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会 告
○2020 年度(第 75 回)総会・研究発表大会のご案内
2020 年度(第 75 回)総会・研究発表大会を下記の要領にて開催いたします。
記
１．日時：2020 年 6 月 6 日（土）9：00（予定）より
２．会場：立正大学熊谷キャンパス 19 号館（アカデミックキューブ）2 階 A205 教室（予定）
（当日、学内に案内を掲示いたします）
３．総会委任状について
次号の学会ニュースに総会委任状を同封します。
４．昼食
学生食堂（サハー・パルロットなど）が営業しております。
５．懇親会
１）会場：立正大学熊谷キャンパス 19 号館 1 階 インターネットカフェ（予定）
２）会費：一般 4,000 円・学生 2,000 円（予定）
３）時間：17:00（予定）開始、2 時間程度
６．研究発表
１）申し込み
発表希望者は、2020 年 4 月 13 日（月）までに集会委員会宛にメールでお申し込みくだ
さい。お申し込みの際は、以下の枠内の内容をメールに記載して geosoc@ris.ac.jp まで
送信してください。非会員の方が発表者になることはできません。
１．発表者氏名
２．所属(共同発表の場合は、発表者に○印をつけて下さい)
３．発表題目
４．発表形式(いずれかを選んでください)：「口頭発表」もしくは「ポスター発表」
５．連絡先（氏名、住所、電話番号、E-mail アドレス）
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２）形式
口頭発表とポスター発表があります。どちらかを選択してください。
●口頭発表
発表時間 15 分、質疑応答 5 分の計 20 分です。
会場には、パソコンと液晶プロジェクターが用意してあります。プレゼンテーションソ
フトは Windows 版 PowerPoint2013 になりますので、ファイルは Windows で読み込める
フォーマットの USB メモリーに保存し、会場へご持参ください。
※発表希望者多数の場合は、ポスター発表に変更頂く場合もあります。その場合は、
事前に集会委員会からご連絡いたします。
●ポスター発表
コアタイムとは別に 1 分程度の口頭による内容紹介を行っていただきます。ポスター
のサイズは A0 縦 (短辺 841 ㎜，長辺 1189 ㎜) サイズまでです。
３）要旨
発表者は要旨を必ず編集委員会にご提出ください。要旨は『地域研究』に掲載いたし
ます。執筆要領は大会当日に編集委員会の受付で配付いたします。大会後、期日まで
にご提出ください。なお、発表要旨集は作成しません。
４）配付資料
配付資料が必要な場合は、発表者が各自で必要な枚数を事前にご用意ください。配
付資料のコピー・印刷等は受け付けておりません。学内の有料のコピー機をご利用くだ
さい。
７．地理写真
１）申し込み
発表希望者は、2020 年 4 月 13 日（月）までに集会委員会宛にメールでお申し込みく
ださい。お申し込みの際は、以下の内容をメールに記載して geosoc@ris.ac.jp まで送
信してください。非会員の方が申し込むことはできません。なお、地理写真は研究発表で
はありません。
１．氏名
２．所属(共同の場合は、発表者に○印をつけて下さい)
３．テーマ
４．連絡先（氏名、住所、電話番号、E-mail アドレス）
２）形式
地理写真のサイズは、A1 縦（短辺 594 ㎜,長辺 841 ㎜）サイズまでです。大会当日に
所定の場所へ掲示し、大会終了後は各自でお持ち帰りください。写真の大きさ・枚数・貼
り方は自由です。写真には内容・場所・撮影日時などのキャプションを付記願います。
８．研究発表大会プログラム・会場案内について
次号学会ニュース（祝日のため、2020 年 5 月中～下旬発送予定です）、ならびに学会
ホームページに掲載（5 月中旬予定）いたします。
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９．展示について
地理関係出版社の出版案内や図書販売が行われる予定です。
10．やむを得ない理由によって開催が困難な場合の対応
地震や台風またはその他のやむを得ない理由によって大会の開催が困難な場合は、立
正地理学会ホームページまたは立正大学地理学科ホームページ（http://rissho-map.jp/）
でお知らせいたします。
＊2019 年度に引き続き、立正地理学振興会の行事として、前年度の地理学科優秀卒業
研究発表 2 件を、午前のプログラムに組み込む予定です。

○2020 年度立正地理学会評議員会のお知らせ
2020 年度立正地理学会評議員会を下記の要領にて開催いたします。
記
１．日時：2020 年 6 月 5 日（金）18:00 より
２．場所：立正大学熊谷キャンパス 19 号館（アカデミックキューブ）6 階 A610 会議室（予定）
３．議題：１．2019 年度事業報告の件
２．2019 年度決算報告の件
３．2020 年度事業計画案の件
４．2020 年度予算案の件
５．その他（他に議題のある評議員の方は、集会委員会までお知らせ下さい。）
詳細については、次号学会ニュースにて評議員の方に同封するご案内をご覧下さい。

○臨地研究会の開催を希望される方へのお知らせ
2020 年度に臨地研究会の開催を希望される方は、以下の要領で実施案を作成し、2020
年 4 月 13 日（月）までに集会委員会宛メール（geosoc@ris.ac.jp）にご提出ください。合同委
員会等で協議し、実施の可否を決定いたします。
なお、臨地研究会は日曜日または祝日に開催してください。貸し切りバス利用の場合は
学会から 5 万円、徒歩の場合は 2 万 5 千円が最大で補助されます。お申込み多数の場合、
またはお申込み内容によってはご希望に添えない場合もありますので、お含みおきください。
１．趣旨
２．日時：20○○年○月○日（○）開始時刻～終了予定時刻
３．集合場所：○○線「○○駅」改札口 ○○に集合
４．テーマ：「○○○」
５．案内者：○氏名○、○氏名○、○氏名○
６．参加費：○○円
７．コース：○○→○○→〈昼食〉→○○→○○解散
＊昼食は○○
８．募集定員：○名
９．参加を希望する会員が連絡するための氏名と E-mail アドレス
3

2020年3月

○立正地理学会研究委員会の募集（新規）
2020 年度の研究委員会を募集します。希望者はホームページ上または立正地理学会ニ
ュース No.112，No.113（立正地理学会ホームページ，立正地理学会ニュースバックナンバ
ー参照）に掲載された「立正地理学会研究委員会に関する内規」を熟読の上、内規 5 の
内容を明記した申請書を、副常任委員長宛に郵送（住所等は最終ページに記載）、または
メール（アドレス：geosoc@ris.ac.jp，件名：立正地理学会研究委員会応募）で提出して下さい。
2020 年 4 月 17 日(金)を締切日と致します。応募件数が多い場合は調整することがありま
す。
（副常任委員長 片柳 勉）

☆地理学教室だより☆
〇地域連携活動紹介
地理学科では、大学主体のものや AP 事業、ゼミなどで様々な地域連携活動を行ってい
ます。今回は、熊谷市星宮地区および上川上地区と連携を行っている活動を紹介します。
「熊谷市星宮地区および上川上地区との連携」
地理学科の原ゼミでは、熊谷市星宮地区および上川上地区をフィールドとして、2016 年
から地域連携活動を行ってきました。本地域は、荒川が形成した扇状地の扇端部に位置し
ており、1950 年代まで豊富な湧水とそれに伴う水文化が形成されていました。その後、地
下水位の低下によりほとんどの湧水は涸れ、水文化も失われつつあります。
本地域連携では、このような水文化を復原することを目的に、様々な地域資源の発掘や
地図製作などを毎年行ってきました。本年度は、上川上地区でラグビーワールドカップ 2020
が開催されたため、「地域の魅力を若者世代や外国人に知ってもらう！」をコンセプトに、日
本語版と英語版の紙地図および Web マップ（下図の QR コードよりアクセスできます）の作
成を行いました。作成した地図は、大会当日に地域住民の方々とともに多くの方に配布し
ました。

Web マップ

2019 年度に作成した地域資源マップ
（飯山和也会員）
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○2019 年度卒業研究発表大会報告
第 15 回立正大学卒業研究発表大会が 2020 年 2 月 6 日、7 日に行われました。今回の
大会では、口頭発表 8 名、ポスター発表 38 名、AP 学生研究プロジェクト 1 グループが発
表を行いました。当日は、学生を中心に多くの方々が大会に参加し、活発に質疑応答など
が行われていました。
今回の学会ニュースでは、大会で発表された研究の一部について学生広報委員による
取材レポートをもとに紹介します。

安部聖吾『アニメツーリズムの持続性が地域に及ぼす影響
－沼津市の「ラブライブ！サンシャイン！！」を事例に－』
アニメの舞台として描かれた地域にファンが訪れる「聖地巡礼」と呼ばれるアニメツーリ
ズムは、地元地域が自発的にイベントや情報発信を行うことは少なく、ファン自らが聖地を
盛り上げていくことが主流でした。そのため、一時的に地域が活性化したもののブームが過
ぎると活性化が下火になる事例がほとんどでした。しかし、今日では幅広い世代でのアニメ
に対する意識変化に伴い、アニメ制作会社が地域に協力することも多くなり、アニメツーリ
ズムの持続期間が長くなっています。そこで安部さんはアニメ放送から 4 年目を迎える「ラ
ブライブ！サンシャイン！！」の舞台である静岡県沼津市におけるアニメツーリズムの持続
性と地域への影響について着目し、聞き取り調査やアニメとタイアップした施設や交通機関
などの分布調査を行いました。
阿部さんは、調査結果より、地域とファンが交流を通して良好な関係を築くことや制作会
社と地域が常に新たなコンテンツを提供することでリピーターが創出されていることを明ら
かにしました。また、聖地巡礼の持続性を保つためには、作品と地域の両方の魅力が重要
であり、聖地巡礼を目的としていたファンの意識が「地域への愛着」へと変化することで持
続性のある聖地巡礼が成立するのではないかと結論づけていました。

ポスター発表の様子（飯山和也会員撮影）
（広報委員 小形旬平、飯山和也）
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○会費納入のお願い
2019 年度分の会費が未納の方には、今回の学会ニュースに「会費納入状況のお知らせ」
と「払込取扱票」を同封しておりますので、ご納入下さい。また、過年度分会費が未納の方
は、過年度分もあわせてご納入願います。会費および郵便振替口座の番号・加入者名は
下記の通りです。
一般会員 4,000 円 学生会員 2,500 円
00130-8-13453 立正地理学会
なお、他の金融機関からお振込みされる際にご指定頂く口座は、以下の通りです。お振
込みの際は、振込人氏名が会員ご本人の氏名となっておりますことをご確認頂きますよう、
お願い申し上げます。
銀行名
ゆうちょ銀行
金融機関コード
9900
店番
019
店名（カナ）
○一九店（ゼロイチキュウ店）
預金種目
当座
口座番号
0013453
カナ氏名（受取人名）
リッショウチリガクカイ
※学会ニュースや地域研究などの送付先の変更が生じましたら、お早めに立正地理学会
までご連絡下さい。また、住所変更のご連絡がなく、新住所のみご記入され、氏名のご記
入のない場合には、どなたのお振込みか不明となります。ご入金の際は、払込取扱票の払
込人住所氏名の欄に必ず住所と氏名をご記入頂きますよう、お願い致します。
※今年度をもって退会を希望される方は、3 月末日までにご連絡下さい。ご連絡がない場
合は、自動的に次年度継続として、会費の請求を行わせて頂きます。
（庶務会計委員会）

編集後記
大学内の梅も咲きほこり、春の気配が感じられるようになりました。本年度も学会や臨地
研究会など様々な場所で取材等に協力いただき、心より御礼申し上げます。私事で恐縮で
すが、修士課程修了のため本学会ニュースをもちまして私は広報委員から離れることとな
りました。広報委員になって 6 年間、多くの方々にお世話になりました。この場をお借りして
お礼申し上げます。
（広報委員 飯山和也）
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