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2018 年度定期総会
下記の通り、2018 年度定期総会を開催しま
す。総会・懇親会の出欠は法政地理 50 号綴
じ込みのハガキにて 4 月末日までの返送をよ
ろしくお願いいたします。なお、昨年度総会
成立要件が会則で定められたため、総会欠席
の方は委任状の返送も合わせてお願いいた
します。

記

なお、当日は総会に先立ちまして、評議員
会および特別講演が予定されています。特別
講演には万障お繰り合わせの上ご参集いた
だきますようお願いいたします。
また、総会終了後、懇親会を開催する予定
です。多数ご参加下さいますようお願い申し
上げます。会場や会費などの詳細に関しまし
ては、当日受付・掲示などでお知らせいたし
ます。

特別講演
◎日 時：2018 年 5 月 12 日（土）
15 時 00 分～16 時頃まで
◎会 場：法政大学市ヶ谷キャンパス
ボアソナードタワーBT1300 教室

◎日 時：2018 年 5 月 12 日（土）
16 時 20 分～17 時 20 分

◎演者 相原正義（聖徳大学兼任講師・法政
大学地理学会副会長）

◎会 場：法政大学市ヶ谷キャンパス
（東京都千代田区富士見 2-17-1）
ボアソナードタワーBT1300 教室

◎演題「地名改変をどのように考えるか―社
会人講座「千葉県常磐線沿いの歴史と地理」
での扱い」

◎議 題：
1．2017 年度事業報告
2．2017 年度決算報告
3．2017 年度監査報告
4．会則改正案
5. 2018 年度事業計画および予算案
6. その他

1.地名--学校教育と社会人講座の扱い
2.「新田」地名廃止への意見
3.つくばエクスプレス新駅周辺区画整地事
業と歴史的地名の削除
4.鉄道駅名を検討する
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法政大学地理学会評議員会

況な懇親会となった。なお、懇親会において、
第 7 回法政大学地理学会賞（最優秀卒業論文
賞）の選考結果が発表され、矢巻 剛さんが
最優秀卒業論文賞に選ばれた。最終候補に残
った 3 名の優秀卒業論文対象学生とともに佐
藤典人会長から表彰された。最優秀論文賞の
審査員を務めていただいた先生は以下の５
名の方々である。あらためて本報告を借りて
御礼を申し上げたい。

◎日 時：2018 年 5 月 12 日（土）
13 時 30 分～14 時 30 分
◎会 場：BT1300 教室
◎議 題：
1．2017 年度事業報告
2．2017 年度決算報告
3．2017 年度監査報告
4．会則改正案
5. 2018 年度事業計画および予算案
6. その他

［2017 年度最優秀論文賞審査員］
澤柿教伸先生（法政大学社会学部、審査委員
長）
大八木英夫先生（日本大学文理学部）
小田宏信先生（成蹊大学経済学部）
牛垣雄矢先生（東京学芸大学教育学部）
中川秀一先生（明治大学商学部）

2017 年度法政大学地理学術大会報告
2018 年 2 月 24 日（土）
、法政大学市ヶ谷キ
ャンパス富士見校舎等で、文学部地理学科と
共催で 2017 年度法政大学地理学術大会を開
催した。当日の発表総数は 149（卒業論文発
表 110（通学課程 109、通教課程 1）
、一般発
表 7（修士論文発表 7）
、ポスター発表 32）で
あった。これは昨年度大会に比べて 19 発表
の増加である。また、今大会の総参加者数は
333 名（学生 248 名、一般学会員他 85 名）で、
ここ数年の大会の中でもかなり参加者数が
多かった。その点では大変盛況な大会であっ
たと言えよう。今年度の大会も、卒業の確定
した学生がほぼ全員発表したことである。地
理学術大会で卒論発表をして、はじめて卒業
できるという常識が学生の間に定着しつつ
あるように思える。
しかし、例年のことであるが、自分の発表
が終わってしまうと帰ってしまう学生がい
たことと、1 年生から 3 年生の出席も必ずし
も十分ではなかった。地理学科の学生がなる
べく全員集まって、学術大会を盛り上げよう
という風潮がまだまだ醸成されているとは
いえない。
全ての発表の終了後、富士見校舎内食堂で
懇親会が開催され、141 名（学生 114 名、事
務 2 名、一般・教員 25 名）の参加者があっ
た。昨年より 37 名の参加増となり、大変盛

最優秀卒業論文賞および 3 名の優秀卒業論
文表彰者は以下の通りである。
［第 7 回法政大学地理学会賞（最優秀卒業論
文賞）
］
矢巻 剛「離島における水環境の特性および
形成要因について―対馬・壱岐・平戸を中心
に―」
［2017 年度優秀卒業論文）
］
淺野貴文「同一会社線内における相互直通運
転開始に伴う利用者便益の変化とその調査
法―常磐線系統上野東京ラインを事例に―」
高橋りさ「秋葉原におけるメイド・コスプレ
喫茶の立地展開」
望月宏美「ツマグロヒョウモンの北上に関す
る生気候学的研究」
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れておりますので、その点をご理解いただき、
ご協力ほどよろしくお願い申し上げます。
住所不明者(敬称略)
阿部智臣・工藤哲男・後藤良太・佐藤功・田
口圭子・塚本裕子・橋本達也・増田俊樹・吉
田正人
上記の方の連絡先をご存知の方がいらっし
ゃいましたら、学会まで連絡先をお知らせい
ただきますよう、ご本人様にお声がけをお願
いいたします。特に通信教育部所属の学生会
員の情報は個人情報管理の観点から大学事
務から学会への連絡は一切ございませんの
で、住所変更の際にはご面倒ですが当学会ま
で一報をお願いいたします。
-------------------------------------<<学会ニュース原稿の募集>>
法政大学地理学会ニュースに掲載する原稿を
広く会員の皆様から募集しております。原稿の
ご相談は、
下記の連絡先までお願いいたします。
連絡先：庶務委員会(shomu@chiri.info)
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会員動向(2017.12.1 から 3.16 までの会員動
向です。敬称略)
入会
[学生] 齋藤 明子(茨城)
会計委員会より
現在、2014 年度以前の会費未納の方につい
ては機関誌・学会ニュース等の発送を停止し
ておりますので、会費未納の会員様におかれ
ましては速やかな納入をお願いいたします。
本学会は会員皆様の会費によって運営さ
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