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氏名・論題 主査

Sukanya Aimimtham: Impacts of International Migration on Socio-economic Conditions in
Rural Northeast Thailand

佐藤

[修士論文]

氏名・論題 指導教員

齋藤譲司：ホスト・ゲスト・メディアによる観光空間の構築　─「鎌倉」を事例に─ 須山

関本健介：横浜市営バスの路線再編と住民の移動行動への影響　─暫定運行路線に着目して─ 土'谷

本橋由行：戦後日本の高等教育機関の立地と再編　─首都圏を事例に─ 橋詰

山口隆志：九州における大雨の地域差とその要因 江口

[卒業論文]

<地域文化研究専攻>

論題 指導教員

身延山とその参詣者について 小田

台東区鷲神社の酉の市と熊手 小田

JR根岸線本郷台駅周辺の商業地域の変化 櫻井

つくば市における宅地開発 櫻井

幹線道路開通に伴う土地利用の変化 櫻井

建て替えから見た杉並区の住宅地域変化 櫻井

佐鳴湖の環境改善のための人々の取り組み 櫻井

十日町市における集落の土地利用と共同体 櫻井

水海道駅前周辺の景観比較 櫻井

世田谷区桜新町商店街の変化 櫻井

村上市における祭文化と地域差 櫻井

多摩川下流域における河川敷の土地利用とその変化 櫻井

代官山エリアにおける古着屋と街の構造 櫻井

朝霞市における身近な地域 櫻井

調布市における商業の変化 櫻井

店名の表現からみた「駅前」の範囲　─千葉県を例に─ 櫻井

田無における土地利用変化 櫻井

栃木県北部における農業 櫻井

農産物における「東京」ブランド 櫻井

本郷の歴史と街並み 櫻井

目黒区自由ヶ丘における街の魅力 櫻井

用賀における土地利用とその変化 櫻井
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練馬区におけるハザードマップ上の危険箇所 櫻井

TV放送に見る地域格差 佐藤

お年寄りの街巣鴨の魅力　─高齢者の来街目的と商店街の取り組みに関する研究─ 佐藤

観光地としての箱根の歴史 佐藤

銀座の商業の変遷 佐藤

建造環境が近隣型商店街のイメージに与える影響　─砂町銀座商店街を例に─ 佐藤

現代に残る駄菓子屋 佐藤

港北ニュータウンの変遷と今後の課題 佐藤

佐倉城下町と成田山門前町の比較研究 佐藤

上海の都市開発と展望　─2010年上海万博の開催へ向けて─ 佐藤

浅草仲見世の研究 佐藤

大連の都市の発展 佐藤

東京と上海の家計事情 佐藤

立地から見たホテル産業の傾向　─東京23区を例に─ 佐藤

ライフステージから見る茨城県常総ニュータウン絹の台地区の変容 須山

伊勢神宮鳥居前町の再生 須山

羽田空港後背地における土地利用の特徴 須山

観光地小江戸「川越」の形成 須山

観光地浅草の国際化 須山

山手線の駅構内における広告の地域差 須山

小貝川下流域における水塚の現代的意味 須山

湘南海岸江の島における観光的土地利用 須山

新潟県見附ニット業にみる産地の自立化 須山

新宿区における外国人コミュニティとホスト社会の関係 須山

静岡県におけるグリーンツーリズムの普及と農漁村地域の活性化 須山

台湾台北市における日本統治時代の建築物の残存と利用 須山

コインパーキングの立地について　─世田谷区を事例に─ 土'谷

駅周辺の土地利用と駐輪場の立地　─東急田園都市線沿線を事例に─ 土'谷

群馬県太田市におけるロードサイドショップの立地展開 土'谷

高速バスにおけるパークアンドライドの利用状況について　─岩見沢駒園駐車場を事例に─ 土'谷

坂の街における住民のバス利用状況　─川崎市北西部を事例として─ 土'谷

修学旅行先の地域差とその変遷 土'谷

世田谷区におけるバス交通アクセシビリティ 土'谷

多摩ニュータウンにおける大規模店舗の展開と商業施設の変化 土'谷

電子マネー利用可能店舗の立地 土'谷

東京23区における鉄道模型取扱い店舗の分布とその変遷 土'谷

野球場の立地と交通アクセスについて 土'谷



流通業務団地と貨物駅の隣接について 土'谷

プロ野球球団キャンプと地域振興　─沖縄県を事例に─ 橋詰

横浜市山下公園利用者の回遊行動 橋詰

鎌倉市における観光客の行動特性 橋詰

岐阜県高山市における朝市の機能とその存在意義 橋詰

江戸川区新左近川親水公園における利用者の選好空間 橋詰

国内諸都市におけるべ口タクシーの導入と運営 橋詰

埼玉県鷲宮町におけるアニメーションを利用した町おこし 橋詰

酒田市飛島の集落に見る過疎と高齢化問題 橋詰

色彩から見た軽井沢町の町並み景観　─旧軽井沢と新軽井沢を事例に─ 橋詰

新潟県における地ビール産業の立地と地域振興 橋詰

石岡市常陸国総社宮例大祭に見る地域コミュニティの形成 橋詰

地域商店街の活性化　─杉並区沖縄タウンを事例に─ 橋詰

長岡市における雁木の保全とまちづくり 橋詰

東京におけるアンテナショップの立地展開 橋詰

東京におけるシティホテルの立地展開 橋詰

東京における映画ロケ地の景観特性　─ランドマークとしての都市施設を事例に─ 橋詰

東京のオフィス街におけるランチワゴンの出店 橋詰

東京郊外の駅前商店街に見る景観の均質化 橋詰

栃木市における黒壁の町並み景観の特徴 橋詰

武蔵小杉におけるマンション開発と居住者特性 橋詰

<地域環境研究専攻>

論題 指導教員

インド洋ダイポールモード現象がインドモンスーンに与える影響 江口

ヒートアイランド現象と横浜港の海陸風の関係について 江口

愛知県における竜巻発生原因のメソ気候学的解析 江口

沿岸の偏形樹からみた風の特性　─千葉市美浜区を例にして─ 江口

屋久島における降雨の特性とその要因 江口

関東地方における集中豪雨の地域差と経年変化 江口

駒澤公園におけるクールアイランド現象 江口

庄内平野の防風林について 江口

神奈川県における豪雨の地域性と経年変化 江口

水元公園におけるクールアイランド現象 江口

世田谷区における降水中化学成分の変化とその原因 江口

鳥取砂丘が周辺の気候に及ぼす影響 江口

那須高原におけるスキー場の立地と展開 江口

房総半島における夏季の気温分布におよぼす海陸風の影響 江口



印旛沼の魚類と水環境の変化 高木

葛西用水における利水と親水性　─越谷市と草加市の場合─ 高木

丸子川における河川環境改善と親水化 高木

基地返還跡地からみる読谷村の村づくり 高木

郡山市における安積疏水の歴史とさまざまな役割 高木

三郷市における水害の歴史と治水対策 高木

四ッ谷用水の歴史から探る仙台市街地の水利用 高木

松戸市坂川における河川環境の変化と市民の保全活動について 高木

水郷田名の由来と相模川 高木

千葉県手賀沼における水質環境の変化 高木

多摩川の中・下流の治水について 高木

天竜川上流域の治水　─平成18年7月豪雨災害を事例として─ 高木

入間川・高麗川における河川環境 高木

柏・松戸市周辺における湧水の分布と現状から考える地下水保全の課題 高木

八王子市における湧水と親水性　─湧水ネックレス構想を例として─ 高木

福岡市における水害と水環境について 高木

妙正寺川と善福寺川の治水について 高木

野川における湧水の分布と親水性 高木

利根川下流域の水郷における川舟と観光事業 高木

GISを用いた豊島区の災害時救援センターの立地分析 田中

三浦市の海岸線におけるゴミの不法投棄の現状と住民・行政の意識調査 田中

駅周辺における放置自転車の現状 長沼

神奈川県における温泉の水質とその現状 長沼

千葉県における物流の現状と今後の課題 長沼

川崎市平瀬川における流路変化と暗渠化 長沼

『となりのトトロ』から見る狭山丘陵の景観 早船

あきる野市における土地利用の変遷 早船

グリーン・ツーリズムの現状と今後の課題　─埼玉県秩父市を事例として─ 早船

神田川流域における環境教育 早船

千葉県大山千枚田における現状と保全 早船

多摩丘陵における自然と文化　─見直される里山─ 早船

大分県中津干潟の環境保全と将来 早船

地理写真　─写真撮影方法と地理写真の意義─ 早船

東京区部における屋上緑化について 早船

東京都昭島市の都市化と緑地保全 早船

埋め立てによる都市開発におけるビオトープ　─千葉市美浜区を事例として─ 早船



ラムサール条約登録湿地としての谷津干潟における保全活動の現状と課題 平井

茨城県西南地域における地盤沈下の現状と要因 平井

下北半島東岸・三沢漁港建設による海岸浸食の深刻化 平井

岩手県南部一関遊水地事業の進展と地域の抱える課題 平井

漁業資源から見た諏訪湖の水環境の変遷 平井

佐賀市～鹿島市における有明海干潟の保全活動と活用 平井

新潟市佐潟における水辺の資源と人との関わり 平井

相模川築堤における河川環境の変化と周辺住民の河川への意識 平井

多摩丘陵南東部稲城市南山の宅地開発・地形改変に伴う環境問題 平井

渡良瀬遊水池におけるヨシ原の保全と活用 平井


