部2年）：ドローンによる栽培方法の異

なる水稲のモニタリング 

 9:50 202. 前田浩希・中村俊介・森本健介・大隈璃子・荒井幹太（経済学部2年）：コシヒカリの生産

地にみる地理的特徴とその傾向 

◆口 頭 発 表◆ 

【第1会場：101～114】 9：30～12：20／13：30～15：40 

◆口 頭 発 表◆ 

【第2会場：201～216】 9：30～12：20／13：30～16：20 



10:10 203. 清水大樹・東谷梨央・中武碧唯（文理学部2年）：富山県黒部川扇状地における米づくり 

10:30 204. 須藤健介・水村 望（経済学部2年）・関根まりあ・斉藤 蒼（経済学部3年）：山梨県丹

波山村における農業関連法人の多業経営の実態と地域的役割 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩10分 10:50～11:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11:00 205. 谷泉礼珠・住吉透八・中島悠斗（経済学部3年）・安藤瑞希（経済学部2年）：山梨県丹波

山村における高齢者農業と在来種じゃがいも生産の実態 

11:20 206. 有坂友樹・齋藤菜々海・鈴木絵美・山内大誠（経済学部3年）：都市近郊地域におけるさつ

まいもを通した農商工連携の構築とその要因 

11:40 207. 斎藤蒼瑚・河口 誠・木村愛梨・村瀬 僚（経済学部2年）：埼玉県三芳町におけるさつま

いもを活用した6次産業化の実態と課題 

12:00 208. 上原脩也（経済学研究科・前期）：宮城県の清酒製造業における企業間連携の形成とその要

因 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼休憩70分 12:20～13:30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

13:30 209. 二口未菜（理工学研究科・前期）：富山県高岡市における銅器産業の構造の変化 

13:50 210. 笠原茂樹（理工学研究科・後期）：土岐市土岐津町における陶磁器産業の歴史的展開 

14:10 211. 宮川貴久（理工学研究科・前期）：福岡市における副都心構想に基づく再開発の地域差 

14:30 212. 大石治憲（理工学研究科・後期）：横浜市の中心部における都市機能の特性 ―横浜みなと

みらい21地区を事例に― 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩10分 14:50～15:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15:00 213. 宮川康佑（理工学研究科・前期）：栃木県宇都宮市におけるアクセシビリティ指標を用いた

コンパクトシティ政策の検証 

15:20 214. 黛 京子（理工学研究科・前期）：地理総合での地図とGISの活用における課題，小中学校

の地図教育との連携について 

15:40 215. 宇賀村芳太朗（本郷中・高）・清水和明（神奈川大）：高等学校「地理総合」における地理

情報システムの活用に向けた学習内容の検討と授業実施にあたっての課題 

16:00 216. 永野征男（日本大名誉教授）：鎌倉幕府「政庁」跡をめぐる保全策の混迷 

 

 

 

 9:30 301. 小俣優斗・山田彩夏・中川侑大・佐藤友香（文理学部2年）：堺駅及び堺東駅周辺の土地利

用について 

 9:50 302. 大西一巧・大山虎之介・長井 尊・沼田健汰・佐知亮太（文理学部2年）：堺市における商

店街の土地利用と業種構成の実態 ―山之口商店街と堺銀座商店街を中心に― 

10:10 303. 鷺山惟織・植松大貴・藤田遥香・南 玲音・山本菜穂子（文理学部2年）：堺市の中心商業

地における土地利用と業種構成 ―紀州街道とフェニックス通りを事例として― 

10:30 304. 嶋田龍之介・森本翔也・小島直樹・鹿間颯人（文理学部2年）：長崎新地中華街における土

地利用の経年変化 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩10分 10:50～11:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆口 頭 発 表◆ 

【第3会場：301～314】 9：30～12：20／13：30～15：40 



11:00 305. 吉武稜太（文理学部3年）・大窪悠斗（文理学部2年）：富山県宇奈月町下立における災害

危険性と住民の災害への意識の地域差 

11:20 306. 鬼崎 華（理工学研究科・前期）：房総半島中央部における縄文時代のシカ狩猟について 

11:40 307. 江藤 直（理工学研究科・前期）：鹿児島県悪石島における植生変化と人為が与えた影響 

12:00 308. 田畑 天・小倉彪睦・遠竹良汰（経済学部2年）：西日本豪雨における倉敷市真備町の被害

分析 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼休憩70分 12:20～13:30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

13:30 309. 大淵 拓（文理学部4年）：大田区南久が原地区の地価に与える台地・低地・傾斜地の影響 

13:50 310. 夏 和也（理工学研究科・前期）：ネパール・スンコシ川右岸の地すべり性地表変動の継続

性の検出に関する研究 

14:10 311. 木嶋陸駆・本間美宥・大田和藍人（文理学部2年）・奥村直木（文理学部3年）：佐渡島大

佐渡山地西側斜面における風衝地植生の特徴 

14:30 312. 細渕有斗（理工学研究科・前期）：大佐渡山地北部における北西斜面風衝地で見られる植生

とその成立要因 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩10分 14:50～15:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15:00 313. 長田強志（理工学研究科・後期）：鬼怒川源流域に成立する上部温帯林の植生動態と気候変

動による影響 

15:20 314. 小元久仁夫（元文理学部）：定年退職後12年間の研究成果 

 

 

 

 P401. 会田梨乃・伊藤さくら・佐藤尚侑・手塚雅空飛（文理学部2年）：黒部市生地地区における

水資源の豊かさとその背景 

 P402. 宇賀神優華・松本敢太・澤村星輝・友部凛太郎（文理学部2年）・諏訪 有（文理学部3年）：

黒部川扇状地の霞堤 

 P403. 浦岡敬太（文理学部2年）：大佐渡山地北部の稜線付近における植生の特徴 

 P404. 内藤匡翁（経済学部3年）・植杉太智・岡 亮友（経済学部2年）：白井駅前商店街の歴史的

変遷からみた店舗構成の特徴と商店街の機能変化 

 P405. 木村洸稀・山口大翔・大橋映子・高山和磨（経済学部2年）：山梨県丹波山村における観光

関連事業の現状と課題 

 

 

 

 

発表要旨集は，日本大学地理学会Webサイト「学術大会ページ」（https://dept.chs.nihon-

u.ac.jp/geography/geographical-association-of-nu/conference/）上で公開されます。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。 

◆ポスター発表◆ 

【第4会場：P401～P405】 9：30～15：40（コアタイム 12：30～13：15） 


