
Time Name Lab. Title

9:10-9:30 青砥　和希 Aoto K. 都市人文(UHG) 写真による地域表象研究－福島県西郷村川谷地区の写真を題材に－

9:30-9:50 石崎　春花 Ishizaki H. 情報 (GIS) 1kmメッシュ解析雨量を用いた日本全国の流域水収支解析

9:50-10:10 井上　明莉沙 Inoue A.
都市人文 (UHG) 津波被災地の介護サービス事業所職員がもつ経験による知識からみた災害

情報共有のあり方

10:10-10:30 井堀　雄介 Ibori Y. 環境 (EG) 農業的土地利用が傾斜地に存在する黒ボク土の分布に及ぼす影響

休憩　        Break

10:40-11:00 加藤　佑一 Kato Y. 地形地質（GQG） 久慈川上流部棚倉付近における第四紀後期の河成段丘と河川争奪について

11:00-11:20 桑田　憲吾 Kuwada K. 地形地質（GQG） 地形と土地利用の関わり合いから検討した天井川の形成過程

11:20-11:40 中三川　光 Nakamikawa H. 情報（GIS） 北海道北東部における局地風「ひかた風」に関する気候学的研究

11:40-12:00 萩谷　嵐 Hagiya A. 気候（CL) 台風の接近に伴う伊豆大島付近の気温傾度の増大

昼食休憩　Lunch Break

13:00-13:20 藤井　優作 Fujii Y. 都市人文（UHG） 東京都内の総合公園における公園整備の特徴とその変遷

13:20-13:40 藤塚　大輔 Fujidzuka D. 気候（CL） 夏季の関東地方における降水セルのふるまいに関する地域的特徴

13:40-14:00 星　亮輔 Hoshi R. 気候（CL） 冬季AOと続く夏季の気候の関係性の長期変化

14:00-14:20 前原　翔吾 Maehara S. 情報（GIS） UAVによる高解像度画像を用いたアマモ場調査手法の検討
-福島県松川浦・北海道能取湖を例に-

休憩　        Break （状況に応じて10分に短縮する）

14:50-15:10 山川　大智 Yamakawa D. 情報（GIS） UAV による青ヶ島海食崖三次元モデルの作成と分析

15:10-15:30 山﨑　拓弥 Yamazaki T. 気候（CL） 寒候期における関東地方の降雪に黒潮流路が与える影響

15:30-15:50 藤原　周平 Fujiwara S. 気候（CL） 韓国の夏季における降水特性の長期変化

15:50-16:10 津田　杜明 Tsuda M. 地形地質（GQG） 岩手県北上川上流域における段丘の再検討について

Time Name Lab. Title

16:10-16:50 松崎　祐太 Matsuzaki Y. 気候（CL）

Variability of South East Asian Winter Monsoon and Its Impact for Convective
Activities of the Maritime Continent
東南アジア冬季季節風の変動とその海洋大陸内対流活動に対する影響

17:00-17:40 Lyndon Mark Olaguera 気候（CL） Interdecadal shifts in the summer and winter monsoon rainfall of the Philippines

2018年度　修士論文最終発表会・博士論文中間発表会プログラム

　・ 午後の休憩時間は学部長選挙の状況によっては10分間に短縮され，以下の発表は繰り上がりますのでご注意ください。
     Afternoon break may be shortened to be for 10 min, and the succeeding program will be changed accordingly
     depenending on the condion of the Dean election on that day.
  ・ 要旨は1/19頃から教室HPよりダウンロード可能となる予定です．
　   Abstracts will be posted and available for the seminar participants on the Department of Geography web-page
      by January 19 (planned).
　・ 本発表会は，博士課程後期の特別研究および博士課程前期の特別セミナーに該当します．
     出席した院生は当日会場に置く名簿に記名をお忘れなく．
　   This seminar is part of the “Special Seminar” component of the master’s program and the “Special Studies”
     component of the doctoral program. Graduate students who attend should fill in their names on the attendance
     register provided at the venue.
　・ 学部生も興味のある方は遠慮なく参加して下さい．

博士論文中間発表会 The intermediate seminar for doctral thesis (16:10 −17:40)

The final seminar for master’s thesis
The intermediate seminar for doctoral thesis

日時：2019年1月24日（木）  9:10-17:40          Time & Date: 9:10-17:40 January 24 (Thu), 2019

                        会場：12号館201教室         Venue: Room No. 201, BLDG. 12

修士論文最終発表会 The final semiar for master's thesis (9:10 −16:10)


