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井 内 昇先生は平成 5年 3月末 日を もってお茶 の水女子大学 を定年退官 され る｡先生は昭和5
0
年1
0月
に着任 されて以来 ,1
7
年半 の長 きにわた り,研究 と教育を通 じて地理学教室の発展に尽 して こられた｡
昨年 の式 正英先生に続 いて井内先生 ともお別れ しなければな らない と思 うとき,制度上やむをえない
こととはいえ寂 しさを禁 じえない｡
井 内先生 のご専門は都市地理学であるが ,農村 まで も視野に入れた広 い観点か ら,都市お よび集落を
研究 して こられた｡人間は どこかに住 まなければな らない｡先生の研究 の出発点は ,この居住 とい う人
間に とって基本的な生存条件にかかわ る問題 の解 明におかれていた｡先生にあ っては都市お よび集落は
人間の居住 の場 ない し生活 の場 として とらえ られ ,意義づけ られ て きた ので あ る｡ この よ うな立場 か
ら,都市 におけ る人 口の分布 と移動 ,ニユータウンの建設 ,土地利用計画な どについて,自然環境 の影
響や時代的背景の解 明 とともに ,住民の居住意識 の変化 にまで踏み込 んだ研究を され ,その業績 に よっ
て都市地理学 の発展に貢献 された｡対象 とした地域は国内に限 らず ,留学経験 のあるイギ リス,アメ リ
カの両国に も及んだO これ らの業績 には ,国内外において現地調査 を積み重ねて こられた先生の研磨 の
成果が盛 り込 まれていることはい うまで もない｡
お茶大着任前 ,先生は東京都庁 ,次いで国会図書館に勤務 された｡都庁 では首都圏整備計画の企画立
案に当た り,国会図書館では国会の立法案件 にかかわ る基礎調査に従事 された とい う｡ これ らの機関に
在職 しなが ら,都市間題や環境 問題 の研究を続け ることは ,時間的制約な どの点で ご苦労 も多か ったの
ではないか と思 う｡ しか し先生は これ らの困難を克服 して研究を続け られた｡都庁在職中に研修 のため
ロン ドン大学 お よび シカゴ大学に派遣 されたのは ,先生の調査 ･研究に対す る熱意が評価 されたためで
あろ う｡ この ような学 問 ･研究に対す る真撃な態度は ,後 に大学 が先 生 をお迎 えす る理 由の一 つ とも
な ったのである｡ お茶大着任前の経験 は ,先生のその後 の研究 と教育の仕事に生か されている｡例えば
教育の分野では ,先生の実社会での経験 は ,お茶大着任後 の研究の成果 とも結 びつ き,講義の中だけで
な く卒業論文 ･修士論文に対す る指導 の面で も,学生たちの勉学意欲 を高めて きた｡ この ことは ,全教
官が出席す る学部お よび大学院の合同ゼ ミにおけ る先生の発言な どに よって も,実感で きることであっ
た｡
先生の教育熱心については定評がある｡地理学科 は学部 1年生か ら大学院生 まで含め る と1
00名 以上
の学生を抱 えてお り,全学生の氏名をその姿 とともに正確に覚えることはかな り難 しい仕事である｡ し
か し先生はほぼ間違 いな くこの課題をや りとげてお られた｡先生は英国紳士を思わせ る風格をお持 ちで
あるが ,他方では誰 とで も気 さ くに話 し合われ る庶民性 もそなえてお られ る｡ こ うした先生の人柄 と豊
かな学識 を慕 って,これ までに も多 くの学生が先生に指導を仰 いで きた｡
先生は学 内行政 の分野で もその手腕を発揮 され ,一般教育委員長 ,附属小学校長な どの要職を歴任 し
て こられた｡一般教育委員長をつ とめてお られた ときは ,一般教育の充実に努力 され るとともに ,文科
系学生のための一般教育科 目 ｢
情報学｣の開設に貢献 された｡｢
小学生は可愛 い｣とは ,先生が小学校長
在任中に時折漏 らしていた言葉である｡ この言葉が よく表 しているように ,先生は熱心に小学校 の運営
と教育の充実 に取 り阻 まれた｡先生は教室主任 として ,またお茶の水地理学会の総務 として も活躍 され
た｡教室 の支柱 であ り,助言者で もあった先生 とお別れす るに当た って,退官後 もます ますお元気で活
躍 され る ことをお祈 りす るとともに ,これ まで と同様 ,私たち後輩 を指導 して下 さることをお願 いす る
次第であ る｡

‑1‑

