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2017年度地理学教室関連記事

＜地理学科＞

＊2017年度在籍学生数（11月現在）

1 年　180名

地域文化研究専攻：100名

地域環境研究専攻：80名

2 年　141名

地域文化研究専攻：70名

地域環境研究専攻：71名

3 年　145名

地域文化研究専攻：79名

地域環境研究専攻：66名

4 年　144名

地域文化研究専攻：73名

地域環境研究専攻：71名

合計　610名

地域文化研究専攻：322名

地域環境研究専攻：288名

＊地理学科スタッフ

学科主任　高橋健太郎

専任教員12名　江口　卓・小田匡保・櫻井明

久・佐藤哲夫・須山　聡・高橋健太郎・田中 

靖・𡈽谷敏治・橋詰直道・平井幸弘・鈴木重

雄・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23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・田中　圭・鄭　美愛・羽田麻美・平井史

生・柳田　誠・矢延洋泰・山川信之・山口太

郎・山本　充・湯田ミノリ・吉田健洋・渡邉

盾夫

＊研究員

鄭　国全（中国浙江農林大学，副教授），2017

年11月24日～2018年11月23日

＊在外研究 （国内長期）

田中　靖：2017年4月1日～2018年3月31日

 研究機関： 東京大学空間情報科学研究セン

ター

 研究テーマ：地理空間情報の地形学的応用

＊地理学科公開講演会

第 1回　目代邦康（日本ジオサービス株式会社 

代表取締役）：地質･地形遺産を守り活用す

るジオパーク，6月23日 （金）13 ： 00－14： 30 

1号館204

第 2回　浅川俊夫（東北福祉大学准教授）：「地

理総合」 をめぐって，10月16日 （月）14 ： 40－

16 ： 10，1号館302

第 3回　中川聡史（埼玉大学教授）：ドイツと

日本の国際人口移動と外国人居住者の増加，

11月20日 （月）10 ： 40－12 ： 10，1号館302

＊地理学談話会（於：特研－地理学 2）

第 1回　鈴木重雄：里山における竹林の拡大，

5月11日 （木）17 ： 20－18 ： 30

第 2回　佐藤哲夫・江口　卓・鈴木秀和：ブー

タン予備調査報告，7月25日 （火）16 ： 00－

17 ： 30

第 3回　鄭　国全（中国浙江農林大学）：中国

浙江省における観光業の現状と課題，ペマ・

ワンダ （Pema Wangda） （ブータン農林省森林

公園局）：ブータンヒマラヤの植生型 （Forest 

vegetation types of the Bhutan Himalayas），

カカ（Kaka） （ブータン農林省森林公園局）：

ブータンヒマラヤの流域管理（Watershed 

managements in the Bhutan Himalayas），1月

25日 （木）13 ： 00－15 ： 30
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＊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・那須塩原市，5月

29日～6月1日（3泊 4日），参加学生 9名

 テーマ：那須野ケ原の自然と生業

須山　聡　地域：奄美大島宇検村，宇検集落，

9月8日～ 11日（3泊 4日），参加学生 9名

 テーマ：豊年祭の参与観察

高橋健太郎　地域：新潟県十日町市・津南町，

11月20日～23日（3泊 4日），参加学生15名

 テーマ：農山村のアートツーリズム

平井幸弘　地域：北海道渡島駒ヶ岳･大沼，10

月15日～17日（2泊 3日），参加学生16名

 テーマ： 火山地形と災害，ラムサール湿地の

ワイズユース

地域文化調査法（4単位）

櫻井明久　地域：島根県雲南市・岡山県高梁

市，10月29日～11月2日（4泊 5日），参加

学生14名

 テーマ：中国山地の生業変化

佐藤哲夫　地域：那覇市，7月3日～6日（3泊

4日），参加学生11名

 テーマ：小地域の地図と地誌

須山　聡　地域：奄美大島宇検村，佐念・部連

集落，7月6日～12日（6泊 7日），参加学生 

15名

 テーマ： 集落点検

高橋健太郎　地域：長野県栄村，6月25日～29

日（4泊 5日），参加学生7名

 テーマ：農山村の暮らしと産業

𡈽谷敏治　地域：堺市・大阪市と周辺地域，10

月16日～20日（4泊 5日），参加学生 8名

 テーマ： 都市の公共交通問題

橋詰直道　地域：高知市・南国市，6月23日～

26日（3泊 4日），参加学生21名

 テーマ： 地方都市の自立とまちづくり

地域環境調査法（4単位）

江口　卓　地域：鹿児島県屋久島，10月11日

～14日（3泊 4日），参加学生25名

 テーマ： 屋久島の自然と観光

鈴木秀和　地域：群馬県嬬恋村・長野原町とそ

の周辺，6月27日～30日（3泊 4日），参加

学生21名

 テーマ：浅間山の自然環境・観光振興と防災

鈴木重雄　地域：島根県大田市ほか，7月1日

～4日（3泊 4日），参加学生13名

 テーマ：島根県大田市の植生と地形

地域文化演習（4単位）

小田匡保　地域：静岡県焼津市，10月27日～

30日（3泊 4日），参加学生 8名

 テーマ：焼津さかなセンターと黒はんぺん

地域環境演習（4単位）

平井幸弘　地域：茨城県霞ヶ浦・涸沼，8月4

日・11月1日（日帰り），参加学生11名

 テーマ： 湖沼をめぐる環境問題とワイズユー

ス

＊「駒澤地理」第53号（2017年 3月10日発行）

高木正博：都市内河川・水路 半世紀の歩み─

水質汚濁から水辺環境の時代へ─．1-9.

江口　卓：屋久島東部の船行・永久保集落にお

ける冬季の低温について．11-21.

小田匡保：戦前期における日本のキリスト教分

布と地域区分．23-34.

角田清美：武蔵野台地中央部の段丘地形と不圧

地下水．35-53.

山口太郎：長崎市中島川・寺町地区におけるま

ちなか居住と観光資源．55-72.

加藤　潔：関東山地東部，埼玉県名栗地域の秩

父累帯中のメタガブロとその生成環境．73-

85.

2016年度地理学教室修士論文要旨．87-90.

2016年度地理学教室修士論文・卒業論文論題

一覧．91-95. 

2016年度地理学教室関連記事．97-99.
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＜応用地理研究所＞

＊応用地理研究所スタッフ

所長　𡈽谷敏治

所員　19名（所長を含む）

＊専門研究員の受け入れ

伊藤修一・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）（7名）：2017年 4月1

日～2018年 3月31日

＊「地域学研究」第30号（2017年 3月31日発行）

Masayasu ODA：A Spatial Analysis of Haruki 

Murakami’s  After Dark: The City at Night as a 

Place to Encounter “Darkness”. 1-13.

清水善和：小笠原諸島父島における植生の連続

的変化と植物の可塑性―中央山東平のベルト

トランセクト調査．15-51.

山口太郎：那覇市首里の龍潭通り沿線地区にお

ける観光空間と景観創出型整備．53-71.

＜大学院地理学専攻＞

＊2017年度在籍大学院生

修士課程

 1年：佐野　誠・束田大樹

博士後期課程

 1年：松浦　誠

＊大学院地理学専攻スタッフ

専攻主任　平井幸弘

専任教員12名　江口　卓・小田匡保・櫻井明

久・佐藤哲夫・須山　聡・高橋健太郎・田中 

靖・𡈽谷敏治・橋詰直道・平井幸弘・鈴木重

雄・鈴木秀和

非常勤講師 2名　王尾和寿・柳田　誠

＊発表会

卒業論文発表会

2017年 5月11日 （木）16 ： 30－17 ： 10，

特研-地理学 2，発表者 2名

修士論文・博士論文構想発表会

2017年12月22日 （金）16 ： 30－17 ： 30，

特研-地理学2，発表者３名

＊「駒澤大学大学院地理学研究」第45号

（2017年 4月28日発行）

藤田翔平：東京大都市圏における郊外核と後背

地域の関係．1-25.

平成28年度 修士論文要旨．26-29.

＊第33回紫竹学林会（大学院地理学専攻OB会）

　講演・総会・懇親会

講演　15 ： 00－16 ： 30，駒澤大学深沢キャンパ

ス講義室2-1

鈴木重雄先生： 竹林の拡大はどこで生じてい

るのか？

総会　16 ： 40－16 ： 50，駒澤大学深沢キャンパ

ス講義室2-1

懇親会　17 ： 00－19 ： 00，駒澤大学深沢キャン

パス洋館小ホール


