
井内 昇 教授著作目録

1.論文 ･解説 ･調査研究報告

1962年 8月 イギ リスの土地利用計画 ｢都市問題｣ 53-8. pp.58-66.

1963年 9月 都市環境整備のための土地利用計画 ｢地理｣ 8-9. pp.30-35.

1965年 8月 ロンドン,その過去 ･現在 ･未来 ｢地理｣ 10-8. pp.23-28.

1967年 戦後都市政策の変遷 ｢職員研修｣ 7-3. pp.65-78.

1968年 3月 英国の地域政策- 成長政策-の歩み- ｢国土｣ 17-4. pp.31-35.

1968年 3月 首都圏整備最近の動き ｢行政管理｣ 19-3.(210号) pp.13-19.

1969年 2月 西 ドイツにおける地価公示制度について ｢レファレンス｣ 217号 pp.88-95.

1969年 5月 1968年都市農村計画法- 英国の立法紹介- ｢外国の立法｣ 41号 pp.809-816.

1972年10月 公害拡散につながる改造論 ｢革新｣ 27号 pp.52-59.

1975年 2月 ロンドンの再開発と新開発 ｢レファレンス｣ 289号 pp.46-55.

1975年11月 1974年都市農村アミニティ法- 英国の立法紹介- ｢外国の立法｣ 1416. 80号

pp.251ト263.

1976年 NewTownsinJapan.(S.Kiuchiと共著)｢Geoforum｣Vol.7.pp.1-12.

1976年 都市整備と地理学 ｢系統地理資料｣9号 pp.ト6.

1978年 8月 米国都市の人口推移と新 しい発展要因 ｢地学雑誌｣ 87-4.(826号) pp.21-41.

1978年11月 武蔵野の開発史 ｢地理｣ 23-ll. pp.45-56.

1978年12月 土地利用計画基本論 ｢都市計画｣ 104号 pp.22-26.

1979年 3月 居住観と居住地域の選択 ｢お茶の水女子大学人文科学紀要｣ 32巻 pp.17-46.

1979年 3月 米国の新 しい居住空間- ニュータウンの現実と将来 ｢アメリカ研究｣ 13号 pp.145-
165.

1981年 5月 未来の街づ くり ｢地理｣ 26-5. pp.78-86.

1982年 3月 北関東の都市システム ｢お茶の水女子大学人文科学紀要｣ 35巻 pp.ト19.

1982年 3月 イギ リスの都市- 現状と課題- ｢お茶の水地理｣ 23号 pp.28-32.

1982年 3月 行政における都市の階層とシステム ｢日本の都市の階層とシステムの研究｣ 昭和55.56年

度科研費総合研究 (A)(代表者 '.田辺健一)研究成果報告書 (I) pp.115-121.

1982年11月 イギ リスニュータウン政策の変貌 ｢土地住宅問題｣ 99号 pp.19-32.

1983年 9月 日本におけるニュータウンの展開 ｢地理｣ 28-9. pp.47-59.

1988年 3月 アイルランドの都市と農村 ｢お茶の水地理｣ 29号 pp.27-32.

1993年 3月 行政地理学考- 地理学と行政の接点- ｢お茶の水女子大学人文科学紀要｣ 46巻

pp.139-157.

1971年12月 東海道メガロポリスの都市分析 ｢東海道メガロポリスにおける都市の変貌と今後の政策

課題｣(国立国会図書館調査局 :昭和45年度総合実態調査報告)第 1部第 3章 pp.50-75.

1973年 8月 徳山湾の複合汚染と赤潮の発生 ｢瀬戸内海の開発 と環境保全｣(国立国会図書館調査

局 :昭和47年度総合実態調査報告) 第 3章 pp.6ト110.

1981年 3月 広域農山村総合整備における圏域設定の考え方 ｢広域農山村総合整備手法開発｣(農水

省構造改善局委託調査報告)その1. pp.ト21.
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2.著書,分担執筆等

1962年 『英国都市農村計画の課題』東京都職員研修所.37p.

1969年 1.都市計画 2.地域計画 大野木克彦編 :『ロブソン報告の研究』 pp.18-27. pp.47-

52. 東京市政調査会｡

1970年 Japan:A.RaumforschungundLandesplanung.

B.Stadtplanung

C.ForschungsinstitutefijrRegionalundStadtplanung

D.ZeitschriftenfiirRegionalundStadtplanung.

aus 『HandwdrterbuchDerRaumforschungundRaumordnung』

pp,143ト1448. AkademiefurRaumoforschungundLandesplanung

1974年 『資料 :新国総法の理念と現実』 経済発展協会 212p.

1974年 都市基盤整備のあり方.磯村英一他監修 『日本不動産総覧』 pp.247-257. 読売新聞社

1980年 AdministrativeAspectsofNew TownDevelopment.Tamable,H.(ed.) 『AppliedAspects

ofGeography』 pp.6-1-8. (ProceedingsoftheSymposium onAppliedGeographyat

Yokohama,1980.)

1982年 行政と都市システム- その接点- ｡田辺健一編 :『日本の都市システム』第 2章第 4節

pp.151-167. 及び,北関東の都市システム｡ 同上書第 4章第 5節 pp.436-451. 古今書院

1985年 都市問題O田辺健一編 :『都市地理学』朝倉総観地理学 16 第 2部 都市と社会 4 pp.138

-151. 朝倉書店

1985年 イギリスの都市システム｡LLJ口岳志編 :『世界の都市システム』第 2章 pp.42-68. 古今書院

1985年 日本の地域構造とメガロポリス論｡西川 治編 :『人文地理学』第13. pp.15ト158. 日本放

送出版協会

1987年 大都市化に伴 う都市問題｡西川 治編 :『人文地理学の基礎』第11. pp.152-161. 日本放送

出版協会

1987年 多摩ニュータウン建設計画の策定｡多摩ニュータウン20年史編集委員会編 :『多摩ニュータウ

ン開発の歩み』第 1編｡pp.17-31.東京都

1987年 『Tokyo』 89p.InternationalSocietyforEducationalInformationlnc.(財団法人 :国際教

育情報センター)

1991年 人間形成と環境｡児童教育研究会編 :『児童研究』 pp.24-31.

1991年 TokyoandJapan'sUrbanSystem inthe1980S.Bannon,M.∫.etal(eds.) 『Urbanization

andUrbanDevelopment-RecentTrendsinaGlobalContext-』 pp.34-44. University

College,DublinIreland.

3.翻訳 (共訳等)

1971年 西川 治編 :『都市と都市観』 グローリア ･インタナショナル

1.A.--フ グェネェツィア- 海の女王- o pp.136-144.

2.E.-ワード 明日の田園都市 pp.281-322.

3.J.ゴットマン メガロポリスの実現 pp.323-341.

1971年 R.イールズ他 (木内信歳監訳) :『新しい都市の人間像』鹿島出版会

序章 Excitingな爆発する都市 pp.13-57.

第 5章 結びの覚書- 人間都市の復活 pp.23ト267.
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4.書評 ･文献資料解説等

(書評)

1983年10月 渡辺善次郎著 『都市と農村の間』論創社1983年刊｡

季刊 ｢田園都市｣14号 ブックレビュー p.127.

1987年 3月 正井春夫著 『都市地図の旅』原書房 1986年刊｡

｢地図情報｣4-6. 22号 p.25.

1992年 3月 『LondonHistoryAtlas(ロンドン歴史地図帳)』タイムズ ･ブック社1991年刊｡ ｢地図

情報｣12-1. 42号 p.35.

(紹介 ･解説等)

1972年 7月 地誌文献紹介 (4) "アメリカ" ｢歴史と地理｣202号 pp.29-34.

1974年 7月 資料解説 `̀都市問題" ｢びぶろす｣ 25-7. pp.19-25.

1988年10月 前島郁雄他編 :『地理写真集 (第Ⅲ期)解説書』 山川出版社

分担執筆 "高齢化社会- アリゾナの退職者住宅" p.96.

"現代の都市- ニューヨーク" p.107.

1967年 ロンドン 『世界の文化地理 都市編 1- パ リ･ローマ ･ロンドン- 』

分担執筆 pp.249-268. 講談社

1968年 首都圏づくりの歩み 『日本の文化地理 6:東京』 分担執筆 pp.205-212. 講談社

1969年 北アメリカ 及び アメリカ合衆国 『現代教養百科事典 8:地理』 pp.206-208. 及び

pp.211-226. 分担執筆 暁教育図書

1976年 イギリス諸島 『図詳ガッケン･エリア教科事典 4:世界地理』 pp.284-295. 分担執筆

学習研究社

1978年 イギリス 『グランド現代百科事典 :世界地図』 指導 ･分担執筆 学習研究社

1980年 イギ リス 『学研-イベス ト教科事典4:世界地図』 分担執筆 pp.202-205 学習研究社

1969年～ 『ジャポニカ百科事典』全19巻 イギリス地名分担執筆 小学館

1984年～ 『大日本百科事典』全25巻 編集委員 ･イギリス地名分担執筆 小学館

1984年 『週刊朝日百科 世界の地理 :イギリス』21号 責任編集 ･分担執筆 朝日新聞社

1985年 『大百科事典』全16巻 日本地名分担執筆 平凡社

5.外部機関 ･団体等の調査研究プロジェク トへの参加 (報告書刊行のもの)

1974年度 ｢神津島総合開発構想計画基礎調査｣ 東京都港湾局 ･神津島村役場委託

1977年度 ｢文化的中枢管理機能の再配置に関する調査- 大学等高等教育機関を中心として- ｣

国土庁委託

1980年度 ｢広域農山村総合整備手法開発調査｣ 農林水産省構造改善局委託

1981年度 ｢北区の人口推計等調査｣ 北区役所委託

1981･82年度 ｢農村地域における混住化の実態と空間構成に関する調査｣ 農林水産省 ･国土庁委託

1983年度 ｢東京大都市圏の地域構造の変化に関する調査｣ ㈲日本住宅総合センター

1987･88･89年度

｢東京都多摩地域における先端技術産業の新展開と住居地域の形成に関する調査研究｣

㈲ 日本住宅総合センター
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6.学会発表等

1966年 1月 21世紀をめざす 2つの開発構想 (第 2回アメリカ研究者会議 :アメリカ研究振興会,アメ

リカ学会共催)

1965年 7月 イギ リスの国土行政の展開 (国会図書館調査局講演)

1966年 4月 英国ニュータウンの将来 (日本地理学会春季学術大会O要旨 : ｢地理評｣39-6 pp.58-

59.)

1971年 4月 都市構成要因の分析 (日本地理学会春季学術大会｡要旨 : ｢地理評｣44-6 p.411.)

1978年 6月 アメリカの都市発展と計画化 (日本地理学会例会)

1980年 4月 開発計画と都市システム (日本地理学会春季学術大会)

1980年 5月 農業集落カー ドデータメッシュ化の問題点 (東北地理学会春季学術大会｡要旨 : ｢東北地

理｣32-3. p.139.

1980年 8月 AdministrativeAspectsofNewTownDevelopment. (24回IGC.応用地理学研究委員

会)

1981年 8月 イギ リスのニュータウン計画の現状 (国会図書館調査局講演)

1982年 9月 イギ リスのニュータウン政策の展開 (土地住宅問題研究センター)

1984年 4月 各国の都市システム- イギ リスの場合- (日本地理学会春季学術大会)

1987年 6月 TokyoandJapan'sUrbanSystem. (IGU国家都市システム研究委員会ダブリン会議)

7.テレビ番組担当 (放送大学)

1983-86年 第13回メガロポリス論 :西川 治担当科 目 ｢人文地理学｣講義分担

1987-91年 第11回大都市論と都市問題 :西川 治担当科 目 ｢人文地理学の基礎｣講義分担
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