2011 年度 東北地理学会 秋季学術大会
プログラム

1.

期 日

2011 年 10 月 8 日（土）～9 日（日）

2.

会 場

仙台市戦災復興記念館 （下図参照）
〒980-0804 仙台市青葉区大町 2-12-1 Tel 022-263-6931

3.

日 程
10 月 8 日（土）
午前 第１会場（5 階） 自然分野
第２会場（4 階） 人文分野
午後 第１会場（5 階） 共通分野 －東日本大震災関連－
10 月 9 日（日）
午前 第１会場（5 階） 共通分野 －東日本大震災関連－
午後 第１会場（5 階） シンポジウム
「東日本大震災からの復興に向けて－地理学からの提言－」

4.

懇親会

会場 ホテルリッチフィールド仙台 10 階
会費 5,000 円（学生・院生 3,500 円）

5.

会場の略地図

仙台駅から徒歩 20 分
市営バス「東北公済病院前」下車徒歩 5 分
地下鉄「広瀬通駅」下車徒歩 10 分

研究発表
発表＋討論時間 S：12＋8 分 L：20＋8 分 使用機器 p：プロジェクター *：口頭発表者

10 月 8 日（土）
第１会場 自然分野
1-01

10:00

Sp

葛西未央*（弘前大・院）
・小岩直人（弘前大）
・伊藤晶文（鹿児島大）：化石
珪藻群集に基づいた青森県十三湖の砂州地形の発達に関する考察

1-02 10:20 Sp 木村和雄（沖縄高専）
：沖縄島北東部の河川沿岸における遡上サンゴ礫につい
て
1-03

10:40

Sp

佐々木明彦*・槇拓登・鈴木啓助（信州大）：北アルプス涸沢圏谷における積
雪深の観測

1-04 11:00 Lp 曽根敏雄*（北海道大）
・原田鉱一郎（宮城大）
：北海道大雪山の永久凍土丘の
最近の変化
第 2 会場 人文分野
2-01

09:30 Lp

浅井一浩（東北大・院）： 宮城県における耕作放棄地の拡大要因と再利用形
態

2-02

09:58 Lp 遠藤匡俊*・土井宣夫（岩手大）：文政 5（1882）年の有珠山噴火によるアイ
ヌの死亡者数と火砕流の到達範囲

2-03 10:26 Lp 日野正輝*（東北大）
・S. Yongvanit・B. Putsyainunt・B. Koithong（Khon Kaen
Univ.）
・馮雷・丹羽孝仁（東北大・院）
：タイ農村部における世代による学歴・
就業の差異－東北地方の農村を事例にして－
2-04 10:54 Lp 杉浦直（岩手大）
：リトルトーキョー再訪－再開発は最終段階へ－
2-05 11:22 Sp 吉田剛（宮城教育大）：香港中学校地理カリキュラムの構成
第１会場 共通分野 －東日本大震災関連－
1-05 13:00 Lp 小岩直人*・片岡俊一（弘前大）
・葛西未央・磯野挙寛（弘前大・院）
・山口温
海（弘前大・学）
：東北太平洋沖地震に伴う青森県三沢市の津波被害と地形条
件
1-06 13:28 Lp 岩船昌起（志學館大）
：東日本大震災における宮古市街地での津波の動態－市
庁舎５階から撮影した「津波映像」の解析－
1-07 13:56 Sp 初澤敏生（福島大）
：岩手県におけるサケ養殖施設の被災と復旧への動き－宮
古市津軽石川を例に－
1-08 14:16 Lp 米地文夫（ハーナムキヤ景観研究所）
・三浦修*：
「三陸リアス海岸」という地
域認識の功罪について－東日本大震災の遺した問題点－

1-09 14:44 Sp 岩鼻通明（山形大）
：山形国際ドキュメンタリー映画祭と地域のつながり－震
災特集を中心に－
1-10

15:04

Sp

檜垣大助*（弘前大）
・土谷樹生（弘前大・学）
・対馬美紗（弘前大・学）：東
北地方太平洋沖地震における仙台市丘陵宅地の斜面変状

1-11 15:24 Sp 阿子島功（福島大）
：2011 年東北地方太平洋沖地震による宮城県南部および福
島県の地盤災害
1-12 15:44 Sp 青木孝文*（東北大・学）
・上田元（東北大）
・黒崎紗永香（東北大・学)・大月
義徳（東北大）
：東日本大震災における地下埋設管破損と仙台市当局の対応
1-13

16:04

Sp

黒﨑紗永香*（東北大・学)・大月義徳(東北大)・青木孝文(東北大・学)・上田
元(東北大)：東日本大震災における地下埋設管破損箇所の地形・地盤条件

1-14 16:24 Lp 山田浩久*（山形大）
・宮本景太郎・川端不美二（マっぷ仙台 M96）
：防災施設
が住民の防災意識に及ぼす影響
1-15 16:52 Sp 古市剛久（東京農工大）
：発展途上国における自然災害対応での必要情報とそ
の収集経路－ミャンマー・サイクロン・ナルギス災害での検証－

10 月 9 日（日）
第１会場 共通分野 －東日本大震災関連－
1-16 09:30 Lp 西城潔*（宮城教育大）
・星孝平（宮城教育大・学）
：福島市渡利地区における
放射線量分布の特徴
1-17

09:58 Lp

関根良平（東北大）
：「放射能」は「地元」にどのように伝えられたのか－自
治体の情報発信と報道に注目して考える－

1-18 10:26 Sp 鈴木雅寿（山形大・院／寒河江中部小）
：防災教育の視点から見た小学校学習
指導要領の分析と社会科と他教科・領域の学習内容を関連させた防災学習の
提案
1-19 10:46 Lp 櫛引素夫（弘前大地域社会研究会）
：東日本大震災へのメディアの対応－東北
の地方紙を中心に－
1-20

11:14 Sp 日高良友*・多田忠義・浅井一浩（東北大・院）・関根良平（東北大）：東日本
大震災に伴う風評の特徴と波及構造－仙台市及び会津地方を事例に－

1-21 11:34 Lp 高野岳彦（東北学院大）
：2010 年・女川の地域づくり－復興への記憶として－
1-22 12:02 Sp 阿部隆（日本女子大）
：住民基本台帳人口移動報告からみた東日本大震災後の
東北地方各県の人口移動動向

第１会場 シンポジウム 13:30～16:50
「東日本大震災からの復興に向けて－地理学からの提言－」
13:30 挨拶 杉浦直会長
13:35 今野修平（元・大阪産業大）
：復興への課題－対応策からの抽出－
14:00 松本秀明（東北学院大）
：巨大津波･巨大洪水についての災害履歴を復興でどう取り扱うか
14:25 村山良之（山形大）
：防災教育の課題－地理学･地理教育の役割－
14:50 宮原育子（宮城大）
：世界に開いた観光交流の地域づくり
15:15 増田聡（東北大）
：復興（都市）計画の課題－土地利用と産業再生－
15:50 総合討論
コメント 阿子島功（福島大）
，日野正輝（東北大）

