
地理学コースだより

1997年度から新任の水野勲氏を迎えて､地

理学関係者は9名 となった｡水野氏の専門は

数理地理学であるが､学生向けのコース案内

で､数学 と地理 と経済をた して 3で割った

｢あまり｣と自ら紹介されているように､幅広

い領域をカバーなさっている｡このようなス

タッフを新たに迎えて､心強い限りである｡

昨今の大学改革の嵐の中で､組織が変わ り､

会議が増え､その開催 日の調整が問題であ

る｡今年度に入学した学部学生と大学院生と

の比率は6対4になったそ うで､これからの

方向性はさらに大学院関係の組織が拡充され

ていくものと考えられている｡このような状

況に対応 した研究･教育の整備が急務となっ

ている｡

1998年 4月から助手が交替し影山穂波氏

となった｡前助手の山田志乃布氏は法政大学

第一教養学部に専任講師として転出した｡大

学院後期課程の院生であった石川百合子氏は

学位取得後本学人間文化研究科複合領域専攻

の助手として､佐藤由美子氏は日本女子大学

人間社会学部助手として､また前期課程修了

の長尾洋子氏は一橋大学社会学研究科の助手

として採用された｡ (栗原尚子)

地理学関係者の学内での 1998年4月現在

の各種委員会委員は､以下の通 りである｡

千歳 専一 予算委員会委員 生活環境研究

センター運営委員会委員 廃棄物の処理及

び再利用に関する検討委員会委員 大学院

後期課程運営委員会委員 共通機器セン

ター運営委員 情報処理センター運営委員

共通機器センタ一員 情報処理センター員

内藤 博夫 大学院後期課程会計 設備委員

会委員

田宮 兵衛 大学院前期課程代議員 人間文

化紀要委員会委員 紀要(自然科学報告)編

集委員会委員 お茶の水女子大学附属中学

校長 附属学校委員会委員 附属学校教育

研究委員会委員 教育実習委員会委員

-1997年度一

栗原 尚子 人文科学科主任 人文科学科地

理学コース主任 公開講座委員会委員長大

学院後期課程運営委員会委員 人間文化紀

要委員会委員長

熊谷 圭知 入学試験委員会委員 生活環境研

究センター研究委員会委員 学芸員課程委

員会委員 大学院前期課程運営委員会委員

杉谷 隆 施設計画委員会委員 RI実験室

運営委員会委員 排水管理委員会委員 学

部内教務委員会委員 購入機器選定委員

水野 勲 入試電算処理専門委員会委員 臨

海実験所運営委員会委員 総合文化コース

委員会委員

内田忠賢 臨海実験所運営委員会委員 人文

科学紀要編集委員会委員

教具スタッフの活動

(締切日までに原稿が到着したもののみ掲載)

千歳蕎-

ご無沙汰 していますが､お茶の水地理学会

の皆様に､昨年 1年の活動状況を簡単にご報

告いたします｡

教室の巡検一夏休みの間に野外調査実習 Ⅰ

(4泊5日､3年生必修)のため､熊谷先生､山

田助手､院生の中安さんと､三年生25名を連

れて青森県六ヶ所村に行きました｡むつ小河

原開発株式会社に勤めておられた木曽久子さ

ん(6回生)のご尽力で､開発団体のご協力が

得られ､多彩な巡検を快適かつ効率的に行 う

ことができました｡

日本地理学会一愛知大学で開催された秋期

学術大会のお り､研究集会 ｢地図学博物館を

考える｣を主催 し､中島直子さん(25回生､群

馬県立女子大)に司会をお願いし､国会図書

館の地図室を統括しておられる鈴木純子さん

(9回生)にご発表頂きました｡また､今年3月

の国士舘大学での春季学術大会では､シンポ

ジウム｢地球情報化時代における地図学博物
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館｣をオーガナイズし､分野の異なる10名の

皆様に発表 して頂き､正井泰夫先生(元教官､

立正大学)にコメンテーターをお願いしまし

た｡これ らの集会は､日本地理学会の中の国

立地図学博物館設立推進委員会として行った

ものでして､発表要旨の小冊子がありますの

で(シンポジウムの分は予稿集 と同じ)､ご希

望の方には差 し上げます｡

行政の研究委員会一自治省の外郭団体であ

る資産評価システム研究センターの ｢固定資

産現況調査標準化委員会｣の委員長を仰せ付

けられました｡土地や建物の適正な課税のた

めに地理情報システムを利用することの研究

会で､高度情報化社会を迎え､地理情報シス

テムの重要性をますます強く感 じさせられま

す｡

以上､主なものを述べさせて頂きました｡

田宮兵衛

1997年度田宮兵衛作文記録

｢お茶の水地理｣に本欄を復活させる提案

を聴いたとき､過去本欄が廃止になった事情

に関する歴史的事実に関する伝聞知識との整

合をとり兼ねたが､任意であること､また規

則はコロコロ変えるべきであるという信念に

基づき賛成 した｡さらに､私の場合1997年度

より中学校長を併任 してお りそれにともなう

作文の機会が多いので､それらを整理すると

ため本欄を利用することとした｡こうい うこ

とをして しまうのは､如何なる作文において

も最善を尽くすべLという信念と作文量には

一定の限界がある現実に基づく｡なお､題名

が ｢挨拶｣等の場合は無題 とした｡

題名 掲載誌名(巻号),発行者,頁.発行年

月日.

無題 PTA総会報告書,お茶の水女子大学附

属中学校 pTA会長 ,-.1997.5.22.

自分が中学生の頃 お茶の水中学 pTAだより

(第 81号),お茶の水女子大学附属中学

pTA会長 ト2.1997.7.14.

無題 鏡影会史 ,鏡影会 ,5.1997.ll.30.

鏡水会のこと 鏡水会だより [年報],鏡水会,

お茶の水地理 第39号 1998年

1-2.1997.7.10.

まえがき 研究紀要(第26集),お茶の水女子

大学附属中学校 ,-.1997.6.1.

生徒祭-の関心と期待 お茶中生徒祭パンフ

レッ ト,お茶 の水女子大学附属 中学,

2.1997.9.27.

私にとっての同窓会 みかかすは 鏡影会会報

(No.15.)お茶の水女子大学附属中学同窓

会,4.1997.ll.1.

無題 お茶の水中学pTAだより(創立50周年

記念号),お茶の水女子大学附属中学pTA

会長 1-2.1997.7.14.

お茶中について 1998学校案内,お茶の水女

子大学附属中学校 ,1.-.

まえがき 平成 9年度研究教育協議会研究紀

要 "児童 ･生徒が自分にとって ｢意味ある

学びを｣創出する"教育課程の開発一学習

内容 ･方法における小中連携 と中学校に

おける履修方法の改善を通 して-,お茶

の水女子大学附属中学校 ,-.1997.ll.

14.

自由なテーマ お茶の水中学pTAだより(第82

号),お茶の水女子大学附属中学校pTA会

長 ,1.1998.3.7.

中学生時代の最大の出来事に関連 して お茶

の水(第48号),お茶の水女子大学附属中

学校生徒会 ,4-6.1998.3.17.

創立五十周年に当たって考える 創立五十周

年記念誌,お茶の水女子大学附属中学校,

1-3.1998.3.31.

千葉県の気候区分 千葉県の気候･気象(第13

章)(千葉県の自然誌第3巻),千葉県史料

研究財団,未定.印刷中.

熊谷 圭知

著書 (共著)

(影山穂波との共著)『大塚女子アパー ト住民

の居住史と居住環境意識に関する研究』

(調査研究報告書),東京 :(財)地域社会

研究所 ･(財)第一住宅建設協会,130p.

[1997年 10月]
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論文 (単著)

｢お茶大生の原風景｣ お茶の水地理 38:

pp.35-51.[1997年 6月]

｢地理学はグローバルイシューにどう取 り組

むか｣地理43:pp.65-70.[1998年1月]

MigrationandShiftingSettlementPat-

ternsamongtheKaprimanPeopleof

EastSepik Province, Papua New

Guinea.InS.YoshidaandY.Toyoda

(eds.) 'Fzll'ngeAz･easofHl'gJllaDds

l'DPapuaNewGul'Dea',SeDrl'EthDO-

logl'calStudl'es (Osaka:National

MuseumofEthnology)47:pp.43-60.

[1998年 3月]

書評

太田勇 『地域の姿が見える研究を』 (古今書

院,1997年)地理学評論 70:pp.838-

841.[1997年 12月]

学会 ･研究会報告

｢戦後 日本の地理学者による第三世界地域研

究の方法論 と認識論をめぐって｣

日本地理学会 ｢地理思想の伝統 と革新｣研究

グループ [1997年 7月 12日]

文部省科学研究費基盤研究 ｢第三世界の地域

認識の再構築 と地誌記述の革新｣(研究代

表者 :熊谷圭知)研究会[1997年7月19日]

水野勲

｢理論 ･計量地理学における 『非計量』の役

割｣､中村和郎編 『地理学 ｢知｣の冒険』､

古今書院､123-133頁

｢近世城下町から企業城下町- :延岡市｣､平

岡昭利編 『九州 :地図で読む百年』古今書

院､131-136頁

内田忠賛
(1997年 3月～1998年 4月)

1.｢経験 と記憶 :民俗学-の問題提起｣赤田･

香月 ･小松 ･野本 ･福田 (編)『講座 日

本の民俗学 第 2巻 身体 と心性の民俗』

雄山聞､平成 10年 1月

2.｢小宇宙 としての大都市 江戸｣大阪市 ･千

里文化財団 (編)『国際シンポジウム 新

都市の時代 :成熟都市のシナ リオ (プログ

ラム ･要約集)』千里文化財団､平成 10年

3月

3.｢地域イベン トの行方 :高知 ｢よさこい祭

り｣｣現代風俗研究会 『現代風俗学研究』

5号､平成 10年 3月

4.｢地域の変貌 とメンタルマップ :千葉県浦

安市の調査から｣『人文科学紀要 (お茶の

水女子大学)』51号､平成 10年 3月

5.｢よさこい祭 りの人類学｣慶応義塾大学『三

色旗』601号 (｢祭 りと地域の活性化｣特

集)､平成 10年 4月

6.｢谷津地区｣習志野市教育委員会 『平成 8

年度 習志野史 民俗史料調査報告書』､平

成9年 3月

7.｢津田沼地区｣習志野市教育委員会 『平成

9年度 習志野史 民俗資料調査報告書』､

平成 10年 3月

8.｢ムラの空間構成の変容 (2):高松平野香

東川西岸地区の民俗的ラン ドマーク調査

を中心に｣高松市教育委員会『弘福寺領讃

岐国山田郡田図関係遺跡 発掘調査概報Ⅰ』､
平成 9年 3月

9.[書評]佐野英一 『旅する巨人 :宮本常-

と渋沢敬三』地理42巻3号､古今書院､平

成 9年 3月

10.[書評]小林紀晴 『アジアン･ジャパニー

ズ (1･2)』地理42巻 5号､古今書院､平

成 9年 5月

ll.[書評]川村湊 『大東亜民俗学の虚実』地

理 42巻 6号､古今書院､平成 9年 6月

12.[書評]中野卓 『鰯網の村の四〇〇年 :能

登灘浦の社会学的研究』地理42巻7号､古

今書院､平成 9年 7月

13.[書評]仁木宏 『空間 ･公 ･共同体 :中

世都市から近世都市-』地理42巻 10号､

古今書院､平成 9年 10月

14.[書評]倉石忠彦 『民俗都市の人びと』地

理 42巻 11号､古今書院､平成 9年 11月

15.[書評]｢外部性の 日本学 :小松和彦 『酒

呑童子の首』｣週間読書人2193号､平成9

年 12月
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お茶の水地理 第39号 1998年

お茶の水女子大学 地理学セミナー 開催報告

｢地理学セ ミナー｣は､日常的なコミュニケーションの機会が少ない､教員スタッフと

博士課程学生を中心とする大学院生､客員研究員などの間に､研究成果の報告を通 じた対

等な交流の場を設け､ ｢相互に｣研究者 としての自覚を高める機会を提供することを目的

として､スター トしました｡

以下は､初回からの開催記録です(所属は発表当時)0

発表者

1997年1月

1997年3月

第4回 1997年6月

1997年6月

1997年12月

1998年2月

｢調査するもの｣ と ｢調査されるもの｣の間

一人間主義的 ｢地誌｣ 構築のための

方法論序説-

ネパール ･カ トマン ドゥにおける

ツーリズムの展開

地域の変貌と生活世界

一浦安市民のメンタルマップと生活史一

住民の変遷と居住者の生活空間

一同潤会大塚女子アパー トの事例から一

植民地時代における交通機関形成

一主に京城における交通機関を中心に一

医学地理学の研究

一台湾におけるテング熱の研究一

実証主義的地理学の可能性

-<言語論的転回>の視点から-

｢自然環境決定論｣ は正しい !

明治以降の降水分析データに基づく

東京における酸性雨成分の変動

熊谷圭知

(助教授)

森本泉

(博士課程)

内田忠賢

(助教授)

影山穂波

(博士課程)

許美淑

(博士課程)

欧陽鐘玲

(国立台湾師範大学

地理学系副教授)

佐藤由美子

(博士課程)

田宮兵衛

(教授)

石川百合子

(博士課程)
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1997年度開講科目一覧
開講科 目名 担当教官及び所属

<専門> *()内は旧地理学科の科目名 千歳地図学 (地図情報学)

地理情報システム資料演習 (地理学特殊講義Ⅵ)千歳

地理情報学基礎演習 千歳

(野外調査演習) 千歳.熊谷.山田

(地理学野外調査 Ⅰ) 千歳.熊谷.山田

大気環境論資料演習 (自然地理演習D) 田宮

気候環境論 (気候学) 田宮

(自然地理学実験ⅠⅠ) 田宮

経済地理学 内藤

産業地理資料演習 (地誌演習B) 内藤

人文地理学基礎演習 (地理学基礎演習 Ⅰ) 内藤.内田

歴史地理学 (歴史地理学) 内田

歴史環境資料演習 (人文地理演習B) 内田

地圏環境論 (自然地理学 Ⅰ) 杉谷

地形学資料演習 (自然地理演習B) 杉谷

自然 と人間 (地理学特殊講義 Ⅰ) 杉谷

(自然地理学実験 Ⅰ) 杉谷

外国地誌 (先進国) (外国地誌 Ⅰ) 栗原

社会環境資料演習 (人文地理演習D) 栗原

人間と空間 (地理学特殊講義Ⅲ) 栗原 .熊谷

地誌学資料演習 (地誌演習D) 熊谷

開発地理学 (開発地理学) 熊谷

地理情報学特殊講義 水野

地域分析資料演習 (地理学特殊講義Ⅷ) 水野

地理学概説 (地理学概説) 全教官

(地理学演習 Ⅰ) 全教官

(地理学演習Ⅲ) 全教官

地域開発論 熊谷.内田.千歳

社会環境論特殊講義 (人文地理学 Ⅰ) 長谷川孝治(神戸大学文学部)鈴木裕一(筑波大学地球科学系)大江守之(慶応義塾大学総合政策学部)上田元(大東文化大学国際関係学部)谷川尚哉(中央学院大学法学部)中村六郎

自然環境論特殊講義 (自然地理学Ⅲ)

集落地理学 (人文地理学Ⅲ)

外国地誌 (途上国) (外国地誌 Ⅱ)

日本地誌 (日本地誌 Ⅰ)

測量学

地理学特殊講義Ⅱ 渡辺満久(東洋大学文学部)

<コア科 目> (旧一般教養科 目) 熊谷地域研究
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お茶の水地理 第 39号 1998年

基礎ゼミ 杉谷

基礎ゼミ 内田

社会情報学 水野

情報処理学 水野

プログラミング実習Gプログラミング実習H 吉山昭(東京都立大学[日本学術振興会特別研究員])吉山昭

地学 (地質 .鉱物) 鳥海光弘(東京大学理学部)田原裕子(東京大学教養学部)首藤もと子(駒沢大学法学部)

現代社会分析Ⅱ

国際社会論

<大学院博士課程前期> 千歳

*()内は旧人文科学研究科の科目名

[地理環境学コース]

地理情報論 (人文地理特論Ⅱ)

自然環境論 (自然地理学特論 Ⅰ) 田宮

地域経済論演習 (地誌学特論 Ⅰ) 内藤

環境認識論演習 (自然地理学演習Ⅱ) 杉谷

環境文化論 (人文地理学特論Ⅳ) 内田栗原

[開発 .ジェンダー論コース]

開発政策論 (人文地理学特論Ⅲ)

開発政策論演習 (人文地理演習 Ⅰ) 栗原

開発地域文化論 (地誌学特論Ⅱ) 熊谷

開発地域文化論演習 (地誌学演習Ⅱ) 熊谷

<大学院博士課程後期> 田宮論文指導

演習 Ⅰ 栗原

1997年度 巡検記録
巡棟先.テーマ 日程 担当教官

下町の新コース 6月29日 内田

六ヶ所村 7月27-31日 千歳.熊谷

讃岐平野 8月4-8日 内田

南極観測船.南極展 11月9日 杉谷

久慈川 11月28日 杉谷

佐原.潮来 12月14日 内田

高尾山微気候観測 1月5-7日 田宮

清瀬気象衛星センター清瀬市郷土博物館春 日町.地下鉄掘削現場 1月16日 田宮1月30日 千歳

恵比寿～芝 2月15日 内田
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