2014 年度

東北地理学会 秋季学術大会
プログラム

1. 期 日

2014 年 10 月 11 日（土）～12 日（日）

2. 会 場

山形大学 基盤教育 2 号館（〒990-8560 山形県山形市小白川町 1 丁目）

3. 日 程
10 月 11 日（土）
第 1 会場
第 2 会場

09:30- 自然
09:30- 人文

昼休み

13:10- 自然

昼休み

13:10人文・共通

18:00懇親会

10 月 12 日（日）巡 検
4.懇親会

日時 10 月 11 日 18:00 から
会場 山形大学厚生会館（山形市小白川 1 丁目）
会費 4,000 円（学生・院生 3,000 円）

5．巡 検
テーマ 「重要文化的景観のまち左沢を歩く」
JR 左沢駅（10:20）－ 日本一公園（国史跡「楯山城跡」中世山城）－ ＜昼食＞
－ JR 左沢駅付近（12:30）－ 原町通りの町並み － 最上川河港
－ 左沢藩小漆川城跡 － 巨海院山門（旧城門） － 歴史民俗資料館
－ JR 左沢駅（16:00）
参考 JR 左沢線時刻 09:31 山形発－10:14 左沢着，16:16 左沢発－17:00 山形着
案内者：岩鼻 通明，阿子島 功，八木 浩司，山田 浩久，伊藤 晶文（山形大学）
定 員：20 名（申込順）
参加費：無料
地形図：1/25,000 地形図「左沢」

6．交 通 山形大学小白川キャンパス
・JR 山形駅前から県庁行きで山形南高校前（山大入口）下車，そこから徒歩 5 分
・JR 仙台駅前から高速バス約 65 分で山形南高校前（山大入口）下車，そこから徒歩 5 分
・JR 山形駅前から徒歩約 20 分
7．宿 泊
山形市内のホテル等をご利用下さい。

第 1 会場 自然分野

09:30〜12:06 13:10〜15:26 発表＋討論時間 S：12＋8 分、L：20＋8 分

1-01 09:30 Lp 相原 淳一（東北歴史博物館）
：特別名勝松島における防潮堤整備に関す
る覚書－特に、チリ地震津波最大波高に関して－
1-02 09:58 Sp 今泉 俊文*・岡田 真介（東北大）
・楮原 京子（山口大）
・八木 浩司
（山形大）
：山形盆地西縁断層帯の活構造とセグメント区分
1-03 10:18 Sp 岡田 真介*・今泉 俊文（東北大）
・楮原 京子（山口大）
・越後 智雄
（地域地盤環境研究所）
・八木 浩司（山形大）・和田 茂樹・澤田 明
宏・平松 良浩（金沢大）：山形盆地西縁断層帯北部を横断する反射法
地震探査および重力探査
1-04 10:38 Lp 石村 大輔（東北大）
：西南日本における河成段丘の形成過程：近江盆地
と伊勢湾西岸地域を例として
1-05 11:06 Sp 小元 久仁夫*（元日本大）
・大村 纂（スイス国立工科大）
：ローヌ氷河
（スイス）の急速な後退とローヌ湖の誕生―写真と資料による―
1-06 11:26 Sp 小岩 直人*・檜垣 大助（弘前大）・Sohan Ghimire（James Hutton
Institute）
・葛西 未央（弘前大・院）・Tara Bhattarai(EMRC Geotech
Service)・Kihor K. Kariki(DSC)・Shanmukheshu Amatya(DWDP)：シワリク
丘陵東部カジューリ川流域における 20 世紀後半以降の環境変化と河床
変動
1-07 11:46 Sp 檜垣 大助*（弘前大）
・小岩 直人（弘前大）
・Sohan Ghimire（James Hutton
Institute）
・葛西 未央（弘前大・院）
・Kishor K. Karki(DSC)：ネパールト
リスリ郡の JICA プロジェクトモデルサイトにおける土壌侵食防止対策
箇所 15 年間の変化
＜昼食＞
1-08 13:10 Sp 八木 浩司*（山形大）
・早田 勉（火山灰考古学研究所）
・伴 雅雄（山
形大）
：向町カルデラ・赤倉カルデラ内のテフラと地形
1-09 13:30 Sp 塩澤 健（東北大・院）
：山形盆地北部における活断層の分布と地形発達
1-10 13:50 Sp 阿子島 功：2011.3.11 東北地方太平洋沖地震による地盤災害（5）
1-11 14:10 Sp 山縣 耕太郎（上越教育大）：高田城下町の形成と近世の水害
1-12 14:30 Lp 村山 良之*（山形大）
・山内 太（京都産業大）
：天保期の上田領上塩尻
における不作の原因について
1-13 14:58 Lp 阿部 裕介*（宮城大・院）
・高橋 信人（宮城大）
：東北地方における強
風発生時の大気場とその年々変動

第 2 会場 人文分野

2-01

09:30

Lp

2-02 09:58 Lp
2-03 10:26 Lp
2-04

10:54

Sp

2-05 11:14 Lp
2-06 11:42 Lp

09:30～12:10 13:10～16:02 発表＋討論時間 S:12+8 分、L：20＋8 分

山田 浩久（山形大）：人口減少下における地方零細都市の持続可能性
―山形県東根市の事例―
山口 泰史（東北公益文科大）
：東北地方の市町村における高齢者世帯の
将来動向―2040 年の推計値から―
阿部 隆*（日本女子大）
・和田 美里（日本年金機構）
・亀山 有美（東
急リバブル）
：東京大都市圏の地理的縮退―郊外における諸相―
福井 駿（山形大・院）：山形県庄内地方に訪れる観光客の観光動態
―日本海きらきら羽越観光圏の検証―
能津 和雄（東海大）
：黒川温泉と熊本県及び大分県における宿泊者数の
相関関係について
松山 薫（東北公益文科大）
：昭和初期の鳥瞰図にみる山形県湯野浜温泉
周辺の観光資源
＜昼食＞

2-07 13:10 Lp 岩鼻 通明*（山形大）
・加藤 和徳（岩手大・院）
：置賜盆地の村絵図に
描かれた石造物
2-08 13:38 S 遠藤 匡俊（岩手大）
：1822 年の有珠山噴火による被災者の熱傷の程度の
推定
2-09 13:58 Lp 島田 周平（東京外国語大）：ナイジェリアの地域紛争に見る「地域性」
を考える
2-10 14:26 Lp 大和田 美香（東北大・院）
：ルワンダにおけるビジネス振興とコミュニ
ティ開発―一村一品運動を事例として―
2-11 14:54 Sp 香川 貴志（京都教育大）
：上海市黄浦区泰康路田子坊地区における居住
空間と創意(創造)空間の商業化
2-12 15:14 Lp 佐々木 達*（札幌学院大）
・関根 良平（東北大）
・蘇徳斯琴（内蒙古大）
・
小金澤 孝昭（宮城教育大）：中国内モンゴルにおける農民専業合作社
の形態と地域性
2-13 15:42 Sp 庄子 元*（東北大・院）・鈴木 勇人（元宮城教育大・学）・小金澤 孝昭
（宮城教育大）：岩手県一関市における農業生産法人による農地利用の
再編
第 2 会場 共通分野

16:02〜16:58 発表＋討論時間 L：20＋8 分

2-14 16:02 Lp 山本 耕三（熊本大）
：東日本大震災発生から 2 年半までの石巻市中心市
街地における店舗の復旧状況
2-15 16:30 Lp 米地 文夫（ハーナムキヤ景観研究所）
：井上ひさしにとっての川西町と
一関市の地理的状況・1945～49 年―反戦・反原爆・反中央的作品の原点―

