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地理学教室便り（2013年度） 

 

 本誌「お茶の水地理」は，前号より，地理学教室教

員が編集を担当し，毎年刊行となっています．雑誌の

内容構成としては，地理学教室の教育・研究活動を中

心に構成する他，OGらによるお茶の水地理学会の活動

報告なども含めています．今号の特徴は，優秀な卒業

論文を複数編，掲載できたことです．これは，学部地

理学コース，大学院地理環境学コースともに，学生数

が多い年度に対応したものです．本学地理学コースの

卒論要旨は，本学の教育・研究成果コレクションTeaPot 

(URL http://teapot.lib.ac.jp/ocha/)を通じて広く

閲覧され，そこから卒業論文そのものを読みたいとい

う方が増えておりました．本号は，そうした要望に，

いくらか応える形となりました． 

 2013年度の地理学教室構成員を紹介します．専任教

員は，学部地理学コースに水野，宮澤，長谷川の３名

が，そしてグローバル文化学環に熊谷が，それぞれ在

籍しています．昨年度まで，地理学コースの授業を担

当していた本学シミュレーション科学教育研究センタ

ーの小田隆史助教は，今年度４月より，宮城教育大学

復興支援センター特任准教授として転出しました．大

学院博士前期（修士）課程地理環境学コースでは，学

部地理学コースの３名に熊谷が加わり，博士後期課程

では，４名全員がジェンダー学際研究専攻の教員です．

博士前期課程では，兼担教員として開発・ジェンダー

論コースの小林教授（国際関係論），荒木准教授（開発

研究，アフリカ地域研究）も加わり，専任教員ととも

に教育・研究指導を担当しています．地理学教室事務

室のアカデミック・アシスタント（AA）は，前期には

古野さん，工藤さんが担当し，後期には新たに中嶋さ

ん，古橋さんが担当しました．お茶の水地理学会事務

局は，須野原さんに加えて土屋さんが，総会・巡検・

講演会・会誌・ニューズレターなどの学会業務の他，

本学地理OGとして在校生の良き相談役にもなりながら

活動しました． 

 2013年度の非常勤講師の先生方は，以下の通りです．

学部のコア科目・LA（リベラル・アーツ）において，

大八木麻希，片岡久美，鈴木智恵子，吉岡由希子（以

上，情報処理演習），中川晋一（情報社会の安全保障）

の各先生方，地理学コースの専門科目では，中條曉仁

（社会地理学），小堀昇（地図学），中山大地（測量学），

梶田真（社会地理学演習Ⅰ），山内昌和（地理環境学演

習Ⅱ），小田隆史（地理学英書講読，地理学フィールド

ワークＢ），片柳勉（地理環境学演習Ⅳ），齋藤元子（文

化地理学演習），森島 済（環境地理学基礎演習），早

川裕弌（自然地理学，地理学フィールドワークＢ），目

代邦康・佐々木リディア（地理学フィールドワークＢ），

木村真冬（社会科教育法Ⅰ），大学院では大城直樹（環

境文化論）の各先生方に担当していただきました．講

師の先生方には，この場を借りてお礼申し上げます． 

 学部地理学コースの学生は，２年生が15名，３年生

が７名，４年生が18名でした．今年度卒業した15名の

学生の進路は，民間企業（10名），公務員（４名），大

学院進学（１名）でした．昨今の厳しい就職状況から

すると，今年度の卒業生はそれぞれ努力して進路を確

保したと言えます．大学院博士前期課程では４名が，

博士後期課程では１名が新たに入学し，院生数は全部

で19名でした．大学院の進学者は，本学の修了生に加

えて，海外からの留学生を含んでいます．博士前期課

程では，今年度７名が修了し，その進路は本学および

他大学の博士後期課程，公務員，民間企業などでした．

博士前期課程の院生の中には，在職しながら修士論文

を書き上げた人だけでなく，海外留学から戻って修士

論文に取り組んでいる人など，さまざまなアカデミッ

クパスが見られました．昨年度，課程博士の学位を取

得した２名のうち謝さんは，本国中国で大学の特任研

究員に就職しました．また三原さんは，本学大学院人

間文化創成科学研究院研究員として，研究活動を続け

ています． 

 地理学教室教員が2013年度に参加した主な研究プロ

ジェクトには，学内共同研究「往来を通じた気仙沼市

の復興に資する学内活動の活性化」（代表：水野勲，分

担：長谷川直子），「社会関係資本と公共空間の再構築

を通じた被災地復興－岩手県陸前高田市におけるコミ

ュニティの再建支援」（代表：小林誠，分担：熊谷圭知）

があります．本学では，東北被災地の６自治体・教育

委員会と包括的な連携協定を結んでおり，地理学教室

教員の一部は気仙沼と陸前高田の活動に参加していま

す．また，シミュレーション科学教育研究センターの

共同研究として，「大学キャンパスにおける将来の大

規模震災時を想定した防災シミュレーション教材の開

発」（代表：水野勲，分担：長谷川直子）を行い，この

成果に基づいて本学の多分野横断のワークショップ授
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業（LIDEE）を行いました．これら以外にも，教員それ

ぞれが科学研究費を代表・分担で獲得しており，その

内容については本学Webサイトの「研究者情報」でご覧

ください．なお熊谷が代表をつとめる科学研究費の共

同研究によって，３月26日には，世界的に知られる英

国の社会・経済地理学者ドリーン・マッシー氏（オー

プン・ユニバーシティ名誉教授）を招聘し，地理学だ

けでなく人類学，経済学，社会学，ジェンダー研究等

の多くの分野の教員，院生，学生が集まって，研究会

での熱心な議論を行いました． 

 最後に，2013年度に実施した巡検の一覧と教室構成

員が公表した主な研究成果を掲載します．9月に実施さ

れた山形市周辺での宿泊巡検の内容については，本誌

の巡検報告をご覧ください． 

 構成員一同，地理学の教育・研究に微力ながら努力

を続ける所存です．本誌のさらなるご愛読と，これか

らもご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す． 

（2013年度学部地理学コース主任 水野 勲） 

 

2013年度実施の巡検（一覧） 

4月 御茶ノ水（水野） 
5月 一日巡検の事前授業（水野） 

 成城・田園調布（宮澤） 

 
地形と人間活動－お茶大周辺から椿山荘まで

－（早川・長谷川） 
6月 湘南の地形と景観の保全（目代） 
7月 グローバル化と都市－エスニックタウン池袋

（小田） 
9月 森林保全，割り箸，スタディツアー（長谷川） 

山形巡検（宮澤，本誌参照） 
10月 多摩ニュータウン（宮澤） 

 
東京下町－日本水準原点から荒川ロックゲー

トまで－（水野） 
11月 横浜市青葉区 ＜寺家ふるさと村＞日本の里

山の自然環境と地元コミュニティーの歴史，文

化（佐々木） 

2013年度に公表した主な研究成果（一覧） 

執筆物 

小田隆史・水野 勲 2013. 宮城・福島における避難・

支援空間に関する地理学的研究．お茶の水地理 52: 

36-40. 

壁谷雅子 2013．学校を拠点としたセーフコミュニティ

活動－神奈川県厚木市立清水小学校通学区における

事例．新地理 61(2): 29-41． 

木内智子・宮澤 仁 2013．送迎保育の現状と効果に関

する一考察－埼玉県東南部の実施自治体を事例に．

お茶の水地理 52: 25-35． 

Kumagai, Keichi 2013. Floating young men: 

Globalization and the crisis of masculinity in 

Japan HAGAR (Studies in Culture, Policy and 

Identities), Israel, 10 (2):3-15. 

熊谷圭知 2013. 場所論再考－グローバル化時代の他

者化を越えた地誌のための覚書. お茶の水地理52: 

1-10． 

熊谷圭知 2013．参与観察．人文地理学会編『人文地

理学事典』132-133，丸善出版株式会社． 

谷口智雅・長谷川直子・大八木英夫・宮岡邦任 2013.

「陸水に関わる『大地の遺産』の選定」 .陸の水

（Limnology in Tokai Region of Japan）60: 61-63. 

長谷川直子・桑名杏奈 2013.大学キャンパスにおける

将来の大規模震災時を想定した防災シミュレーショ

ン教材の開発.お茶の水地理52: 40-44. 

長谷川直子・大八木英夫・谷口智雅 2013.地誌および

地理学の意義の再考と『大地の遺産』のアウトプッ

トに関する提案.お茶の水地理52: 21-24. 

水野 勲 2013. 自己組織化モデル．人文地理学会編

『人文地理学事典』212-213，丸善出版株式会社． 

水野  勲・長谷川直子・小田隆史・桑名杏奈 2013.震

災に対応した地理的シミュレーション・ゲームの開

発に向けて.お茶の水地理52: 11-20. 

Miyazawa, Hitoshi 2013. Geographical studies of 

welfare issues in Japan since the 1990s. 

Geographical Review of Japan 86B(1): 52-61. 

宮澤 仁 2013．障害と空間．人文地理学会編『人文地

理学事典』558-559，丸善出版株式会社． 

宮澤 仁 2014．高齢化する大都市圏の地域福祉．藤井 

正・神谷浩夫編『よくわかる都市地理学』196-197，

ミネルヴァ書房． 

山田真美 2013．ハンセン病を患った日本兵捕虜が見た

カウラ事件．日本オーラル・ヒストリー研究 9: 

53-167． 

山田真美 2013.捕虜を生きる身体－第二次世界大戦

期・カウラ第十二戦争捕虜収容所に於ける日本兵の

日々．人間文化創成科学論叢（お茶の水女子大学）

16: 215-223． 

李 小妹 2013.中国の都市空間にみる「圧縮式現代性」

－深圳華僑城の空間の表象と実践をめぐって.人間
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文化創成科学論叢(お茶の水女子大学)16: 311-319． 

 

口頭発表・講演・ポスターセッション 

Arakaki, Minori 2013. Jinbun, yuimaru, bu (wisdom, 

spirit of cooperativce efforts and local 

community).  Women’s role in OKINAWA’s 

endogenous development after reversion to 

Japanese administration. IGU Regional Conference 

Kyoto (Kyoto International Conference Center)． 

新垣みのり 2014．沖縄県安富祖地域の農村開発におけ

る女性グループの役割と課題－自己実現をもたらし

たキーパーソンに着目して．経済地理学会関東支部

例会（東京大学）. 

Oikawa, Yuko 2013. Does “art” recreate place of 

commons or space of new order?: The Bokuto 

Machimise Project and recent urban 

rehabilitation in a Tokyo inner city area 

Pre-Conference of International Geographical 

Union Commission on Gender and Geography (Nara 

Women’s University). 

小川杏子 2014．アンカラの都市再開発と「ゲジェンコ

ンドゥ（不法居住住宅）」－都市空間をめぐる実線と

表象．日本地理学会春季学術大会（国士舘大学）． 

Kushima, Momoyo 2013. Dwelling and gender-focusing 

on the weaving princess training programme in 

Japan. IGU Regional Conference Kyoto (Kyoto 

International Conference Center)． 

久島桃代 2013．身体・空間・「障害」－近年の英語圏

人文地理学におけるディサビリティ研究の動向から．

人文地理学会大会（大阪市立大学）． 

熊谷圭知 2013.場所の生成とフィールドワーク－エ

スノグラフィーにおける空間・場所論の再定位のた

めに．文化人類学会2013年度大会（慶応大学）. 

Kumagai, Keichi 2013. A sense of local with gender 

sensitivity: Reflections on place and fudo 

(milieu) in Japan. IGU Regional Conference Kyoto 

(Kyoto International Conference Center)． 

熊谷圭知 2013．パプアニューギニアの場所と人々－

1979年～2013年のフィールドワークから．東アジア

国際海港都市学術会議（木浦国立大学）. 

Kobayashi, Shigeru, Miyazawa, Hitoshi, and 

Yamamoto, Kenta 2013. Three databases of Japanese 

Imperial Maps. Pacific Neighborhood Consortium 

2013 Annual Conference and Electronic Cultural 

Atlas Initiative Session, Historical GIS (Kyoto 

University). 

佐伯英恵 2014．祭と音と身体－陸前高田の七夕祭の風

景と共同性の生成．全国地理学専攻学生卒業論文発

表大会（東京学芸大学）． 

谷口智雅・元木理寿・戸田真夏・横山俊一・山下琢巳・

大八木英夫・宮岡邦任・長谷川直子・早川裕弌 2014．

旅行ガイドブックを使った地誌学的視点の一般への

普及－東京西新宿・表参道・渋谷の事例.日本地理学

会春季学術大会（国士舘大学）. 

戸田真夏・長谷川直子・大八木英夫・谷口智雅・元木

理寿・山下琢巳・横山俊一・早川裕弌・宮岡邦任 2014．

大学生を対象としたアンケート調査による国内旅行

と旅行情報源について.日本地理学会春季学術大会

（国士舘大学）. 

中嶋悠紀 2014．「京たけのこ」から見た「京ブランド」

の価値．全国地理学専攻学生卒業論文発表大会（東

京学芸大学）． 

Nakamura, Yukiko 2013.  Emerging layered women’s 

agency and governance in dairy cooperative 

societies: From multi-scale perspectives in 

Rajasthan, India. Pre-Conference of Interna-    

tional Geographical Union Commission on Gender 

and Geography (Nara Women’s University). 

Hasegawa, Naoko, Okubo, Takuya, and Kumagai, Michio 

2013．Density current and oxygen concentration in 

the north basin of Lake Biwa. IGU Regional 

Conference Kyoto (Kyoto International Conference 

Center)． 

長谷川直子・熊谷道夫・北澤大輔・伴  修平 2013.琵

琶湖における沖向き物質輸送．日本陸水学会第78回

大会．（龍谷大学）. 

長谷川直子・宮岡邦任・元木理寿・大八木英夫・谷口

智雅・戸田真夏・山下琢巳・横山俊一 2013．地誌学

的視点の一般への普及－旅行ガイドブックを使った

試み.日本地理学会秋季学術大会（福島大学）. 

丸本美紀 2013.奈良盆地と京都盆地における瀬戸内気

候としての乾湿の違い．日本地理学会秋季学術大会

（福島大学）． 

水野 勲 2014. 地名の集合論と空間の政治－原発事

故後の「福島」の地理的スケール．日本地理学会春

季学術大会（国士舘大学）． 

水野 勲・長谷川直子・小田隆史 2013．2011 年3月複

合震災による福島県内の伝統的地域区分の変容－近
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接性データによる地域間連結性のＱ-分析．日本地理

学会秋季学術大会（福島大学）． 

水野 勲・長谷川直子・小田隆史 2013．震災後のアク

セシビリティの変化と，それによる地域社会への影

響の解明．CSIS DAYS 2013（東京大学空間情報科学

センター）． 

Mizuno, Isao, Hasegawa, Naoko, and Oda, Takashi 

2013. Changing the space of accessibility in 

traditional regional divisions in Fukushima 

after complex disaster. IGU Regional Conference 

Kyoto (Kyoto International Conference Center)． 

三原昌巳 2014．東日本大震災後の福島県二本松市岳温

泉地区における観光地としての震災復旧．日本地理

学会春季学術大会（国士舘大学）． 

横山俊一・長谷川直子・谷口智雅・宮岡邦任・戸田真

夏・大八木英夫・元木理寿・山下琢巳・早川裕弌 2014．

『出版年鑑』による旅行ガイドブックの地域的特徴

について.日本地理学会春季学術大会（国士舘大学）. 

Li, Xiaomei. 2013. Meeting Prince Black Horse: 

Sexing nationality and practicing masculinity in 

Shenzhen China Folk Culture Villages. 

Pre-Conference of International Geographical 

Union Commission on Gender and Geography (Nara 

Women’s University) . 

李小妹 2013．中国少数民族の身体とジェンダー．第５

回devgen定例会（東京）．
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