2019 年度

東北地理学会 春季学術大会
プログラム

1．期 日

2019 年 5 月 18 日（土）～19 日（日）

2．会 場

東北大学 青葉山北キャンパス（下図参照）
〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3

3．日 程
5 月 18 日（土）

第 1 会場
第 2 会場

評議会
9:00～
人文

（右下会場を
参照）

13:15～
自然
13:15～
人文

16:30～
総会

5 月 19 日（日）

第 1 会場

10:00～
自然

第 2 会場

9:00～
人文

4．懇親会

13:00～
共通

第 1 会場：A 棟 2 階第 1 共通講義室
第 2 会場：青葉サイエンスホール
評議会：A 棟 2 階第 2 共通講義室
会員控室①：A 棟 2 階第 3 共通講義室
会員控室②：多目的室

日時 5 月 18 日（土）18:00 から
会場 Buddy’s Table（青葉山みどり厚生会館 地下鉄｢青葉山駅｣南 1 出口すぐ）
会費 5,000 円（学生・院生

2,000 円）

5．会場略地図

青葉山北キャンパス：仙台駅
より地下鉄東西線「八木山動
物公園」行き乗車、
「青葉山」
駅下車（
「北 1 出口」よりキ
ャンパス直結、片道 250 円）
Buddy’s Table（懇親会会場）

5 月 18 日（土）第 1 会場 自然
発表＋討論時間

S:12＋8 分、L:20＋8 分

13：15～15:47
使用機器 p:プロジェクタ *：口頭発表者

1-01 13:15 Sp 壇 綾女（弘前大・院）
：岩木山南麓における後期更新世以降の火砕流の二次堆積に伴
う河道変遷
1-02 13:35 Lp 三條 竜平（東北大・院）
：北海道屈斜路カルデラにおける後カルデラ火山活動下の地
形面形成と変形
1-03 14:03 Lp 小松原 琢（産総研）
：1694 年元禄能代地震の地殻変動
1-04 14:31 Lp 黒木 貴一*(福岡教育大)・後藤 健介(大阪教育大)・池見 洋明(九州大)：GNSS 受信機
の計測に基づく雲仙の地形変化分析
1-05 14:59 Sp 慕希叶*（東北大・院）
・米澤 千夏（東北大）
：人工衛星リモートセンシンによる宮城
県大崎市川渡地区の草地面積の時系列変化
1-06 15:19 Lp 小元 久仁夫（元日本大）*・南 雅代（名古屋大）
・大八木 英夫（南山大）
・池田 晃子
（名古屋大）
：宮古島南東海岸に発達する固結砂層と 湧水の特徴
＜総会（第 2 会場） 16:30～17:30＞

5 月 18 日（土）第 2 会場
発表＋討論時間

人文分野

S:12＋8 分、L:20＋8 分

09:00～16:15
使用機器 p:プロジェクタ *：口頭発表者

2-01 09:00 Lp 佐川 大輔（東北大・院）：鉄道路線の廃止が沿線自治体に及ぼす影響
2-02 09:28 Lp 今川 諒*（東北大・院）
・磯田 弦（東北大）
：地下鉄駅開業に伴う住民の移動手段の変
化および転出入－仙台市地下鉄東西線を事例として－
2-03 09:56 Lp 櫛引 素夫*（青森大）
・竹内 紀人（青森地域社会研究所）
・野里 和廣（元青森地域社
会研究所）
：整備新幹線沿線における開業後の変化の概観－九州・北陸・東北・北海道
2-04 10:24 Sp 藤崎 浩幸*（弘前大）
・佐藤 駿（元弘前大・学）: 宮城県気仙沼市における市（朝市，
みなとでマルシェ）の出店者と来店者
2-05 10:44 Sp 稲葉 雅子（東北大・研）: 東日本大震災後、南三陸町観光協会がもたらす効果
2-06 11:04 Lp 高野 岳彦（東北学院大）: 復興特需期の仙台市の人口増減分布と属性変化
2-07 11:32 Sp 柳津 英敬（東北大・院）: 仙台市おける観光動態の特徴
＜昼休み

11:52～13:15＞

2-08 13:15 Lp 木戸口 智明（宮城教育大・院）
：宮城県大崎市における集落営農組織の存立形態
2-09 13:43 Lp 庄子 元（青森中央学院大）
：大崎耕土における農地利用ガバナンスの変容
2-10 14:11 Sp 佐々木 達（宮城教育大）
：南海トラフ地震を見据えた和歌山県の農業集落の状態－東
日本大震災との比較を念頭に－
2-11 14:31 Lp 西原 純（静岡大・非）: 東北地方市町村のまち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」
の策定と今後の課題
2-12 14:59 Lp 初澤 敏生（福島大）: 福島県喜多方市における製造業の特性
2-13 15:27 Sp 村山 良之*（山形大）・高橋 基泰（愛媛大）: 近世上田領上塩尻村の人口－婚姻と養
子に注目して－
2-14 15:47 Lp 駒木野 智寛（岩手大・非）: 縄文時代中期後半の山形県域における集落遺跡の地理学
的研究
＜総会（第 2 会場） 16:30～17:30＞

5 月 19 日（日）第 1 会場
発表＋討論時間

自然分野

S:12＋8 分、L:20＋8 分

10:00～12:04
使用機器 p:プロジェクタ *：口頭発表者

1-07 10:00 Lp 大貫 靖浩*・阪田 匡司・玉井 幸治・清水 貴範（森林総研）
・Keth Samkol・Chann Sophal
（カンボジア森林野生生物開発研究所）
：カンボジアの平地乾燥常緑林・落葉林におけ
る土壌呼吸フラックスと土壌含水率・地温との関係
1-08 10:28 Lp 高橋 伸幸（北海学園大）：アポイ岳山麓における逆転層の形成
1-09 10:56 Lp 近藤 有史*（東北大・院）
・大月 義徳（東北大）
：新第三紀堆積岩地域における崩壊地
の土層生成－宮城県富谷丘陵の事例－
1-10 11:24 Sp 阿子島 功（元山形大）
：扇面の微地形と洪水史料３例
1-11 11:44 Sp 古市 剛久*（北海道大）
・西城 潔（宮城教育大）
：
「地表の形」に注目する地域地形観
察会を通じた地理教育および環境教育

5 月 19 日（日）第 2 会場
発表＋討論時間

人文分野・共通分野

S:12＋8 分、L:20＋8 分

人文 09:00～12:08

共通 13:00～16:48

使用機器 p:プロジェクタ *：口頭発表者

2-15 09:00 Lp 杉谷 真理子（松江高専）
：景観計画区域における一般住宅と住民の意識－島根県松江
市の景観形成区域を事例として－
2-16 09:28 Lp 杉浦 直（元岩手大）
：シアトル・パイオニアスクエア－第５報 都市歴史保全の理念
と手法
2-17 09:56 Lp 山田 浩久（山形大）
：東日本大震災の人的被害による市街地再編の歪み
2-18 10:24 Sp 三原 昌巳（神奈川大）
：三次医療圏外患者の流入動向とその要因－函館市の事例医療
施設に基づく一考察－
2-19 10:44 Lp 小金澤 孝昭（宮城教育大）
：労働市場の変化と農業担い手層の動向－秋田湯沢地域を
事例に－
2-20 11:12 Lp 関根 良平*・磯田 弦（東北大）
・吉武 くらら（元東北大・学）
：沖縄県東村における
移住者と地域の対応
2-21 11:40 Lp 堀本 雅章（法政大）
：限界集落における観光地化と住民意識－沖縄県宮古島市大神島
大神集落における 2014 年と 2018 年の比較－
＜昼休み

12:08～13:00＞

3-01 13:00 Sp 瀧本 家康（宇都宮大）
：地理・地学におけるオンラインマップを活用した地形と地質
に関する授業開発－地形は地質がつくる－
3-02 13:20 Sp 山内 洋美（宮城県塩釜高）
：東日本大震災の影響を受けた地域を「地理総合」で扱う
ための教材開発の試み
3-03 13:40 Lp 磯田 弦（東北大）
：地理講義小ネタ集－｢季刊地理学｣の教育における利用にむけて－
3-04 14:08 Sp 北村 繁（新潟大）
：スマートフォンを用いた空中写真の実体視 ～大学の教職・一般教
育科目での地形の学習における実践例～
3-05 14:28 Lp 西城 潔*・溝田 浩二（宮城教育大）
：天竜川上流域のざざ虫漁に関わる河川環境
3-06 14:56 Lp 阿部 隆（東北大・院）
：自然災害に関する日本の地理学界の研究動向（続報）－自然
災害研究における「地理学」の地歩と「学会」の責任－

3-07 15:24 Lp 岩動 志乃夫（東北学院大）
：経済成長に伴う中国東北地方の景観変容 2－自然保護区
の整備・牧畜産業・商業市場を事例として－
3-08 15:52 Lp 中川 重（元山形大）
：「無雪歩道」の街山形－克雪都市整備の一例として－
3-09 16:20 Lp 三浦 修（元岩手大）
：植生景観からみた用語「屋敷森」の造語過程と用語としての適
性

