
[修士論文]

氏名・論題 指導教員

小室哲雄：自治体主導による乗合自動車交通の類型化とその特徴　─埼玉県を事例に─ 土'谷

[卒業論文]

<地域文化研究専攻>

論題 指導教員

｢原宿｣の空間認識と場所イメージ 小田

横浜市の「谷」の地名 小田

山村における信仰の場とその変化　─長野県下伊那郡喬木村大島地区を事例に─ 小田

鹿児島県錦江湾沿岸部における墓石の方位 小田

相模原市内における国道16号線沿道の飲食店立地 小田

函館市における観光名所とその変化 小田

「世界一周」について 櫻井

吉祥寺における魅力あるまちづくり 櫻井

宮崎茶の流通における問題点 櫻井

港北ニュータウンにおける住宅地としての特色 櫻井

寺家ふるさと村における農業 櫻井

新潟県におけるアートと地域振興について 櫻井

神奈川県丹沢におけるシカの林業被害と保護管理計画について 櫻井

西武新宿線沿線における土地区画整理と住宅景観 櫻井

川崎市における小学校区の変化 櫻井

巣鴨地蔵通りにおける商店街 櫻井

東京23区における劇場の立地 櫻井

二子新地駅周辺におけるマンション開発 櫻井

八王子市旧市街地の変化 櫻井

カオサン通りにおけるバックパッカー・エンクレーブの変化 高橋（佐藤）

タイ料理の特性　─タイカレーを例にして─ 高橋（佐藤）

沖縄県座間味島におけるエコツーリズムの取り組み 高橋（佐藤）

現代アジア女性の化粧文化　─とくにタイに注目して─ 高橋（佐藤）

日本人の新婚旅行の変遷 高橋（佐藤）

オンタリオ州トロント市におけるエスニックタウン 須山

伊豆諸島における漬け魚の地域的多様性 須山

浦安市の埋め立て地における開発と景観形成 須山

奄美大島における現代の婚姻習俗 須山
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東京ディズニーリゾートにおける景観の変容　─ディズニーランドからディズニーシーヘ─ 須山

東京の風景を切りとる　─写真による景観の分析─ 須山

東京メトロの駅にみる駅名の地名化 須山

東京都港区で発生する再生資源物回収の空間構造 須山

東京都台東区浅草の観光的景観の形成 須山

徳之島における海岸域利用の空間的秩序 須山

栃木県足利市における繊維産業の存続戦略 須山

富士山ナンバーによる地域のブランド化 須山

文京区における坂道の地域性 須山

北海道馬産地を起点とした競争馬移動の空間的パターン 須山

伊豆スカイラインにおけるオートバイ事故増加と地域社会の対応 高橋

茨城県東海村における東京電力原発事故に伴う農産物の風評被害について 高橋

映画による地域振興と環境保全について 高橋

岩手県葛巻町における地域活性化への取り組み 高橋

宮代町の農のあるまちづくり 高橋

熊本市の市町村合併と政令指定都市に向けての取り組み 高橋

荒川における市民参加型の自然体験と環境保全 高橋

桜島の特産品について 高橋

鹿児島市のグリーンツーリズムの取り組みについて 高橋

新潟県村上市における景観づくりと町おこし 高橋

地域におけるNPOの役割　─島根県を事例として─ 高橋

長野県における伝統野菜の保全と普及　─木曽地域の赤カブを事例として─ 高橋

東京スカイツリー建設にともなう観光施策の変化 高橋

東日本大震災から受けた福島県の農作物への風評被害 高橋

東日本大震災の復興過程からみる被災地の地域性　─気仙沼市小泉地区を事例に─ 高橋

栃木県のかんぴょう生産の推移について　─壬生町を例として─ 高橋

福島県大内宿における民家の保存と地域社会 高橋

北海道北部の中山間地域における過疎化の現状と活性化に向けた施策　─北海道東川町・下川町を事例に─ 高橋

市民大学講座の開講施設とその立地特性　─「かつしか区民大学」を例に─ 土'谷

自転車利用者を対象とした利用駅選択の研究　─埼玉県川越市を例に─ 土'谷

沼津市における中心商店街の変化と活性化への課題 土'谷

新駅開業に伴う周辺地域のまちづくりと土地利用の変遷　─JR横浜線八王子みなみ野駅を事例に─ 土'谷

新潟市におけるロードサイドショップの立地展開　─新潟バイパス・亀田バイパス沿いを事例に─ 土'谷

神奈川県におけるコミュニティバスの成立過程について 土'谷

鉄道新規開業による既存市街地の土地利用の変化　─つくばエクスプレス三郷中央駅周辺を事例に─ 土'谷

鉄道新線開業に伴う公共交通の変容　─千葉県八千代市を例に─ 土'谷

東京23区におけるガソリンスタンドの立地 土'谷



「ロック・フェス」にみる地域振興　─「Fuji Rock」と「イナズマ」を中心に─ 橋詰

ＪＲ西大宮駅開業に伴う駅前の土地利用変化 橋詰

ラッピングバス広告に見る地域的特性　─都営バスを事例に─ 橋詰

元禄地震津波を想定したハザードマップ　─九十九里地域を事例に─ 橋詰

工場夜景クルーズの発達と産業観光振興　─京浜工業地帯を事例に─ 橋詰

新潟県加茂市における雁木の保全とまちづくり 橋詰

神宮外苑の造営とその後の変遷 橋詰

都市政策にみるコミュニティサイクルの導入　─富山市、世田谷区、江戸川区を事例に─ 橋詰

東京における鉄道高架下空間の利用形態 橋詰

東京郊外住宅地における高齢者の買物行動　─東大和市湖畔を事例として─ 橋詰

東京都とその周辺における小型スーパー「まいばすけっと」の立地展開 橋詰

東京特別区における出版業の立地特性 橋詰

<地域環境研究専攻>

論題 指導教員

新田としての所沢市中富地区の都市化 櫻井

やませが及ぼす東北地方への影響 江口

山形県における冬季の気温と降雪量の変化について 江口

四街道市北東部における住宅団地周辺の温度環境 江口

新潟県における里雪の特徴とその発生要因 江口

多摩川において海風がヒートアイランド現象の緩和に果たす役割 江口

東京23区における短時間強雨の特徴とその要因 江口

苫小牧における霧の特性について 江口

豊平川によるヒートアイランド緩和効果について 江口

阿蘇南郷谷の湧水について 高木

安全な飲み水を求めて　─金町浄水場の役割─ 高木

黒部川扇状地における水利用の変遷 高木

三田用水の利用と地域の変容 高木

思川低地における人と水害のかかわり　─水塚に対する存在意識─ 高木

渋谷川における河川再生について 高木

循環型社会における再生水の利用　─落合・有明水再生センターを事例として─ 高木

新潟市中央区を中心とした海岸平野における土地条件と災害 高木

善光寺平用水の水利用 高木

早渕川における親水性 高木

多摩川の中・下流域における水質と生態系 高木

大岡川における水環境の変遷と保全活動 高木

東京の区部と多摩地区の水道水源について 高木

富士市における塩水化した地下水の回復 高木



野火止用水の成り立ちと清流復活事業 高木

柳瀬川における水循環再生活動と住民意識 高木

練馬区における防災対策としての井戸 高木

ナショナル・トラスト運動による環境保全　─イギリスと日本の活動を例に─ 田中

伊豆ジオパーク構想と地域振興 田中

完新世における長江河口域の地形変化と土地利用 田中

関東地域における地籍図の電子化の状況と問題点 田中

首都圏における人口構造の変化に関するGIS分析 田中

昭和49年多摩川水害発生地域における現在の土地利用と堤防整備 田中

湘南海岸における東海地震津波対策の現状 田中

新潟県南魚沼市八色原扇状地における土地利用の変遷　─GISとRSによる解析─ 田中

世田谷区における震災対策用井戸の分布と現況 田中

日本におけるミュージシャンの出身地とその時代変化にみる地域性 田中

日本における容器包装リサイクルの現状 田中

風景画から見る江戸・東京の景観変遷 田中

北タイ・ファーン川最上流域ヴィアンパー事業地区における水文環境 田中

“見沼田んぼ”の保全と土地利用の変化 早船

“平成狸合戦ぽんぽこ”からみる多摩丘陵の変化と現状 早船

せたがやの風景づくり 早船

つくば市周辺の小規模な環境保全地域について 早船

環境問題から見る東京湾の昔と今の姿 早船

京都府における色彩景観について 早船

狭山丘陵におけるビオトープについて 早船

春一番と農業・文化との関わりについて 早船

深谷市のフィルム・コミッションによる街づくり 早船

神津島の産業と文化について 早船

震災から考える防災のまちづくり　─宮城県を例として─ 早船

青梅マラソンの地理学的考察 早船

千葉県の埋立地における液状化について 早船

船橋市における農業的土地利用の変化 早船

多摩川中流域における生態系の変遷 早船

多摩川中流域における土地利用と拝島大師榊祭との関わり 早船

都市小説から見る空間　─作家村上春樹より─ 早船

東日本大震災における液状化現象と自然条件　─潮来市を事例として─ 早船

那須温泉における観光について 早船

二子玉川の都市化について 早船

2011年東北地方太平洋沖地震による茨城県大洗町の津波災害 平井



2011年東北地方太平洋沖地震による潮来市の液状化問題 平井

茨城県涸沼における水質汚染と湖岸環境の変化 平井

霞ヶ浦における内水面漁業の現状と再生 平井

現在と過去の利根川本流の渡船の変遷とその存在意義 平井

静岡市巴川・麻機遊水地におけるミズアオイの復活と自然再生事業 平井

千葉県手賀沼の流入河川における水質改善の成果と課題 平井

猪苗代湖北岸での水質悪化と改善への取り組み 平井

渡良瀬遊水地のラムサール条約登録へ向けての取組と課題 平井

東京都葛飾区・水元公園における水辺環境の再生 平井

東京都江戸川区の地域防災計画の現状と課題 平井

琵琶湖・西の湖におけるヨシの活用と保全 平井

福岡県柳川市における掘割を生かしたまちづくり 平井


