2015 年度

東北地理学会

秋季学術大会

プログラム

1. 期 日

2015 年 10 月 17 日（土）～18 日（日）

2. 会 場

上越教育大学学校教育実践研究センター（上越市西城町 1 丁目 7-2）

3. 日 程
10 月 17 日（土）
第 1 会場
第 2 会場

09:30- 人文

昼休み

13:00共通・人文

昼休み

13:48自然

18:00懇親会

10 月 18 日（日）巡 検
4. 懇親会
日時 10 月 17 日 18:00 から
会場 新潟県教職員互助会館高陽荘（上越市西城町 3 丁目 6-22）
会費 5,000 円（学生・院生 3,000 円）
5．巡 検
テーマ 「合併を繰り返した上越市の変貌 ―交通網の変化と自然環境―」
JR 高田駅（9:00）－ 直江津駅周辺 － 保倉川旧流路後 － 百間町（かつての交通拠点集落）－ 旧
安塚町（現上越市安塚区）－（12:00）－ 安塚コミュニティセンター（NPO 雪のふるさと安塚）・
利雪施設 － 岩野原葡萄園 － 高田平野東縁断層 － 国川地すべり － 上江用水 － JR 上越妙高駅
解散（16:00）※北陸新幹線 16:16 発東京行へ連絡
案内者：志村 喬，山縣 耕太郎，橋本 暁子（上越教育大），矢部 直人（首都大学東京）
定 員：20 名（申込順）
参加費：3,000 円
地形図：1/25,000 地形図「高田東部」，
「潟町」，「安塚」，
「新井」
6．交 通
上越教育大学学校教育実践研究センター
・鉄道利用：えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン高田駅から徒歩 10 分
・自動車利用：上信越自動車道「上越高田」で一般道へ降りて，約 10 分
7．宿 泊
上越市内のホテル等をご利用ください。
8．会場の略地図

第 1 会場 人文・共通分野
09:30～11:42，13:48～17:00（人文） 13:00〜13:48（共通） 発表＋討論時間 S：12＋8 分、L：20＋8 分
1-01

09:30 Lp 福井 駿（山形大・院）
：山形県庄内地方における観光客の観光行動

1-02

09:58 Lp

岩鼻 通明（山形大）
：再活性化する戸隠観光 その予察的考察

1-03

10:26 Lp

能津 和雄（東海大）
：九州横断バスの変遷と広域観光に与えた影響

1-04

10:54 Sp 増田 聡*（東北大）
・片岡 芳浩（健康保険組合連合会）
：地下鉄整備とバス路線再編の
影響：仙台市地下鉄東西線にみる八木山地区の事例

1-05

11:14 Lp

櫛引 素夫（青森大）：北陸新幹線開業直後における北信越地域の変化（速報）

＜昼食＞

1-06 13:00 Lp

瀧本 家康*（神戸大学付属中等教育学校）
・中村 美里*（神戸大学付属中等教育学校・
生徒）
：被災地に住む中高生を対象にした神戸学習モデルの提案

1-07 13:28 Sp

山内 洋美（塩釜高）：メンタルマップにみる高校生の世界認識－アフリカ・ラテンア
メリカ比較地誌授業に向けて－

1-08

13:48 Lp

初澤 敏生（福島大）
：防災教育における地理的視点の必要性

1-09

14:16 Sp 庄子 元*（東北大・院）
・小田 隆史（宮城教育大）
：学校避難所運営における災害情報
伝達の地域差：仙台市の一事例から

1-10 14:36 Sp 齋藤 万里恵（宮城大・院）
：農村地域移住者の地域愛着形成過程についての一考察
1-11

14:56 Sp

藤岡 悠一郎（東北大）
：山村におけるトチノミ利用の変化と地域間ネットワーク－滋
賀県高島市朽木の事例－

1-12

15:16

Lp

安食 和宏（三重大）
：1990 年代以降の不況期における北上山地・山村集落の就業構造
の変化

1-13 15:44

Lp

櫛引 素夫（青森大）：青森市幸畑団地における借り上げ空き家の活用事例と課題（第
1 報）

1-14 16:12 Sp 滕 媛媛（東北大・院）
：コペンハーゲンにおける建築物の用途転換（コンバージョン）
に関する考察
1-15 16:32 Lp 杉浦 直（岩手大・非）：シアトルの初期市街地－形成・発達に関する一考察

第 2 会場 自然分野

13:48～16:44 発表＋討論時間 S:12+8 分、L：20＋8 分

2-01

13:48 Sp 大月 義徳*（東北大）
・佐々木 明彦（信州大）
・KAUTI, Matheaus K.（South Eastern Kenya
Univ., Kenya）
・上田 元（一橋大）
・湯澤 樹（東北大・院）
・柳瀬 咲子（東北大・院）：
中央ケニア、半乾燥 Laikipia 平原牧畜地域のガリー浸食と土地資源利用

2-02

14:08 Sp 今野 明咲香（東北大・院）
：秋田駒ヶ岳北方のオオシラビソ小林分における過去 4,000
年間の植物珪酸体分析

2-03

14:28 Lp 北村 繁*（弘前学院大）
・小田 寛貴（名古屋大）
・伊藤 伸幸（名古屋大）
：イロパンゴ
カルデラ 4～6 世紀噴火の高精度放射性炭素年代測定の試み

2-04

14:56 Lp

2-05

15:24 Sp 伊藤 晶文*（山形大）
・小岩 直人（弘前大）
・武田 開（東北大・院）
：宮城県井土浦周
辺における 2011 年東北地方太平洋沖地震津波後の地形変化－DEM および SfM 処理に
よる DSM を用いた検討－

2-06

15:44 Sp 武田 開*（東北大・院）
・小岩 直人（弘前大）
・葛西 未央（弘前大・研）
：青森県八戸
市大須賀海岸における東北地方太平洋沖地震津波後の海浜地形変化

高橋 伸幸*（北海学園大）
・清水 長正（駒沢大・非）
：大雪山白雲岳火口湖の形成と消
滅

2-07 16:04 Sp

葛西 未央（弘前大・研）：青森平野の浜堤で得られたボーリング試料に基づく縄文海
進期以降の古環境に関する考察

2-08 16:24 Sp

小岩 直人*（弘前大）・葛西 未央（弘前大・研）・亀井 翼（上高津貝塚ふるさと歴史
の広場）
・上條 信彦（弘前大）
：秋田県馬場目川の河川争奪と中山遺跡の地形環境

