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2016年度地理学教室関連記事

＜地理学科＞

＊2016年度在籍学生数（11月現在）

1 年　141名

地域文化研究専攻：71名

地域環境研究専攻：70名

2 年　150名

地域文化研究専攻：80名

地域環境研究専攻：70名

3 年　128名

地域文化研究専攻：65名

地域環境研究専攻：63名

4 年　151名

地域文化研究専攻：82名

地域環境研究専攻：69名

合計　570名

地域文化研究専攻：298名

地域環境研究専攻：272名

＊地理学科スタッフ

学科主任　田中　靖

専任教員12名　江口　卓・小田匡保・櫻井明

久・佐藤哲夫・須山　聡・高木正博・高橋健

太郎・田中　靖・𡈽谷敏治・橋詰直道・平井

幸弘・鈴木秀和

兼任教員 2名　清水善和・山縣　毅（総合教育

研究部自然科学部門）

非常勤講師22名　生田清人・石井久生・市川

清士・伊藤修一・伊藤慎悟・伊藤道治・王尾

和寿・川元豊和・清水長正・鈴木毅彦・角田

清美・鄭　美愛・羽田麻美・平井史生・柳田 

誠・矢延洋泰・山口太郎・山本　充・湯田ミ

ノリ・吉田健洋・李　小妹・渡邉盾夫

＊地理学科公開講演会 

第 1回　櫛引素夫（青森大学社会学部教授）：

整備新幹線を考える―北海道・東北・北陸・

九州の事例から―，6月23日（木）13 ： 00－

14 ： 30，1号館403

第 2回　遠藤宏之（（株） ネクストパブリッシン

グ）：G空間時代の地図の役割，10月21日

（金）10 ： 40－12 ： 10，8号館257

第 3回　高橋　洋（日本ブータン友好協会理

事）：ブータン～地図のない国の歩き方，11

月24日（木）14 ： 40-16 ： 10，1号館402

＊地理学談話会

7月28日（木）14 ： 00－15 ： 30，特研－地理学 2

杉本　惇（駒澤大学大学院修士課程 2年）：初

めてのインド

佐藤哲夫（駒澤大学地理学科教授）：ビハール

のアハール－ビハール州南部の伝統的水利シ

ステム

鈴木秀和（駒澤大学地理学科准教授）：インド

における地下水事情－ビハール州南部におけ

る現地調査報告

＊定年退職教員最終講義

1月6日（金）13 ： 00－14 ： 30，中央講堂

高木正博：川とともに半世紀－川をとおして地

理を学ぶ－

＊地域調査入門・地域文化調査法・地域環境調査

　法・地域文化演習・地域環境演習

地域調査入門（2単位）

櫻井明久　地域：大田原市周辺，5月29日～6

月1日（3泊 4日），参加学生24名

 テーマ：那須地域の農業・農村と田舎町

須山　聡　地域：奄美大島宇検村、宇検集落，

9月9日～12日（2泊 3日），参加学生20名

 テーマ：離島の地理学入門

平井幸弘　地域：琵琶湖西岸安曇川三角州，11
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月20日～22日（2泊 3日），参加学生17名

 テーマ：琵琶湖に注ぐ安曇川の自然と恵み

地域文化調査法（4単位）

小田匡保　地域：福井県大野市，10月12日～

15日（3泊 4日），参加学生 7名

 テーマ：大野市の人文地理

櫻井明久　地域：北九州市・飯塚市，10月29

日～11月2日（4泊 5日），参加学生 2名

 テーマ：地誌的研究

佐藤哲夫　地域：那覇市，6月28日～7月1日

（3泊 4日），参加学生15名

 テーマ：那覇市のまちづくり

須山　聡　地域：奄美大島，6月24日～29日

（4泊 5日），参加学生10名

 テーマ： 集落点検

高橋健太郎　地域：長野県栄村，6月20日～24

日（4泊 5日），参加学生11名

 テーマ：農山村の暮らしと産業

地域環境調査法（4単位）

江口　卓　地域：鹿児島県屋久島，10月12日

～15日（3泊 4日），参加学生11名

 テーマ： 屋久島の気候と環境

鈴木秀和　地域：群馬県嬬恋村・長野原町とそ

の周辺，7月5日～8日（3泊 4日），参加学

生16名

 テーマ： 浅間山の自然環境と観光

平井幸弘　地域：青森県下北半島東岸の小川原

湖，10月8日～11日（3泊 4日），参加学生

14名

 テーマ： 湖沼をめぐる環境問題とワイズユース

地域文化演習（4単位）

𡈽谷敏治　地域：豊橋市・名古屋市・田原市，

10月18日～21日（3泊 4日），参加学生15名

 テーマ： 公共交通を中心とした都市問題

橋詰直道　地域：長野県松本市，10月22日～

25日（3泊 4日），参加学生11名

 テーマ： 松本城を中心としたまちづくり

地域環境演習（4単位）

高木正博　地域：荒川上流および下流，10月4

日・15日（日帰り），参加学生 7名・7名

 テーマ： ダム群による水資源開発，治水と河

川敷利用

田中　靖　地域：東京，5月3日・4日・5日

（日帰り），参加学生17名

 テーマ： 東京の地形とGIS

＊「駒澤地理」第52号（2016年 3月10日発行）

橋詰直道・稲田康明 :静岡県函南町の別荘地に

おける定住化と高齢化の進展─南箱根ダイヤ

ランド別荘地の事例─．1-22.

𡈽谷敏治：新駅開業に対する利用者と市民の評

価 ―高田の鉄橋駅を事例として―．23-40.

角田清美：東京都心部の小地形と海岸線の変

化．41-64.

山口太郎：長崎市東山手・南山手地区における

観光空間の再編成．65-80.

加藤　潔：関東山地東部，埼玉県浦山地域～名

栗地域の秩父累帯中のメタガブロ．81-93.

書評

本多健一著：『中近世京都の祭礼と空間構造―

御霊祭・今宮祭・六斎念仏―』（小田匡保）．

95-100.

伊藤徹哉・鈴木重雄・立正大学地理学教室編：

『地理を学ぼう―地理エクスカーション』（伊

藤修一）． 101-103.

2015年度地理学教室博士論文要旨．105-106.

2015年度地理学教室卒業論文論題一覧．107-

110.

2015年度地理学教室関連記事．111-113.

＜応用地理研究所＞

＊応用地理研究所スタッフ

所長　高木正博

所員　19名（所長を含む）

＊専門研究員の受け入れ

伊藤慎悟・今井理雄・大槻　涼・瀬戸寿一・山

口太郎・Phonpat HEMWAN（ポンパット・

ヘムワン）（6名）：2016年 4月1日～2017年
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3月31日

＊「地域学研究」第29号（2016年 3月28日発行）

Phonpat HEMWAN, Tetsuo SATOH and Kei 

KURUSHIMA ：Local Land Use Planning with 

PGIS in Protected Areas of Thailand．1-19.

泉ゆうき・小田匡保：青森県における方言の地

域差と世代差―津軽・南部地方境界地域の調

査から―．21-33.

髙井寿文：手描き地図からみたバングラデシュ

農村地域の人々の空間認知．35-44.

小田匡保：高校の地理教育における宗教の取り

扱い．45-52.

＜大学院地理学専攻＞

＊2016年度在籍大学院生

修士課程

2年： 大野有里沙・杉本　惇・本田　覚・

　　　松浦　誠

＊大学院地理学専攻スタッフ

専攻主任　江口　卓

専任教員12名　江口　卓・小田匡保・櫻井明

久・佐藤哲夫・須山　聡・高木正博・高橋健

太郎・田中　靖・𡈽谷敏治・橋詰直道・平井

幸弘・鈴木秀和

非常勤講師 2名　王尾和寿・柳田　誠

＊発表会

修士論文中間発表会

2016年 9月22日（木）16 ： 30－18 ： 30，

 特研－地理学 2，発表者 4名

修士論文発表会

2017年 1月21日（土）13 ： 30－15 ： 20

  駒澤大学深沢キャンパス・2-1 講義室

松浦　誠：明治期～昭和戦前期における天理教

信者の団体参詣

本田　覚：沼津市の都市構造と中心商店街の変

化

大野有里沙：山村における伝統工芸の存在意義

―長野県栄村の猫つぐらを事例に―

杉本　惇：箱根山におけるイベント降水の安定

同位体比特性

＊「駒澤大学大学院地理学研究」第44号

（2016年 4月28日発行）

松浦　誠：天理教信者の教団本部団体参詣．

1-16.

本田　覚：長岡市大手通商店街における変容と

都心回帰．17-25.

大野有里沙：ボルネオ島における熱帯果物の季

節性と気候の関係．26-34.

杉本　惇：箱根における降水安定同位体比の季

節変動．35-45.

平成27年度 博士論文要旨．46-53.

＊第32回紫竹学林会（大学院地理学専攻OB会）

　最終講義・総会・懇親会

2017年 1月21日 （土）15 ： 30－19 ： 30

最終講義　15 ： 30－17 ： 00，駒澤大学深沢キャ

ンパス・アカデミーホール

高木正博先生：都市の川と水―中小河川の水質

を調べて―

総会　17 ： 00－17 ： 20，駒澤大学深沢キャンパ

ス・アカデミーホール

懇親会　17 ：20－19 ：00，駒澤大学深沢キャン

パス・洋館大ホール


