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教室便り (平成15･16年度)

卒業生の皆様､如何お過ごしでしょうか｡いつ

も､地理学教室の運営では､様々なご配慮をいた

だき､心からお礼申し上げます｡また､諸般の事

情により､『お茶の水地理』発行が遅れましたこ

と､本誌編集を担う教室スタッフとして､おわび

申し上げます｡また､やはり出版が遅れた前号で

は､平成14年度分の教室動向しかお伝えできな

かったので､ここでは約2年間の教室の動向､主

としてスタッフの全学レベルでの活動をご報告い

たします｡なお､平成16年4月の国立大学独立行

政法人化 (独法化)に伴い､本学でも ｢教官｣と

いう呼称は消え､私大同様､｢教員｣ という呼称

に変更されました｡

まず､平成 16年3月をもって､内藤博夫教授が

定年退官されました｡内藤教授は東大の学部 ･大

学院を卒業 ･修了の後､東北大勤務を経て､昭和

45年に本学に着任｡以来､34年の長きにわたり､

地理学教室で教育 ･研究に当たられました｡今後

ますますのご活躍とご健康をお祈 り申し上げます｡

内藤教授が担当された経済地理学分野の教育は､

水野勲助教授 (計量地理学､経済地理学)が引き

継いでいます｡また､独法化に伴い､本学も経営

合理化等を行う必要に迫られ､定年および転出に

伴 う後任人事はすべて学長預か りとなりました｡

他教室同様､特別な事情がない限り､後任補充は

困難な状況です｡したがって､残念ながら､内藤

教授の後任を採用することはできませんでした｡

次に､栗原尚子助教授が平成16年3月に､熊谷

圭知助教授が同年12月に教授に昇任ました｡ そ

の結果､教授は田宮兵衛､石塚道子､栗原､熊谷､

杉谷隆の5名､助教授は水野､内田忠賢の2名､

計7名のスタッフで教室運営を行っています｡ま

た､平成17年4月より､より魅力あるお茶大を目

指 して､学部に新たな教育コース ｢グローバル文

化学環 (G文環)｣が創設されます｡新設のG文

環には石塚､熊谷の2教授が移籍 し､従来の地理

学コースにはそれ以外の5名が在籍し､教育にあ

たります｡グローバル化時代に対応した新コース

を立てることにより､有能な学生をさらに集め､

地理学関連の教育を充実させたいと考えています｡
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したがって､開講科目および担当者等､学部教育

体制は大幅に変更されます｡なお､G文環は､ま

ずは文教育学部から､将来的には全学から進学可

能なコース (全学横断型)を予定し､専任教員は

文教育学部の複数のコースから移籍 します｡G文

環の専任教員は､上記2名の他､歴史学教室から

三浦徹教授､日本語教育学教室から加賀美常美代

および森山新の2助教授､本学経営担当の篠塚英

子教授 (元 ･生活科学部教授､硯 ･文教育学部所

属)の6名です｡石塚､熊谷の2教授のお茶の水

地理学会との関わりは､現時点では従来どおりで

すので､ご安心下さい｡

大学院教育では､博士前期課程で従来､田宮､

栗原､杉谷､水野､内田の5名が地理環境学コー

ス所属､石塚､熊谷の2名が開発 ･ジェンダー論

コース所属でした｡ しかし､平成 17年度中には､

熊谷教授が ｢地理環境｣に移籍予定です｡したが

って､｢地理環境｣には教員6名が所属 し､石塚

教授のみ､｢開発 ･ジェンダー｣に所属予定です｡

一方､教員の博士後期課程における所属専攻が現

時点で､複合領域 (田宮)､比較社会文化学 (石

塚)､人間発達科学 (熊谷､水野)､人間環境科学

(杉谷)､国際日本学 (内田)と分散 していますが､

より効果的な研究指導を目指して､組織を見直し

ています｡

さて､学部教育では平成 16年3月に10名が卒

業､同17年3月に18名が卒業予定です｡卒業生

が多分野でこれまで以上に活躍されることを期待

します｡大学院博士前期課程では､平成 15年度

に5名が修了､同16年度に3名が修了予定です｡

彼女たちの進路等については､ニューズレター等

でご報告済み､あるいはご報告予定ですので､省

略させていただきます｡現時点で､博士前期の在

籍者は5名､博士後期の在籍者は9名です｡また､

新設の人間文化研究所には､地理学関係で2名が

研究員として在籍しています｡さらに､新設の比

較日本学研究センターでは､内田助教授が2つの

プロジェクトを推進しています｡なお､教員 ･院

生等､教室メンバーの研究活動については､地理

学教室のホームページ等で公開しておりますので､
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そちらをご参照下さい｡

教員の学内行政等での活動を報告 します｡田宮

教授は附属中学校長に引き続き､本学附属の幼 ･

小 ･中 ･高を統括する附属学校部長を2期4年間

勤め､平成 17年3月にこの重職から解放される予

定です｡独法化に伴い､附属との新 しい関係を構

築することが求められ､田宮教授はその基礎づく

りに奔走 しています｡栗原教授は新設の学内セン

ター ｢開発途上国女子教育協力センター長｣に就

任､超多忙な毎日です｡同センターは､奈良女子

大､東京女子大､日本女子大､津田塾大および本

学で組織する ｢アフガニスタン女子教育支援プロ

グラム｣他､本学の目玉となる国際的な女子教育

プロジェクトを推進する組織です｡たとえば､上

記プログラムは日本政府からの依頼により始まっ

たもので､社会貢献面で本学の将来を担います｡

石塚.教授､熊谷教授､水野助教授は､日本の学術

研究拠点となる大プロジェクト､COB (ジェンダ

ー分野)の主要メンバーとして活躍中です｡お聞

き及びとは存 じますが､本学はジェンダー分野お

よび人間発達分野の2件がCOEに採択されました｡

1件につき年間1億円以上の特別研究予算が交付

されるCOEを受けた大学は､日本を代表する研

究大学と認定されたことになります｡東大や京大

の採択数には及びませんが､本学のような超小規

模大学で2件採択されたことは､卒業生の皆様に

誇ることができるように思います｡内田助教授は

学長補佐職に引き続き､新設の総務室担当となり､

大学運営の中核を担っています｡なお､学部での

地理学教室主任は栗原教授が､博士前期課程の地

理環境学コース代表は杉谷教授が担当しています｡

教室関係者の本学での学位取得状況です｡サモ

ア出身の院生だったジュリエ ット･ブ-ンさん

(平成 15年度､学位取得後に帰国)､群馬県立女

子大教授の中島直子さん (平成16年度､25回生)

に博士号が授与されました｡最後に､教室事務は

引き続き中台由佳里 (東京都立大 ･院修了､自然

環境論)が主に担当しています｡また､お茶の水

地理学会事務局は沼畑早苗 (38回生)が担当し

ています｡また､教室とは制度上､直接関わりま

せんが､大学院助手に倉光 ミナ子 (45回生)が

平成15年度より就任 しています｡

以上､教室の動向をご報告いたしました｡なお､

地理学の新 しい展開を紹介する講座本 『シリーズ

人文地理学』(朝倉書店刊)の出版が始まり､敦

室からは､杉谷､水野､内田3名が執筆 していま

す｡

最後に､この報告の中で､｢新設の｣ という言

葉が数多く出てきたことからもお分かりのように､

独法化に伴い､同時により良い教育研究環境づ く

りのため､本学のシステムは大きく変化 していま

す｡卒業生の皆様には､地理学教室の運営に､こ

れまで以上のご支援をいただきますよう､心から

お願い申し上げます｡ (平成16年12月 内田記)

[追記]平成16年度末で､杉谷教授が高知大に転

任 しました｡

[巡検一覧]

平成 15年度

大巡検 :9月22-26日 中山間地域 (広島県庄

原市/杉谷 ･水野)

1日巡検 :

6月1日 歴史都市 (佐倉市 ･成田市/内田)

6月11日 帝国書院地図編集所 (板棟区/内田)

6月16日 武蔵野の自然環境 (杉谷)

6月27日 国土地理院 (つくば市/内田)

9月29日 東京下町 (江戸川区/栗原)

11月14日 ディープ大阪 (大阪市/内田)

1月24日 東京郊外 (三鷹市 ･武蔵野市/水野)

1月31日-2月1日 気象観測 (高尾山/田宮)

2月15日 江戸 ･東京 (佃 ･月島/内田)

2月26日 お茶地理見学会 (高尾山/田宮)

平成 16年4月～平成 16年12月

大巡検 :7月17-21日 離島 (三重県鳥羽市答

志島/石塚 ･栗原 ･内田)

1日巡検 :

5月28日 国土地理院 (つくば市/内田)

6月4日 帝国書院地図編集所 (板楠区/内田)

7月11日 寄せ場 (台東 ･荒川区/石塚 ･内田)

8月8日 水害 (福井県/杉谷)

8月10日 地方都市 (高知市/内田)

11月12日 阪神間の都市生活文化 (西宮市 ･

神戸市/内田)

12月12･25日 東京下町 (上野 ･浅草/栗原)

12月31日～1月2日 気象観測 (高尾山/田宮)
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