
[修士論文]

氏名・論題 指導教員

林　靖子：広島県北東部における中小都市の機能変化 櫻井

[卒業論文]

<地域文化研究専攻>

論題 指導教員

埼玉県の寺院分布 小田

青森県浅虫温泉の観光 小田

船橋市南部における土地利用の変遷 小田

長野県安曇野市における捨ヶ堰用水の利用 小田

品川区における戦前からの歴史的変遷　─地理的観点から観た品川区の歴史─ 小田

風土と歴史からみる日本の特性 小田

Ｊリーグホームタウンとしての鹿嶋市 櫻井

越谷レイクタウンの成立と発展 櫻井

宮代町の農業 櫻井

銀座におけるファッション文化 櫻井

秋葉原の空間構造 櫻井

新津駅前商店街の構造と変化 櫻井

千葉県市川市行徳地区における都市農業の現状と農地利用について 櫻井

祖師ヶ谷商店街の空間構造とその変化 櫻井

足立区における農業について 櫻井

大山街道・溝ノ口周辺の変化 櫻井

地理学視点からみたユニバーサルデザイン 櫻井

町並みから見る平塚市の都市性 櫻井

土地利用の変化とマンション建設 櫻井

東京における花屋の立地 櫻井

東京都大田区における近郊農業の変遷と現状 櫻井

柏市街の歴史と都市計画 櫻井

武蔵小杉の土地利用の変化 櫻井

「アトラス，ロシア連邦」にみるロシアの鉄道事情 佐藤

BRICsの経済成長の要因分析 佐藤

タイにおける精霊信仰 佐藤

ムエタイの地理学的考察 佐藤

国際観光地としてのタイのビーチリゾート 佐藤

2010年度修士論文・卒業論文論題一覧



さいたま市岩槻区における人形産業を利用した町づくり 須山

横浜市における西洋建築の保全と利用 須山

狭山市周辺における軍事施設が土地利用に及ぼす影響 須山

香川県における稲・麦作の変遷 須山

埼玉県行田市における蔵の保全と景観形成 須山

小田原市街地における土地利用の特徴 須山

千葉都市圏における銭湯残存の地域的要因 須山

日本人からみたソウルのツーリズム空間 須山

入間市における茶生産の存続要因 須山

品川駅周辺の都市的発展と景観の変化 須山

富士山と東京　─信仰による地域間の結びつき─ 須山

Ｂ級グルメによる地域活性化の取り組み　─厚木シロコロ・ホルモンの事例─ 高橋

グリーンツーリズムによる地域活性化　─埼玉県秩父市を事例に─ 高橋

マルシェ・ジャポンによる都市と農業の新たなネットワーク 高橋

茨城県におけるつくばエクスプレス開業後の沿線地域の農業の変化 高橋

塩尻市奈良井宿の空き家問題とまちづくりへの住民意識 高橋

群馬県猿ヶ京温泉の観光の取り組み 高橋

景観とは何か？　─国立マンション問題を事例に─ 高橋

原宿における地域とアパレル産業の関係 高橋

広島県におけるインバウンド・ツーリズムの取り組み 高橋

滋賀県の景観まちづくリ　─大津市坂本地区を事例として─ 高橋

静岡県沼津市の小学校における緑茶を用いた郷土教育 高橋

千葉県旭市の新規就農支援の取り組み 高橋

東京都奥多摩町における集落の存立基盤と住民の生活維持 高橋

農山村地域の現状と観光の取り組みについて　─東京都奥多摩町を例に─ 高橋

ロシア・CIS地域における航空路線の変化　─1988年と2010年の時刻表を比較して─ 土'谷

横須賀市における駐輪場の立地 土'谷

大田区西部における駅勢圏の研究　─東急多摩川線・池上線を事例として─ 土'谷

並行する公共交通機関の選択要因　─日暮里・舎人ライナーと都営バス並行路線を事例として─土'谷

アニメ聖地巡礼　─「けいおん！」を事例に─ 橋詰

ゆるキャラにみる地域振興 橋詰

屋外広告物掲出に見る地域的特性　─さいたま市を事例に─ 橋詰

桐生市中心市街地における商業振興と町並み保全 橋詰

郊外住宅地における居住者特性　─千葉県ユーカリが丘住宅地を事例に─ 橋詰

三島市大通り商店街における道路整備事業に伴う商業空間の変容 橋詰

首都圏における百貨店の立地と再編成 橋詰

沼田市における外国人研修・技能実習制度を利用した就業実態 橋詰



新堤防建設に対する堤外地住民の意識　─二子玉川南地区を事例に─ 橋詰

大型ショッピングセンターの進出に伴う中心商店街の変容　─横須賀市久里浜地区を事例に─橋詰

地方都市における屋上緑化の潜在的可能性について　─熊谷市を事例に─ 橋詰

東京23区における演芸場の立地特性 橋詰

東京都における写真店の立地展開 橋詰

東京都足立区におけるタクシー営業所の立地展開 橋詰

東京特別区におけるアマチュアオーケストラの活動空間 橋詰

東京特別区における自動車ディーラーの立地特性 橋詰

東京特別区にみる多言語景観　─公共サインを中心に─ 橋詰

道の駅の立地展開　─山梨県を事例に─ 橋詰

武蔵浦和駅周辺のマンション開発と居住者特性 橋詰

福島県県央地域における農業経営の地域的特性　─須賀川市を中心に─ 橋詰

別府市における外国人留学生の居住地特性 橋詰

本庄駅前市街地における土地利用の変化 橋詰

蓼科山・将軍平東方における岩塊斜面と植生 長沼

<地域環境研究専攻>

論題 指導教員

印旛沼における環境保全型農業について 高木

宮ヶ瀬ダムと相模川水系の水資源開発について 高木

元荒川上流域における水質特性とムサシトミヨ 高木

吾妻川上中流域における酸性水とダム　─主として品木ダムの中和事業について─ 高木

江戸川区における地域に根づいた親水空間の整備 高木

佐久間ダムにおける堆砂問題と排砂 高木

埼玉県南西部・不老川の水質改善と環境保全運動 高木

三陸海岸における津波の歴史と防災 高木

残堀川における瀬切れの原因について 高木

四万十川は本当に清流なのか 高木

治水対策の新たな形としてのコミュニティポンド　─越谷レイクタウンを事例として─ 高木

手賀沼における水環境の保全と再生 高木

小水力発電と地域性 高木

水質からみる黒目川の河川環境 高木

浅川における水害と治水対策 高木

早渕川中流域における調整池の分布とその利用 高木

相模川下流域小出川水系の水害対策と河川環境の変遷 高木

中越地方における地名と地形のかかわり 高木

笛吹川流域金川における水害防備林と霞堤　─伝統的治水工法を見直す─ 高木

栃木県の民間伝承と災害の関連性 高木

二郷半領用水の役割と必要性 高木



目黒川におけるふるさとの川整備事業 高木

野火止用水の清流復活事業と再生水 高木

利根川上流のダム群と多目的利用 高木

利根大堰の存在意義と用水の利用 高木

伊豆半島城ヶ崎における特異なポットホール 田中

秋田県における救急医療体制の空間分析 田中

新潟県能生川流域の地すべり地形について 田中

多摩丘陵におけるニュータウン開発による大規模人工地形改変 田中

地域密着型プロサッカークラブによるまちづくり　─川崎フロンターレを事例に─ 田中

長野県川上村における露地野菜栽培について 田中

我が国における日本酒の辛甘分布 長沼

熊本県における地下水利用の歴史とその現状 長沼

世田谷区における緑地面積の変遷とその緑化対策 長沼

静岡市における地震対策とその現状 長沼

千葉県北西地域における治水対策と河川環境 長沼

多摩川中流域における都市開発と水利用 長沼

多摩川流域における水害の歴史とその諸問題 長沼

谷津干潟における環境問題の歴史と現状 長沼

渡良瀬遊水地における治水対策の諸問題 長沼

東京・秋葉原地区における商業の発展とAKB48の躍動 長沼

苫小牧西部低地における歴史時代の植生変遷 長沼

八郎潟の干拓事業とその現状 長沼

福島県いわき港における釣リスポットの歴史と現状 長沼

CSR報告書からみる企業による環境対策の重要性 早船

横浜市舞岡地区における里山の保全について 早船

旧東海道品川宿における「まちなみ情緒の回生」事業について 早船

砂丘地域の特性を活かした土地利用について　─九十九里を例として─ 早船

埼玉県越谷市におけるビオトープについて 早船

生物から見た埼玉県中川の環境の変化 早船

千葉県「大山千枚田」における棚田の自然と人間活動 早船

多摩川の治水事業と環境保全について 早船

地理写真から見たひたちなか市の土地利用の変化 早船

東京区部における色彩景観について 早船

愛知県五条川中流での河川環境の保全・再生に関わる市民参加 平井

印旛沼での植生の再生と水生植物を利用した水質浄化 平井

観光地としての鳥取砂丘における飛砂と草原化問題 平井



汽水湖である宍道湖におけるシジミ漁業の変遷と環境保護 平井

漁業から見る東京湾・三番瀬の再生と保全 平井

九十九里浜南部における海岸侵食問題とアカウミガメの保護活動 平井

三浦半島南部・三浦海岸における海岸侵食の生活環境への影響 平井

市民参加による中海の湖岸・沿岸帯での自然再生への取り組み 平井

静岡市清水区における地震津波被害の履歴と地域住民の防災意識 平井

多摩川低地右岸の二ヶ領用水と都市農業の現状 平井

天橋立の海岸侵食および対策事業による砂浜景観の変貌 平井

東京都23区北西地域におけるゲリラ豪雨の発生要因 平井

東京都杉並区井荻駅周辺における都市型水害の要因と対策 平井

八郎潟干拓後の八郎湖における環境再生 平井

裏磐梯地区における1888年磐梯山噴火後の環境再生とツーリズムの展開 平井


