今 日が始ま り
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大学を卒業 した時が3
0才｡それか ら35回の春秋が過 ぎてゆ き,お茶大を退官す る 日が きた｡社会人生
活3
5年 目といえば普通な ら57‑5
8才 くらいであるか ら,私の場合 ,仕事に関 して言 えばまだ燃焼 し切 っ

ていない,とい う想い も無 くはない｡ しか し 肉体年齢は正直な もので,体力の衰 え も感 じる し,自分
,

では気が付かな くて も周 りに老害をまき散 らしていた ことは間違 い無 く,舞台の幕 を引 くよい潮時 とい
える｡お茶大で過 ご した 1
7年半は,この社会人 としての3
5年 の丁度半分に当た るが ,充実 した 日々を送
らせて頂けたのは ,ひ とえに学生 ･卒業生 ,そ して教室の先輩 ･同僚すべての方 々のお陰である｡
ところで,大学 ,とくに国の財政で賄われている国立大学は ,社会の役に立つ人材 を育て送 り出す義
務があるが ,お茶大地理学科は この社会的要請 に十分応えて きた と誇 りを持 って 言える｡最近 ,某私立
大学教育研究所機関誌の ｢ジェンダー ･セ ックス特集｣号の座談会記事に ,若い女性研究所員の次の趣
旨の発 言が載 っていた｡『自分は他大学か らお茶大大学院に行 ったが ,先生 自身に研 究者 を育 て る とい
う意識が無 く,ひ どい失望を味わ った‑‑‑云 々』

しか し,私の知 る限 りでは こ うい うケースは無い と

思 っている｡1
991
年 6月 ,来 日したアメ リカ地理学会会長 S.‑ ンソン女史を迎 えて ,お茶大地理学科
卒業生 との懇談会が開かれた (
本誌 3
3号記事参 照)｡ この席で紹介 されたデータ (
1
9
89年)に よれば ,罪
常勤 も含む全国大学地理学科女性教員2
8
名の うち1
0名が本学地理学科 出身者であ り,少な くとも本地理
学科に関す る限 り,女性研究者を育てるとい う責務は果た してお り,上述 の ような批判を受け るいわれ
は毛頭無 い｡ と くに ,1
976年に新設 された博士課程へは,すでに 1
0名以上が進学 し,その中か らPhDも
含め学位取得者 3名 ,大学 ･短大専任教員 6名が生 まれている｡ この実績か らすれば ,今後 も日本 の女
性地理学者養成 の中心的存在であ り続け るもの と期待 され る｡

9
86年の雇用機会
‑方 ,卒業生の大半が学部を了えて社会に出 るが ,卒業後 の進路をみ ると,と くに 1
均等法施行後 は民間企業‑の進 出がめざま しく,採用後は内外のマーケ ッテ ィング,地域開発関連をは
じめ ,直接 ,間接に地理学を生かせ る部門に配属 され る例が多 い｡その半面 ,従来女高師の伝統 を受け
継 ぎ主力であった教職関係は ,近年就職事情が厳 しいが ,限 られた志望者は教育‑の明確 な信念 と目標
を持 ち,職場 での評価 は高い｡ この ように,近年卒業者の進路 は多様化 しているが ,どの途‑進 んで も
持 てる力を発揮 して社会に貢献 していることは頼 もしい限 りである｡ この優れた学生達に在学中 どこま
でお役 に立てたか ,顧みれば内心但梶たるものがある｡それに も拘 らず ,毎年多 くの学生を卒論ゼ ミに
迎 え,学生達 は 自分の力で立派な論文をまとめ社会 に巣立 って行 った し,学期末にいつ も悔恨 の情 にか
られ る拙い講義を,一生懸命聞いて くれた沢山の学生が居た｡今振 り返 って思い出すのは ,熱心に学ん
で くれた学生ひ と りひ と りの顔 で ,この素晴 ら しい地理学科に籍 を置いた幸せに感謝 している｡

21
世紀 を 目前に控 え,地理学 は さらなる充実 を求め られている｡ お茶大地理学科 とお茶 の水地理学会
の一層 の発展 な らびに会員の皆様 の ご多幸を切望す ると共に,私 も退官を機会にあ らためて ｢
今 日が始
ま り｣ と肝 に銘 じ,及ばずなが ら会員の一人 と して学会のお役 に立ちたい と思 っている｡
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