2021年度 修士論文最終発表会・博士論文中間発表会
Final Seminar for Master’s Thesis & Intermediate Seminar for Doctoral Thesis
日時：2022年1月27日（木） 9:00-16:00
会場：Zoom

Time & Date: 9:00-16:00 January 27 (Thu), 2022

Venue: On Zoom
修論最終発表会 Final Seminar for Master’s Thesis

8:50

～

9:10 柳澤 哲

YANAGISAWA Tetsu

9:10

～

9:30 金田 智寛

KANETA Tomohiro

9:30

～

9:50 秋草 慧一

AKIKUSA Keiichi

9:50

～ 10:10 芥川 穂高

休

AKUTAGAWA Hodaka

ENSOの発達・衰退を考慮したアジアモンスーンの年々変
動の研究
プロサッカークラブが地域に根付く過程ー静岡県磐田市を
人文
中心に県西部で活動するジュビロ磐田を事例にー
堆積学・環境学的指標に基づいた干潟の地形区分の再
地形
検討－東京湾盤州干潟を例にー
地理的な要因に着目したeコマース利用者の特徴把握と
人文
実店舗との関係性
気候

憩
日本における航空貨物輸送ネットワークと空港後背地の
変化

10:20 ～ 10:40 井口 遥

IGUCHI Haruka

人文

10:40 ～ 11:00 長田 強志

OSADA Tuyosi

環境 樹木の根上がりと土塁地形の変位との関係

11:00 ～ 11:20 小原 亘広

KOHARA Nobuhiro

気候 南岸低気圧による関東地方の降雪頻度とENSOの関係

11:20 ～ 11:40 笹森 幸祐

SASAMORI Kosuke

地形

更新世における那珂川・久慈川流域の河成段丘と気候
変化・海面変化の応答

12:20 ～ 12:40 佐藤 潤一

SATO Junichi

地形

東村山コアにおける第四紀前期のテフラ層序と地形発達
過程

12:40 ～ 13:00 蘇 廸

SO Teki

人文 東京における高学歴中国人の就業とライフコース

13:00 ～ 13:20 田村 岳

TAMURA Gaku

環境

13:20 ～ 13:40 中村 圭汰

NAKAMURA Keita

情報 東京都における書店チェーンの立地分析

13:50 ～ 14:10 布田 大

NUNOTA Dai

気候

14:10 ～ 14:30 フローレス 慈英

FLORES Jiei

14:30 ～ 14:50 室井 和弘

MUROI Kazuhiro

気候 日本付近における冬季低気圧経路の気候学的研究

14:50 ～ 15:10 川添 洋介

KAWAZOE Yosuke

情報

昼

休

休

休

み

エコトーン形成の環境とその変化に関する地生態学的研
究

憩
夏季の北上盆地における強雨の発生と地上気象場の特
徴 ー総観規模擾乱の有無に着目してー
地球統計学的手法を用いた台風による降水の空間的連
情報
続性に関する研究

畳み込みニューラルネットワークを用いた裏町の雰囲気に関
する定量的研究ー下北沢を事例としてー

憩
博論中間発表会 Intermediate Seminar for Doctoral Thesis

15:20 ～ 16:00 ｼﾞｮﾝ･ｱｻｳﾗ･ﾏﾅﾛ John Asaula MANALO

気候

The influence of urbanization on temperature indices
in the Philippines: from local to countrywide context

・修論最終発表は、1人当たり発表時間は20分（発表15分+質疑応答5分）です。For the Mastar's Seminar, each person has
15 minutes to present and 5 minutes for discussion.
・博論中間発表は、1人当たり発表時間40分（発表30分+質疑応答10分）です。For the Doctoral Seminar, each person has 30
minutes to present and 10 minutes for discussion.
・本発表会は，博士前期・後期課程の特別セミナーに該当します．Zoomのチャットにフルネームを書いてください。出席した院
生は当日会場に置く名簿に記名してください．This seminar is part of the “Special Seminar” component of the master’s
program and the doctoral program. After joining the Meeting, graduate students should note your full name on the “Zoom
Chat” board. Graduate students who attend should fill in their names on the attendance register provided at the venue.
・発表用パソコン，座長の友がインストールされたパソコン，延長ケーブル，ポインターは自分達で用意して下さい（事務室に
ある共用パソコン等を使っても構いません）．
・ 学部生も興味のある方は遠慮なく参加して下さい．(参加希望の場合は、教務副委員長の滝波ないし個々の教員までメー
ル送信願います)

