飯本信之先生の追憶
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飯本先生は女高師文科地歴部での2
7
年間の教鞭を終 え られたあと,新制お茶大の地理学科初
学生は 1
0回生 まで) は今に して思えば大変短 い期間であった｡
代主任に就任 された｡在職 9年 (
その間学部長を経験 され ,また後 にお茶大最初の名誉教授に もな られた｡女高師時代 の後期 の
頃 ,学界に進 出す る何人かの教 え子を育て られたが ,大学発足後は松井 ･能 ･吉川先生等 のス
タ ッフと教室におけ る教育 ･研究体制の基礎づ くりに努め られ ,お茶大地理学科の存在は不動
の ものにな った と思われ る｡専攻科 の設置は後 の大学院の先駆 とな り,また学科 目制か ら講座
制へのステ ップで もあった｡ これ らの地理学科基礎がためは先生の大 きな功績であるが ,先生
を援助 した寵瀬先生や貝山助手のサ ポー トに恵 まれた ことも見落せない｡ 日大への転職は,当
時の同大学地理学科の基礎確立に向か っての強い懇望があったため と理解 している｡

8才で ,手の届かぬ近
私がお茶大に呼ばれて飯本先生に初めてお 目にかか った時先生は既に5
づ き難い方だ った上 ,大柄 で威厳に満ちた風貌なのに ,ペイペイの私にに こやかに話 し掛け ら
れ ,萎縮 させ まい とい う気配 りを され る方 との印象をいた く受けた｡二 ,三年後 ,先生の巡検
指導の見習いで同行 させていただいた時 ,宿の夜 ,先生 が ｢
わ しは時 々間違 え られ て 困 るん
じゃ｣ といわれ る｡何か と思 った ら小声 で ,会社 の社長 に見 られ るん じゃよと,その時の心中
の苦衷を語 られた｡先生は研究室の書棚や大 きなテーブルの配置がえを しば しば思いたち,そ
れをまめに実行 され る｡気分の為ばか りでな く公共の部屋を皆のために よ り使いやす くす ると
い う配慮 を常にお持 ちであった｡存在感のある大 きな身体は同時に包容力 と指導力にあふれ ,
学生たちの多 くが敬愛 しお慕い した先生であった｡
先生の地理学研究について理解をあ らたにすべ き事情がい くつかある｡私 どもの知 らない先
生の履歴 のなかに ,学生時代におけ る地理学科‑の転学科 とい うひ とコマがあった｡先生はは
じめ東大の鉱物学科に入学 , 3年終了後にあらためて地理を修め られた｡ 自然のベースの上に
人文地理学を学ぶいわば地理学 の理想を実践 されたわけ で あ る｡政 治地 理学 の体系 が先 生 の
｢
干拓
｢
政治地理学 上 ･下｣の著書に よって確立 された ことを ,私 どもは誇 ら しく思 う｡また ,

地の地理学的研究｣は ,還暦後 にまとめ られた学位論文 である｡ しか しその構想は ,4
0
歳代に
在外研究員 として ヨー ロッパ滞在中 ,オランダで開催 された万国地理学会に 日本代表 で参加 さ
れた時の,ゾイデルゼ‑のポルダー視察か らの ヒン トを得 られた もの と うかが った｡先生の外
遊 は さらに ,万国地質学会 (ソ連) 出席や ブラジル調査 を含むユーラシア ･アメ リカ大陸間の
航海 でつず られた｡パナマ運河を西か ら東に渡 るのは厭 な ものだ と,感 想 を語 られ る ことが
あったが ,外地 での長期間の旅行中に 日本か ら遠 の く方 向‑の移動には ,先生で も辛い思いを
されたのか といささか感慨 を うけた｡
先生は多年 にわた って文部省か ら数 々の委員を委嘱 され ,多忙の ご様子だ った｡中学高校教
科書調査委員会 ,地理学振興委員会 ,図書推薦委員会 ,地名委員会

,

学術審議会地理学用語専

門部会等 々で,この うち用語部会では主査 をつ とめ られ ,お茶大在職期 間のお もな業績のひ と
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つ とな った｡ 日本地理学会会長に就任 されたの もこの頃である｡数年間にわた った地理学用語
の委員会には,雑用役に私 も参加 したので,当時の状況は記憶 に新 しい｡多 田 ･石 田 ･幸 田 ･
岡山 ･下村ほかの先生方 と用語 の適切度について検討す る うちに,甲論乙駁が果て しな く,余
談か ら放談 ,雑談 とな り,その主導権をにぎっている我 らの主査に正直な ところ困 り果てた こ
ともしば しばであった｡ しか し先生か らみれば後輩である学界第一線 の多士斉斉を相手に して
論談をかわす しば しの時を ,先生は心か ら楽 しまれていたのだ と思 う｡
卒論 ゼ ミで先生は よく,フィール ドでは地域住民 の悩みを聞いてその由来を探 るのが地理学
‑‑ ここでい うとくん じゃが ,みな
の 目的なのだ と説かれた｡卒業生を送 り出すに当 っては ,｢
立派に しゃ くゎい人にな ってや ,地理学 くゎのやわ ,名誉 を傷つけん ように して もらいたいん
じゃ｡｣ と最後 の訓示を され るのが常だ った｡

4
才の天寿を全 うされた｡実に今世紀 のほ とん どを生 きられた ことにな る｡
飯本先生は今年 ,9
学界に ,大学に ,幾多の名誉を刻 まれて｡
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