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地理学教室便り（平成 21 年度）

　卒業生の皆様，お元気でお過ごしでしょうか．

平成 21 年度の地理学教室の近況を報告します．

大学が独立行政法人となって６年が経過し，教育・

研究における人員，予算の配置が社会的人気度に

左右されやすくなっています．地理学はもともと

目立たない学問であり，また地理学≒理系≒男子

という，高校の進路指導室の先入観もあります．

しかし，このような大学環境の中でも，全国のす

べての女子大学の内で体系的に地理学を学べる数

少ない大学という（大学院を含む）本学地理学教

室のポジションは，今後ますます重要さを増すも

のと考えます．そのポジションとは，男性が大半

を占める日本の地理学界において，女性の日常的

な関心や経験が，地理学という学問にどのように

生かされているのか，という問いの中にあります．

本誌が 50 号を刻むにあたり，今回の教室便りで

登場する本学地理学教室の卒業生について，何回

生であるかを［ ］内に付記し，いかに多くのＯ

Ｇの協力で地理学教室が支えられているかを示し

たいと思います．

　今年度の地理学教室のスタッフに異動はありま

せん．教員では，学部地理学コースに，栗原［16］，

水野，宮澤，長谷川［44］の４名が在籍し，学部

グローバル文化学環に石塚，熊谷が在籍していま

す．そして，博士前期課程では，地理環境学コー

スに栗原，熊谷，水野，宮澤，長谷川が，開発・

ジェンダー論コースに石塚がそれぞれ属していま

すが，博士後期課程では全員がジェンダー学際研

究専攻に属しています．学部，大学院で組織が少

しずつずれていますが，学部生，院生の教育およ

びお茶の水地理学会については，全教員が共同で

行動しています．また助手室のアカデミック・ア

シスタント（ＡＡ）として，引き続き倉本さん［30］

と沼畑さん［38］が勤務し，お茶の水地理学会事

務局の須野原さん［28］とともに，助手室事務は

もちろんですが，本学地理学科の先輩としても，

また就職・結婚・子育てを経験した女性としても，

多回路でソフトな影響を在学生にもたらしていま

す．

　今年度も多くの非常勤講師の先生方にお世話に

なりました．中川晋一（情報社会の安全保障），

吉岡由希子［46］（情報処理演習），鈴木智恵子（情

報処理演習，環境地理学演習Ⅰ），片岡久美［46］

（情報処理演習），阿部隆（地図学），谷川尚哉（日

本地誌），齋藤元子［40］（地理学英書講読），藤

掛洋子［46］（外国地誌），谷口智雅（外国地誌），

大浦瑞代［院 H19］（歴史・文化地理学），木村オ

リエ［院 H20］（社会地理学演習Ⅰ，地理学フィ

ールドワークＢ），中山大地（測量学），村山良之

（地理学特殊講義），西律子［院 H17］（地理学フ

ィールドワークＢ），中臺由佳里［前・地理学コ

ース事務補佐］（地理学フィールドワークＢ），永

田玲奈［院 H12］（環境地理学基礎演習，地理学

フィールドワークＢ），佐々木善子（社会科教育

法），菊池美千世［30］・石出みどり（地歴科教育

法），野中健一（院・環境認識論演習），上田元（院・

社会環境学演習）の各先生方のご協力を得て，地

理学コースのカリキュラムを充実させることがで

きました．またグローバル文化学環の授業では、

森本泉 [41]（南アジア社会文化論）先生に担当し

ていただきました。講師の先生方には，この場を

借りて感謝いたします．

　研究費助成では，外邦図研究グループ（代表：

小林茂・大阪大学教授）の一員として教員の宮澤

が，地理学コース 704 室に所蔵する膨大な外邦図

コレクションの地図をスキャンし，デジタルアー

カイブを完成させつつあります．文科省科学研究

費，国土地理協会助成金，学内共同研究費の助成

を受けながら，外邦図目録の完成，電子版貴重資

料のＷＥＢ公開，学会誌論文の発表，そして今回
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のデジタルアーカイブ構築と，本学地理学コース

で眠っていた財産を蘇らせました．学内外からの

利用の申し出もいくつか現れているだけでなく，

これまでの外邦図研究グループの努力と実績に対

して，日本国際地図学会より今年度の「特別賞」

が授与されました．この他の研究費助成としては，

特別教育研究経費「コミュニケーション・システ

ムの開発によるリスク社会への対応」（略称ＣＳ

Ｄ）の最終年度にあたり，地理学コースから水野，

宮澤が参加し，ここにアソシエート・フェロー（Ａ

Ｆ）の大浦さんも加わって，リスク社会における

地図リテラシー教育の試行や，４つの共同研究を

推進しました．その成果は，総括セミナーにおい

て報告し，地理学コースのＷＥＢページで「リス

ク社会と地理情報研究会」のリンクから，閲覧す

ることができます．このＣＳＤの経費により，Ｇ

ＩＳ技術サポートを矢部直人さん（首都大学東京

特任助教）にお願いし，さらに基本的なインフラ

として全国の最新版地形図（１万，2.5 万，20 万）

のすべての図幅を整備しました．そして，今年度

から開始した事業として，E-Learning による授業

があり，どなたでも視聴できます．

 h t t p : / /www.ocha . ac . j p /CSD/s imp le_010 /

simple_010/mizuno.html　

　今年度は，「グローバル化時代のインターロー

カルな地域おこしの可能性と課題――日中の比較

を軸に」（代表者：熊谷圭知）というテーマで，

学内共同研究費 を得ることができました．この

経費は，主に修士・博士論文作成などのフィール

ドワーク（海外を含む）の支援に活用し，初めて

院生に調査旅費を助成することができました．こ

の成果については，３月２４日学内で公開発表会

を実施するとともに，成果報告書を作成すること

になっています．

　学部地理学コースの学生数は，平成 21 年度で

は，４年７名，３年７名，２年５名，大学院博士

前期課程２年３名，１年４名（うち留学生２名），

博士後期課程６名（うち留学生２名）が在籍して

います．今年度は，就職超氷河期のためか，学部

４年生，修士２年生ともに，大学院進学や公務員

就職の多い年度となりました．こうした事態を受

けて，今年度後期より各界で活躍する中堅ＯＧを

お呼びして４回の「就職座談会」を実施し，お茶

とお菓子で在校生に親しみやすい話をしていただ

きました（五味田恵美子さん［44］，東寛子さん

［46］，平山純子さん［45］，萩原あずささん［54］）．

学部地理学コースの学生数はやや回復し，幸いに

も来年度の２年進学者数は 10 名になり，この他

３年次編入学の学生も加わります．博士前期課程

では新年度に４名が進学予定で，博士後期課程で

も何名かが進学予定です．昨年度のコース便りで

はふれられませんでしたが，木村オリエさんが地

理学では久しぶりの課程博士の学位を取得しまし

た．今年度も１名の課程博士の学位申請者がいま

す．なお，木村オリエさんは，学位論文の一部と

なった論文「都市郊外における自治体のアウトソ

ーシングと主婦の起業――多摩ニュータウン南大

沢地区 S 社を事例にして」（人文地理 60 巻 4 号

掲載）が評価されて，2009 年度人文地理学会学

会賞（論文部門）を受賞しました．

　2009 年度の巡検一覧は，末尾に示したとおり

です．今年度の夏の巡検では，水野，長谷川の担

当で学部生６名，院生５名の計 13 名が参加し，

諏訪地方の自然，伝統産業，産業集積，観光，祭

りなど，それぞれの参加者の関心に沿ったテーマ

で調査しました．その成果は，大学院生について

は本誌の巡検報告欄にて，また学部生については

巡検報告書にて公表する予定です．

　卒業生の皆様と関係が深い行事として，ホーム

カミングデーがあります．昨年度よりホームカミ

ングデーは５月最終土曜日に設定され，お茶の水

地理学会の総会・講演会・懇親会もこの日に重ね

られました．今年度春から恐れられた新型インフ

ルエンザの影響が本学にも出始めた結果，大学全

体としてはホームカミングデーの行事を 10 月 10

日に延期とすることになりましたが，お茶の水地
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理学会は大学では例外的に認められて実施し，参

加者から新型インフルエンザの感染者も出ず，無

事行事は終了しました．そして 10 月 10 日には，

他の学科・コースではホームカミングデーを実施

する中，お茶の水地理学会主催で，２日間にわた

る都内の巡検が実施されました（案内者：山口隆

子さん [43]，千歳壽一・元教授，正井泰夫・元教授）．

本学教員は，残念ながら学内の行事等によって参

加できませんでしたが，奈良女子大学地理学教室

OG である明日香会の 20 名以上の方々の参加や，

地理学教室の名誉教授，元教授の参加も多数あり，

活発な巡検となったとのことです．

　最後になりましたが，地理学教室に対する応援

について２件紹介し，お礼を申し上げたいと思い

ます．一つは，昨年６月に亡くなられた浅海重夫

名誉教授［H1 ご退官］のご家族より，地理学教

室に「自然地理学の教育を目的とした寄付金」が

寄せられたことをここに報告し，感謝いたしま

す．三十年余りにわたって旧地理学科を支えてく

ださった先生の遺志を生かして，この寄付金を在

学生の指導で有効に使わせていただきます．もう

一つは，本誌 48 号から続けて引き受けてくださ

っている編集委員の吉田道代さん [38]，影山穂波

さん [40]，石川百合子さん [ 院 H11]，森本泉さん

[41] ，倉光ミナ子さん [45]，片岡久美さん [46] に

対して，本務の仕事の傍ら，多くの時間を割いて

本誌の継続に努力してくださったことに感謝しま

す．

なお，本誌は 50 号を一つの区切りとして，今

後は特別号を発行する年度以外は，隔年刊行とす

ることとなりました．卒業生の皆様が本誌にこれ

まで載せた論文，記事については，本学の教育・

研究成果コレクション Tea Pot にて閲覧できるこ

とを，お知らせしておきます．

http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/　

今から読んでも新しく感じられる論考が多々

含まれ，事実，全国から多くの人の照会が助手室

に寄せられています．皆様のさらなる活躍を期待

し，本学地理学教室を新たな雰囲気での教育，研

究の場とするべく，教員一同これからも努力して

いきます．

　（2010 年 2 月記／地理学コース主任　水野　勲）

[2009 年度巡検一覧 ]
4 月 18 日　お茶の水・神田川（水野）

4 月 23 日，6 月 18 日，7 月 27 日～ 31 日，12 月 3 日，

11 日，2 月 26 日，3 月 18 日　琵琶湖調査（長

谷川）

5 月 16 日　東京低地（水野）

6 月 13 日　葛飾・矢切の渡し（非：中臺）＊

6 月 20 日　富士塚めぐり（非：大浦）

6 月 27 日　板橋大山・新宿大久保（熊谷）＊

6 月 29 日～ 7 月 3 日　諏訪巡検（水野・長谷川）

7 月 4 日　明治神宮・皇居（非：中臺）

7 月 18 日　ビジネス・ルーフ　パーシングルー

ト N（非：西）

7 月 25 日　代々木・東京ジャーミー（モスク）（三

浦徹）＊

8 月 24 日～ 26 日　志賀高原（長谷川）¶

9 月 28 日　割り箸エコツアー（長谷川）

10 月 17 日　成城・田園調布（宮澤）

11 月 15 日　新宿ホームレス支援機構（石塚）＊

11 月 21 日　多摩ニュータウン（非：木村）

12 月 9 日　浦安・製塩，漁業，ディズニーラン

ド（非：中臺）＊

12 月 23 日　海老名・日本のものつくり（小林）＊

1 月 16 日　日本橋・銀座・アンテナショップ（非：

中臺）＊

1 月 28 日～ 30 日　高尾気象観測（長谷川）

2 月 10 日　気象庁・羽田空港（非：永田）

3 月 14 日～ 17 日　韓国釜山（水野）¶

（＊　グローバル文化学環との相互乗り入れ巡検，

¶　参加者なしのため延期）
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