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寄稿

道元の時間

岩田 慶治（昭和21年卒）

時のはじめ，朝

時計の時間じゃなくて私の時，私の時

間について考えたい。先ず，はじめに朝

の時間，そのはじめについて考える。

眼がさめてベッドを離れる。その日の

はじめの時間をさがす。時計を見ればわ

かるという時間じゃなくて，その朝のひ

とときをさがす，見つけようとするのだ。

私の時をつくるといってもよい。

机上に置いてある剣玉を右手に持って

赤玉の糸を垂直にたらし，その糸の揺れ

がおさまろうとして，止まってしまう前

の一瞬に赤玉をぐっと引き上げて差し穴

で受けとめる。一度，二度，三度やって

も，うまくいかなければ紐を調節してそ

の動きを落ち着かせてから，やり直す。

スポッと落ちつけばそれでよし，ダメだ

ったら心を落ちつけてから，また，やり

直し，それでもダメなときは改めてやり

直すか，はじめから考え直す。

うまくスポッと入ったときは，もう一

度，今度は眼をつぶったままで同じこと

をくりかえす。三度，四度やって駄目な

ら，その朝はそれで止める。しかし，た

いていの朝は，ー，二度でスポッと入る。

そのスポッという音が朝のときなのであ

る。長年やっているから朝のときを探し

あてることが上手になった。

朝のときがつかまれば，それでよしと

思って二階を下り，その日の仕事を始め

る。

時のはじめに自分が参加するのである。

昔は座禅をしたこともあったが，今は

していない。座禅をして，昔，天竜寺で

習いおぼえた短い経をあげるのもよいが，

今はその習慣を忘れてしまった。林丘寺

にいたころは，そうしないと朝の食事が

味気ないように感じられたが，久しくそ

れもしなくなった。座禅が次第次第に短

くなった感じである。三十分の座禅も一

回，二回の剣玉の運動も，同じなのであ

る。集中するということであろうか。

経をよむにしても短くなってきた。初

めは寺の小僧たちと一緒に般若心経をよ

んだが，段々短くなって「四弘誓願」だ

けになり，これで十分だと思うようにな

った。そこに書いてあることはあれで十

分で，過不足はない。
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ああいうものは全く忘れたってよいの

だが，ラオスの山の中にいって少数民族

の家に泊まったり，マレー半島のタセッ

クベラのような広漠とした原野のなかで

一人で寝泊まりしているとき，何かしら

声を出して頼るものがあった方がよい。

草むらをゆく大蛇の音とか，象の近づい

てくる音におびえることがなくてすむ。

ボルネオ奥地の家に泊まって籠に入っ



た十箇余りの頭蓋骨の真下に寝ていたこ

とがあるが，あのときは友人と二人だっ

たから怖れは感じなかった。頭蓋骨の眼

嵩を通してその向う側にひろがる青空を

見たいと思ったことはあるけれども一ー。

同じく朝のときに出逢うにしても，こ

のごろは近くの疏水を散歩して，その傍

に置かれている花閥岩の切石に腰かけて

いることが多い。

疏水の平明な水面を見つめているとそ

こに何かしら出来事がおこるものである。

鳩が近よって来たり，水面近くにおり立

って，注意深く水を飲む。その水の飲み

方は危なっかしいけれども失敗して水に

落ちることはない。鳩が鳩であるために

は，いろいろの技術を身につけていなけ

ればならないのだと思って感心してしま

う。疏水にかけられている低い橋の下を

くぐり抜けるときの身体の姿勢，そのバ

ランスのとり方も巧妙である。

鳩は自分の飛行速度を低下させること

なくコンクリート橋とその下の水面のあ

いだの空間を巧みに飛びぬけてゆく。橋

にも，水面にも触れることなく，橋の向

こう側にも流れがつづいていることを疑

うことはない。また，そこにも空がひろ

がっていることを信じて飛んでゆく。

技術というものが信仰に転ずるのかも

しれない。あるいは信仰が技術を生むの

かもしれない。

ただし，私はそういう信仰を持ったこ

とはほとんどないけれども―。

あるとき，そういう椅子に座っていた

ときのことである。観光客の一人が身体

をかがめるようにして私に近づいてきて，

こう言ったのである。「この木の葉はいっ

たいいつごろ落葉するのですか」，と。疏

水ぞいの道はどこまでも桜並木つづきで

あるが，私はその桜がいつ落葉するか考

えたこともなかった。

木の芽はすべて春に芽生えても秋に落

葉する。

そうかもしれないが，私は桜の落葉と

いうものを見たことがなかった。いや，

それを見たことがあるに違いないのであ

るが，思い出さない。それが美しいかど

うか考えたこともない。五十年ちかくこ

こに住んでいて見たことがない。桜の葉

っぱを軽く見ていたのだろうか。桜とい

う桜が一斉に落葉するのだろうか。紅葉

した桜の葉っぱだって美しいだろう。美

しいと思うのだが，それを見たことはな

い。何か大きい忘れものをしていたよう

である。

私は油絵をかくのだが，いつも松，杉，

くすのような常緑樹ばっかり描いていて

頭上につづいている桜の木と葉を描いた

ことがない。

私の目には桜が映らなかった。桜が見

えなかったのではなかろうか。私の目に

はその部分に欠陥があったのだろうか。
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いや，そうではない。しかし，桜の方

から見ると花が邪魔になって人が見えな

かった。 人の方から見ると身体が邪魔



になって桜が見えなかった。人の全体と

桜の全体は同時に見えなかったのだ。

いつも，余白と呼ばれる部分は見えな

いのである。

二．時の全貌

これまでにその文章を何度も読み，そ

のたびに感心していながら，そこに書い

てあったことを忘れてしまう。そういう

文章がある。

道元の文章である。

たいへんな名文なのであるが，その部

分部分が解繹できないというのじゃなく

て，いつもその全体が見えない。どこか

らでも見える筈の全容，あるいは全体像

が見えない。

道元の文章というのはこうである。

「それよりこのかた日本寛元元年癸卯に

いたるに始終一十八年，すみやかに風光

のなかにすぎぬ。天童よりこの山にいた

るにいくそばくの山水とおぼえざれども，

美言奇句の実相なる，身心骨髄に銘じき

たれり。かのときの普説入室は衆家おお

くわすれがたしとおもへり。｀この夜は，

微月わづかに棲閣よりもりきたり，杜鶴

しきりになくといへども，静閑の夜なり

き」（正法眼蔵『諸法実相』）。

これが古来，名文中の名文として知ら

れている文章の一部であるが，今，問題

にしているのは文章についてではない。

道元が中国の天童山にいて修行をしてい

たときのこと，ちょうど雨期の雨をまえ

にしてすべての僧たちが座禅をはじめよ

うとする時であった。師匠の天童禅師が
あんご

いわれるには「天童山安居ちかきにあり，

如今春間，不寒不熱，好座禅の時節なり。
ひんでい

兄弟如何か座禅せざる」といってから，

右手で禅椅のみぎのほとりをポンと叩い

た上で，さあ入室せよと言ったあとで，

杜髄暗，山竹裂と弟子たちを促したとい

う。

「ホトトギスが蹄き，山の竹が裂ける」

であるが，助詞は不要だから，「ホトトギ

ス蹄く，山竹裂く」であり，ホトトギス

の声とバリッと裂ける竹の音とが同時に

聞こえた。そう聞き，こう言ったのであ

る。

身心にしみわたるようなその夜の座禅

の光景を回想して，日本に帰って十八年

のちの道元がいったのである。寺の棲閣

からひとすじの月光が光を投げ，ホトト

ギスが静かに鳴いていた。十八年前の中

国の光景が今の出来事のようにありあり

と思い出される。十八年前は今であり，

月の光も今，照りわたる永平寺の森のな

かの光と変わることはない。昔と今と，

ホトトギスの声と竹の裂ける音と，日本

の寺と中国の寺と道元の感動と師匠の声

とが眼の中，耳の中で，身体の奥の奥を

一つになって同時に通りすぎていった。

距離もなく，音も光も一つであった。バ

リバリッでもなく，テッペンカケタカで

もなく，すべてが同時であった。
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正法眼蔵九十五巻をつらぬいて流れて

いる思想，それは「同時」ということで



あった。悟りでもなく，不悟でもなく，

同時の風であった。

出発点と到達点だけが同時なのではな

く，そのあいだの切れ目，折れ目，つな

ぎ目のすべてがつらなりながら，時々，

そして同時なのであった。

道元の時間といったって，無時間であ

る。

体操のようなものである。

(2 0 0 6年 4月 25日）

****************** 
震災復興から田舎暮らしへ

ひょうごボタンラリープラザ

小森星児（昭和34年卒）

定年退職を期に，丹波篠山に隠

棲したと聞きましたが， 日本都市学会

の会長が田舎に引きこもってなにをし

ているのですか。

小森 もともと都市は職業上の関心事

であっても，一生を過ごすほどの相手

ではないと思っていました。若いころ

から，南太平洋の島々を帆船で巡航し

ながら余生を過ごすのが夢でした。高

校時代に耽読した R.L.スティーブンソ

ンにあやかりたい思いもあったし，大

学でのめりこんだヨットヘの愛着もあ

りました。

しかし，阪神大震災で，人生設計の

書き直しを余儀なくされました。勤務

先が 4回，住まいが 5回も変わり，夢

を追うどころでありませんでした。

ー一 震災で，マンションが全壊した

のですね。

小森 次の地震は関東と思い込んでい

たので，震度 7で揺れている最中でも，

神戸がこれでは東京は間違いなく海の

中だと覚悟していました。研究者が被

災者になることは滅多にありませんが，

被災マンション再建第 1号の組合理事

長として， 日頃の蓄積がお役に立った

のは怪我の功名です。新聞やテレビで

も何度も紹介されましたが，地理学者

が本業のことは黙っていました。地理

学の信用に響くからね。

神戸復興塾の設立もそのころで

すか。
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小森 震災では，道路や建物など都市

活動の容器としての社会資本ストック

が壊れただけでなく，コミュニティが

共有していた無形の資産も失われまし

た。その上，効率を追求した画ー的な

都市計画のために，細いけれども無数

の紐帯によって成り立っていた生活世

界の存立基盤が崩壊に瀕しています。

神戸復興塾は，こうした危機意識を抱

く一匹狼的な専門家が結集した団体で

す。

ーー最近，各方面で注目されている

社会関係資本（ソーシャル・キャピタ



ル）のはしりですね。

小森 その通りです。私たちには理論

的に体系化する余裕がありませんでし

たが，災害時における社会関係資本の

役割を再検討することは重要な課題だ

と思います。

ー一 今回の地震はインナーシティを

直撃したのが特徴ですが，研究者とし

てどう受け止められましたか。

小森 私がロンドンに留学したのは石

油ショック直後ですが，その頃，イギ

リスではインナーシティ問題を契機に

都市政策のラデイカルな再検討が始ま

り，政治的にも最大の争点になってい

ました。私の留学を引き受けていただ

いたピーター・ホール教授はこの論戦

の一方の旗頭だったので，専門家とし

てのかかわり方を含め，学ぶことが少

なくありませんでした。

帰国後，神戸でもニュータウンや海

上都市の成功がインナーシティの衰退

を激化させていることが理解され，再

生のためのプログラムが発足しました。

しかし，老朽化した大量の木造住宅ス

トックをどうするか見通しがたたない

ままに震災を迎え，犠牲者の半数以上

が高齢者という惨愉たる結果を招きま

した。防災という観点が希薄であった

ことは，専門家として力不足を痛感し

ています。

ー一 震災後は，特定非営利活動法人

神戸まちづくり研究所理事長，新設の

神戸山手大学理事長・学長，ひょうご

ボランタリープラザ所長など，いろい

ろな仕事を手がけていますね。

小森 震災復興に多少なりとも役立ち

たいとの思いで引き受けましたが，プ

ラザ所長以外はお役ご免になりました。

昨年は，震災 10周年記念式典のあと，

プラザに天皇・皇后両陛下をお迎えし

て，震災以後のボランタリー活動につ

いてご説明しました。また，地域環境

保全功労賞を環境大臣から，震災復興

への貢献で県政功労賞を兵庫県知事か

ら頂きました。定年退職と合わせて，

一つの区切りだと受け止めています。

ー一 神戸での仕事は続くのですね。

小森 今のところ，週の前半が神戸，

後半が篠山と住み分けているので，一

汁三菜ならぬ二住一妻というのが当っ

ています。ただし，春になると畑が忙

しくて， 日帰りが多くなりました。
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ひょうごボランタリープラザは，兵庫

県が NPOなどボランタリー活動を支

援するために設置したもので， 100億

円の基金を有する全国屈指の組織です。

亡くなった父は革新自治体を支援する

市民運動のリーダーであり，私のほう

は震災を契機に生まれた市民活動を支

援する立場で，偶然ながら父子二代の

役回りです。

大学では，定年後も神戸学入門， NPO



論，住宅政策という脈絡のない科目を

担当します。 3人の非常勤が必要にな

るので，なかなか辞められません。本

来，この真ん中に位置する地理学には，

阪大で矢守一彦，高橋正のお二人に学

び，英国ノッチンガム大学で博士を取

得した橘セツさんが着任しました。つ

いでながら，神戸商大（現兵庫県立大）

では，私の高校時代の親友であった東

大西洋史の城戸毅さんの弟子で，大学

院で地理学に転じた和田真理子さんが

私の講座を継いでいます。どちらの場

合も別に女性を優先したわけではなく，

最適任の候補者が女性だったというこ

とですが，広島大のカロリン・フンク

さんを含め，女流地理学者の誕生に縁

がありました。

ーー 最後に篠山に移住した動機を伺

います。

小森 私は，以前から吉も凶も他人次

第の都心回帰は疑わしい，情報に偏り

があると主張していたのですが，田舎

暮らしのほうはもっど情報不足です。

イギリスでは田園志向はライフスタイ

ルの面でも資産保全の面でも成功して

いるのに，日本ではなにが障害になっ

ているのか確かめる積もりで田舎を探

しました。具体的には神戸から車でも

電車でも 90分圏で，歴史的景観的に価

値が高く，光ファイバーが普及し，車

を使えなくなっても生活可能というの

が条件でした。丹波篠山の豊富な食材

と，活発なアマチュア音楽の活動が家

人の気に入ることも計算のうちです。

幸い，中心市街地に隣接した場所で

古い農家を入手しました。改装も検討

しましたが，真冬は零下 10度も珍しく

ないので，結局，大黒柱など古材をリ

サイクルした高断熱の住宅を建てまし

た。内外壁の塗装や薪割り，畑の開墾

などはすべて住まい手の仕事です。 70

歳で田舎暮らしができるのも，耕転機

やチェーンソーのお陰です。

ー一 田舎暮らしの情報発信はどうな

りましたか。

小森 昨秋から，篠山市の目抜き通り

のお店の一角を借りて，《丹波・篠山田

舎暮らし案内所》を開設しています。

また，相談相手になる田舎暮らしナビ

ゲータの組織化を進めているところで

す。
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さらに，この夏には，大阪と神戸で

《丹波田舎暮らしフォーラム》を開催

します。この種の催しは，従来，地元

の自治体か不動産業者が実施していま

したが，今回のフォーラムの主催者は

丹波に Iターンした新住民で，移住者

による，移住希望者のための新鮮で偏

りのない情報提供を目指しています。

少子化高齢化の流れの中で，地方の

先行きが危惧されていますが，新住民

の知恵と行動力を活用する工夫が必要



でしょう。これはまさに 30年まえ，イ

ンナーシティの活性化のためにピータ

ー・ホールが提案した処方箋そのもの

です。

****************** 
雑感

福井県立高志高等学校

海道静香（昭和51年卒）

1976年 3月に卒業した海道静香です。

ふと気がつけば，卒業してもう 30年ほど

になるんだなあと，変に感心しています。

名前が「静香」ですので，知らない方か

らは「女性」だと思われていますが，「男」

です。

現在は福井県立高志高等学校で先生を

しております。生徒からは「なぜ地理を

専攻したのか」という質問をよく受けま

す。なぜでしょう。私は高校時代から地

理も歴史も好きでした。それで文学部を

選びました。ただ，語学が苦手で，習字

も大嫌いでした。そんなわけで， 2回生

から 3回生になるとき考えました。東洋

史だと中国語か朝鮮語はやらなければい

けないだろう。西洋史だとラテン語とか

フランス語， ドイツ語，スペイン語など

絶対に必要だ。国史だと筆で書いた古文

書を読まなければいけない。考古学だと，

発掘に耐える体力が必要だ。で，地理を

選んだわけです。

ところが，地理には「洋書講読」が必

修単位でありました。そして，我々の時

期には水津先生の「ドイツ語講読」と応

地先生の「フランス語講読」しかありま

せんでした。私の同学年で地理を専攻し

たのは 4人。そのうち 3人がドイツ語で

私だけがフランス語でした。 3回生の時

には 4回生の矢野先輩と 2人で， 4回生

の時には応地先生と 1対 1での講義。な

かなか厳しくもあり，また，楽しくもあ

りました。講義の半ばで必ずティータイ

ムがあり，先生が紅茶を入れてくださり，

いろんな話を聞かせていただけました。

講義で思い出すのは，藤岡先生の 3回生

時の演習です。これには苦労しました。
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歴史をやろうと思って入学した私でし

たが，卒論では「京都市の印刷業」をテ

ーマとして選択。近代から現代にかけて

の工業の地域的展開を扱いました。先生

の薦めもあって，翌年の『人文地理』に

掲載させていただきました。

卒業後，高校の教員をしておりました

が，当時福井県では『福井県史』を刊行

する事業を進めており， 1983年には高校

現場から福井県史編さん室（後，福井県

史編さん課）に勤務することになりまし

た。そして，「お前は地理をやってきた人

間だから，絵図地図編を担当しろ」と言

われ，当時福井大学におられた金坂清則

先生に参与をお願いして， 2人で編集を

始めました。



現在では，自治体史で絵図地図をまと

めたものは珍しくありませんが，当時都

道府県史誌類でその類のものはありませ

んでした。どんな編集の仕方で，どんな

形式で本作りをするのかから考えなけれ

ばならなかったのです。幸い，金坂先生

のおかげで『福井県史資料編 16巻上 絵

図・地図』として 1990年に何とか発刊す

ることができました。作成過程では，地

理学教室が管理していた陳列館（現在の

博物館）に所蔵されていた古地図類の調

査もさせていただきました。古地図類は

ほとんど写図ですが，貴重なものが多い

と思います。県史にも収載図や挿図とし

て「敦賀町絵図」「若狭国図」「西津町図」

「若狭北川絵図」を掲載しています。ま

た，明治期に作成された二万分の一地形

図も福井市周辺や武生盆地の部分を編集

して掲載させていただきました。私たち

が調査したのは福井県関係（越前国・ 若

狭国）のものだけですが，地元にないも

のがありました。他にも貴重な古地図が

日の目を見るのを待ちわびていることと

思います。是非，我と思わん人は研究し

てください。

語学や古文書を避けて，地理を選んだ

のですが，結果的には洋書講読の講義を

受講することになり，県史では否応なく

古文書を読まざるを得ない状況になると

いうことになりました。そして，語学の

方はともかくとして，古文書はいざ読ん

でみると，それほど難しいものではない

こともわかりました。とりかかってから

7年後，『絵図・地図編』を発刊した 1990

年は高校現場に戻るチャンスであったの

ですが，課長から「残ってほしい」とい

う声があり，半ば所属していた近世史部

会からも残留の意向があって，さらに 6

年引き続き通史編の近世を担当すること

になりました。この仕事の中では，城下

町や北陸道などのことを執筆する機会に

恵まれ，さらに勉強できたことを喜んで

います。

県史が終結に近づき 1996年に武生高校

に転勤， 10年後の今年，高志高校に勤務

しております。残念なことは，京大に進

む生徒がいる武生高校から地理を専攻す

る生徒を育てられなかったことです。高

志ではがんばりたいと思っている今日こ

の頃です。

****************** 
博物館学芸員としての大きな志

滋賀県立琵琶湖博物館
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中藤容子（平成04年卒）

地理学研究室を巣立ち、開設まもない

琵琶湖博物館の学芸員となって、早 10年。

就職 3年目に縁あって結婚し（戸籍名は

小野容子！）、現在、 2人の子どもに恵ま

れ、 職場では目の前にある仕事を片っ端

から片付け、終業時刻には急いで帰り、



家では仕事のことは考えない・・・とい

う日々を送っている。限られた時間で仕

事をしているせいか、自分の仕事の意義

がとても気になる。これからの将来を明

る＜する方向に向かう仕事でなくては、

やる気が起きない。

あるとき、収蔵庫を埋め尽くす民具資

料の資料整理に励んでいるときに、ふと

思った。

“これらの資料は、近江の歴史・民俗

の生き証人として後世に残していくべき

もの。研究材料や展示資料としてだけで

なく、もっと多くの人々とともにその価

値を発見し、将来に役立てていく方法は

ないものだろうか”。

折りしも、財政難や市町村合併で、全国

各地で収集された民具が廃棄の危機にさ

らされているご時勢。 2004年度から「博

物館における民具資料の存在意義と利用

価値の再発見」を研究テーマに掲げ、本

格的に取り組むこととなった。

それに向けての一つの実践が予想外の

成果をあげた。 2004年に開催した博物館

資料展「糸を紡いで布を織る」で、地域

のいろんなグループと交流・連携した。

いろんなアイデアが出され、収蔵庫にあ

る江戸時代の機を復元製作し、それに糸

をかけて、実際に布を織ってみる体験講

座を会期中に開催。展示の副題でもあっ

た「民具の復元・再現・体験」という方

法は、全国に眠る民具の活用意義を広げ、

新しい研究の方向性を与えてくれた。資

料展終了後、新グループ「近江はたおり

探検隊」を結成。近江の機織り文化を探

究し、博物館に残っている民具を復元製

作し、それを使った昔のものづくりの技

を再現し、人々とともに体験し次の世代

へ伝承していく活動を行っている。

壮大な目標であるが、いろんな人々が

協働すれば、大きな推進力をもって物事

を進めることができるのだ！そうした、

人々とつながり、心を動かされる体験の

いくつかをご紹介したい。

●現代に残る野良着づくりの技
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一般庶民の当たり前の暮らし、特に衣

生活に関することは女の世界であるため

か、あまり調査研究が進んでいない。現

地調査を始めてまもなく、自分の着物を

作るのに綿や麻の種まきから始め、自分

で糸を作って布を織る世代が、まだまだ

県内各地に生きていらっしゃることを知

って驚いた。第二次世界大戦下の物質難

の時代に、昔の道具を使ったものづくり

が復興したことも功を奏しているようだ

った。ものづくりの技を再現するために

は、どんなに詳細な記録映像・調査報告

でも限界がある。自分のわからないこと

を教えてもらえる経験者がいることは何

にもかえがたい。

琵琶湖南部の 80代半ば過ぎのおばあち

ゃんはみな、母親が織った野良着用の反

物を持って嫁入りしたと語る。この特有

の縞柄の藍染木綿を織り上げることが、

今年の「近江はたおり探検隊」の目標の



一つである。

●道具は素材を選ぶ

先日、博物館の畑に綿の種を植えた。

今年で 3回目である。綿といっても、大

きく分けてアジア系とアメリカ系のもの

があり、両者は染色体の数が異なる。昨

年は世界の 12種類の綿を植え、成長でき

た繊維の比較をした。日本で伝統的に栽

培されるアジア系の和綿は、虫がつきに

くく、たくさん収穫できた。昔ながらの

木製の綿繰り機できれいに種が取れる。

繊維の長いアメリカ系の綿を綿繰り機に

かけると繊維が絡まってうまくいかない。

道具は素材を選ぶことを実感。現在、世

界中で栽培される 9割以上の綿がアメリ

カ系。アジア系の綿は繊維が短く、機械

紡績が難しいのだ。吸湿性・放湿性に優

れた和綿こそ、日本の気候に道した素材

ではないかと思う。

●道具を使う感覚を子どもたちに

ある小学校 3年生のクラスを対象に「綿

から布ができるまで」という授業を行っ

た。一人ひとり、自分で綿から種を取っ

て、弓で打ってふわふわにした綿を、ス

ピンドルで糸に紡ぐ。そのときの感想文

の一つに「道具があるから使うのではな

くて、使うために道具があることがわか

りました。」という言葉を目にして、私は

絶句した。

現代の暮らしの中で、我々は道具に使

われつばなしなのかもしれない。今の子

どもたちは、自分の身体と道具を使って、

ものを作り出す経験がほとんどない。我

々大人もそういう感覚が退化してしまっ

ている。一人でも多くの子どもたちとと

もにものづくりの感覚を体験する機会を

つくらねばと切に思った。

国立大学も独立法人化し、博物館・美

術館といった文化施設も独立法人化・指

定管理者制度が導入される近年、研究機

関・文化施設の存在意義が問われている。

そんな中、私は、地域の人々にとってな

くてはならない存在となり、維持費を有

志が負担してでも人々が残そうとする、

そんな博物館を目指している。地域に残

る財産を地域の人々が利用可能な状態で

きちんと保管しておくことこそが、博物

館の存在意義。さまざまな層の人々とい

っしょにその財産の価値を掘り起こし、

その価値を次の世代へ伝え、将来へ役立

てていく活動をこれからも続けていきた

し）。

く追伸＞

近年すっかり地理学とは疎遠になって

おりますが、本館には地理学好みの（未

整理）資料も多数収蔵しております。明

治以来の漁協の水揚帳や橋本鉄男先生の

蔵書など（小牧賓繁先生の資料は、院生

の柴田さんにお手伝いいただいて整理

中）。興味のある方はお問い合わせくださ

し •o

今回の寄稿をきっかけとして、研究室
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の先輩、後輩と縁ができることを期待し

ます。こうした機会を与えてくださり、

ほんとうにありがとうございました。

く参考＞

・「近江はたおり探検隊」インターネット

ページ

http://www.geocities.jp/weaving-expedition/ 

．琵琶湖博物館だより「うみんど（湖人）」

30号、 2-3頁 ・32号、 6頁(2004)

・日本博物館協会「博物館研究」 39巻 8

号、 18-19頁 (2004)

→ ↑ ← ↓ → ↑ ← ↓ → ↑ ← ↓ → ↑ ← ↓ → ↑ 

****************** 
～講演会の報告～

2005年 11月 5日，文学部新館第 2講

義室において，談話会秋季講演会として，

九州大学名誉教授野澤秀樹先生，鳥取大

学教育地域学部教授藤井 正先生，京都

大学大学院文学研究科博士課程レイリン

. L. エサウ氏に講演していただきまし

た。

エリゼ・ルクリュ

ーその地理学とアナーキズムの思想一

野澤 秀樹（九州大学名誉教授）

（昭和39年卒）

エリゼ・ルクリュ (1830-1905) は近

代地理学の祖カール・リッター晩年の徒で

ある。自然地理学の書『大地ー地球生命

諸現象の記載ー』全 2巻 (1868-69), 『新

世 界 地 理 ー 大 地 と 人 間 ー 』 全 19巻

(1874-94), 一般地理学とも言うべき『人

間と大地』全 6巻 (1905・8) など大部な

地理学三部作を世に送り出した 19世紀

フランス最大の地理学者といわれる。か

れはまた大地理学者であるだけでなく，

アナーキズムの思想形成とその運動に大

きな役割を果した思想家でもあった。若

いうちから社会，政治問題に関心を示し，

若干 21歳のときのエセー「世界におけ

る自由の発達」は，ルクリュ後年のアナ

ーキズムの基本思想を述べたものであり，

「自由と兄弟愛」，「自由と連帯」， 「国境

• 国家の消滅」を説き，「秩序の最高の表

現であるアナルシー」を高唱している。

1860年代後半から M.バクーニンや K.

マルクスらとも交わり，とくに前者に対

しては常に敬愛の情を欠かさず，アナー

キズムの思想における「連合主義」，「階

級と個人」などの考え方について共有す

るところがあった。ルクリュは 1870年

に始まる普仏戦争，それに続くパリ・コ

ミューンに参加する。コミュナールとし

ての活動は，早くにベルサイユ政府軍に

捕らえられたため短期間にすぎなかった

が，そこでの経験が，後のかれの思想形

成に与えた影響は大きく，パリ・コミュ

ーンはかれのアナーキズム思想の原点と

される。

パリ・コミューン後，スイスでの国外
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追放生活の中で『新世界地理』を刊行す

る一方，アナーキズムの運動，理論形成

に邁進する。 1876年バクーニンの死後，

それに代わるかのようにアナーキズム運

動の拠点ジュラの政治に関わり，ジュラ

連合等での講演やそれらの機関紙，

にアナーキズム関係の雑誌などに多数の

論文を発表している。 P.クロボトキンと

の親交が始まるのもそのころのことであ

る。ルクリュの講演，論文等は，後にか

れの唯一のアナーキズムの書『進化・革

命 ・アナーキズムの理念』・(1898) にま

さら

とめられる。

エリゼ ・ルクリュのアナーキズム理論

の特徴として，「進化と革命」，「アナーキ

スト・コミュニズム」，「相互扶助」など

"-'-.~ 
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があげられよう。第一の理論は，かれの

ライトモティーフともなった「社会変動

の理論」であり，進化と革命が独立した

社会変動の形態ではなく，相互に関連し

た過程であると考える。進化は準備期間

であり，ショック＝革命によって解決さ

れる。第 2のそれは，かれ一人のオリジ

ナルではないが，早くから抱いていた思

想である。たとえば分配の問題において，

「労働に基づいて」あるいは「必要に応

じて」分配を計るのに対して，ルクリュ

は相手の必要を慮る「連帯による」分配

を主張している。第 3のそれは，クロポ

トキンとともになじみのものである。

エリゼ・ルクリュは， 1870年代以降地

理学とアナーキズムの仕事を同時並行的

に進めている。しかしルクリュにおいて

地理学とアナーキズムは別々のものでは

なく，一体をなすものであった。それら

を根底において結びつけるものは何であ

ろうか。「自然」。ルクリュにとってアナ

ーキズムとは，支配者のいない社会を目

指す人間解放の理論であり，「自由」，「平

等」こそ，人間本来の「自然」の姿その

ものであった。しかし現実にはそれに対

してさまざまな強制・規制が加えられて

きた。その歴史的事実を法則的事実とし

て捉えることが，学問的に要請される。

かれは，アナーキズムは学問的に裏づけ

れなければならない，と考える。ルクリ

ュにとっての学問とは地理学であり，か

れにとって地理学は，人間存在とそれに

とって不可欠な「自然」，「大地」との関

係を一体として捉えた「自然（大地）と

人間」の学であった。かれの地理学三部

作はその具体的成果であり，とくに第三

作『人間と大地』全 6巻は，かれのアナ

ーキズム思想の下に書かれた地理学書と

いえる。その書の開巻第 1頁の冒頭に掲

げられている両手で捧げる地球の図のキ

ャプションには，「人間はそれ（自然）自

身を意識する自然である」とある。

（なお，談話会発表の際，パリ郊外シャ

ティオンの丘の記念碑をパリ・コミュー

ンのものと紹介しましたが，普仏戦争の

ものですのでここに訂正しておきます。）

oO◎o◎ Oo 

都市圏構造に関する国際比較研究

ーアトランタとメルボルンの

比較を中心に一

藤井 正（鳥取大学地域学部）

（昭和54年卒）

都市圏の構造変化について，同じアグ

ロサクソン系の植民地起源で新大陸の都

市でありほぼ同様の人口規模をもつ，ア

メリカ合衆国，ジョージア州のアトラン

タとオーストラリア，ビクトリア州のメ

ルボルンを取り上げて比較検討を行った。

合衆国の郊外化は， SuburbanDowntown 

や Edge City といった郊外核の形成など

をみてきた。先に報告者らが行った分析
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以降も，郊外都心の成長は著しく， 2000

年には最大の郊外都心 Perimeterが， CBD

を上回る雇用を持つにいたっている。

一方，メルボルンはよく知られる路面

電車をはじめ， 19世紀後半に建設された

郊外鉄道のネットワークを維持してきた。

また強力な都心を中心とする求心的な都

市圏構造も維持しているが， 1960年代か

らは，アメリカ型の巨大な自動車依存の

郊外ショッピングセンター郊外に立地す

るなど，郊外化も展開させてきた。これ

は日本の大都市圏と類似の空間構造とい

えよう。

このように，これらふたつの都市圏は

一見全く異なる空間構造を有するように

思われるが，メルボルンにおいても郊外

鉄道を中心にこの都心を支える空間構造

に隠れて，自動車による拡散的な流動が

郊外間で大きく展開している。

またメルボルンは様々な慈藤を経験し

つつも，公共交通政策にのみならず 1980

年代からは郊外核(District centre, Activity 

Centre)を都市圏政策のなかで明確に位置

づけ，維持• 発展させてきている。これ

は様々な意味で現在注目されているコン

パクトシティ政策の中で興味深い事例で

あり，ここで提示した両者に共通する拡

散的な流動などを含め，多核的な都市圏

構造の概念との関係や問題点を整理して

いくことが重要な地理学的課題となる。

参考文献

Birrell, B., 0℃ onnor, K., Rapson, V. and 

Healy,E. (2005) Melbourne 2030: Planning 

Rhetoric Versus Urban Reality, Monash 

University. 

Fujii, T and T. A. Hartshorn (1995) The 

Changing Metropolitan Structure of 

Atlanta, Georgia: Locations of Functions 

and Regional Structure in a 

Multinucleated Urban Area, Urban 

Geography 16, 680-707. 

Fujii, T, H. Yamashita and S. ltoh(2005) A 

Comparative Study of Multi-nucleation of 

Metropolitan Areas: Suburban Centers 

and Commuter Flows in the Metropolitan 

Areas of Atlanta, USA and Melbourne, 

Australia, in "Cities in Global 

Perspective: Diversity and Transition" 

(Proceedings of the Tokyo Conference in 

Aug. 2005 by Urban Commission on 

Monitoring cities of tomorrow, 

International Geographical Union), edited 

by Yuji Murayama and Guoquing 

Du,College of Tourism, Rikkyo 

University with IGU Urban commission, 

Tokyo, Japan, 2005, pp.244-250. 

藤井 正 (2004) 「都市圏に関するこれか

らの地理学的研究の意義と課題」

2004年度人文地理学会大会特別発表

要旨，人文地理学会・ J-Stageサイト．

藤井 正 (2006) 「メルボルンとバンクー

バーの持続可能な都市圏整備政策」
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・「メルボルン都市圏における通勤流動の

動向」平成16~17 年度科学研究費補助金

基盤研究 (C)(1)研究成果報告書『成熟時

代における都市圏構造の再編とリバブル

・シティの空間構造に関する地理学的研

究』（代表者：山下博樹課題番号： 1661 

0007)所収．

oO◎o◎ Oo 

ニュージーランドにおける

トンガ移動者の

トランスナショナルな移動経験

レイリン ・L・エサウ

（京都大学文学研究科・院生）

（平成18年博士課程修了）

本発表の目的は，ニュージーランドに

おけるトンガ人移動者のトランスナショ

ナルな経験を検討することである。解明

されるべき具体的な 3つの点は，移動の

意思決定，社会経済的な変化，およびト

ンガとのトランスナショナル・ネットワ

ークに関してである。以上は， トンガか

らニュージーランドヘの国際移動者に関

する既存文献では，ほとんど論じられて

こなかった問題点である。

得られた知見は，以下の通りである。

移動の意思決定に関しては，最終的な意

思決定単位として核家族が重要な役割を

演じており，移動理由としては，家族関

連，就労，留学が目立っている。社会経

済的変化に関しては，ニュージーランド

での滞在が長くなるにつれ，移動者の所

得は一般的に増加する傾向にある。しか

し，彼らの主要な職業はブルーカラー関

連の仕事である。独身から既婚へという

結婚状態の変化も顕著であるし，ビザの

点では，移動者はニュージーランドの市

民権よりも永住を好んでいる。他に，移

動後における教会の大きな役割も注目さ

れる。トンガとのトランスナショナル・

ネットワークに関しては，調査世帯では

送金が依然として重要な役割を果たして

いる。さらに，核家族または拡大家族の

メンバーがまだトンガに残っている場合

には，コミュニケーションが頻繁である

し，里帰りは 12月が最多である。しかし，

移動者の圧倒的大部分はトンガヘの帰国

の意志がない。

得られた知見を既往研究に位置づける

と，以下のような暫定的な比較が可能と

なろう。

第一に，ニュージーランドのトンガ人

とオーストラリアのトンガ人の違いに関

してである。両国におけるトンガ人で類

似しているのは，移動の理由全般や，母

国への一時的帰国の理由が家族関連の理

由である点である。他方，次のような違

いもある。ニュージーランド在住の移動

者はトンガの農村部出身者が多いのに対

し，オーストラリアの移動者はトンガタ

プ島のヌクアロファのような都市部出身

者が多い。また，ニュージーランドのト
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ンガ人移動者は永住権を好むのに対し，

オーストラリアのトンガ人移動者は市民

権を好む。

第二に，ニュージーランドにおけるト

ンガからの移動者とアジアからの移動者

の移動経験を比較すると，経済状態は後

者が前者より概して高い。これは，アジ

ア系移動者の一定の割合がホワイトカラ

ーあるいは熟練を要する仕事に就いてい

るという事実から判明する。ただし，一

ロにアジア系移動者と言っても，経済状

態に関する限り，国籍ごとに大きな多様

性があることを忘れてはならない。

第三に，ニュージーランド政府の入国

管理政策の変更の影響に関連して， 1987

年までの入国政策が寛大であった期間に

入国した「オールドカマー」と，この政

策が変更され，入国者が熟練労働力に絞

られた期間に入国した「ニューカマー」

の間には，大きな差異がある。一般的に，

前者の経済状態は低く，多くの移動者は

失業しているか，社会的給付を受け取っ

ているか，あるいは未熟練ないし半熟練

労働力としてブルーカラー的仕事に主に

雇用されている。非常勤の仕事で働く傾

向も顕著である。他方，後者の学歴は高

く，そのため，熟練のホワイトカラー的

仕事に従事することが多いため，所得も

それだけ高くなりがちである。このよう

な社会経済的な相違は，ニュージーラン

ドのトンガ人コミュニティの分断につな

がっている。この意味で， 1980年代後半

の入国管理政策の変更は， トンガからの

移動者のトランスナショナルな経験にい

まだに大きなインパクトを与えている，

と言えよう。

****************** 

く外国人研究者

～滞在された方と滞在予定の方～＞

2005年 5月 10日から 8月 31日まで，

カオ・リー・リャオ (Kao Lee Liaw) 先

生（マクマスター大学地理・地質学科教

授，カナダ）が文学研究科客員教授とし

て滞在され，カナダ・日本の人口地理に

関する比較研究に従事されたほか， 7月

13日には「 Problematic post-landing 

inter-provincial migration of the immigrants 

in Canada: from 1980-83 through 1992-95」

と題して， ご講演いただきました。

また， 11月 22日には， Denis Smith先

生（Professor of Management, Umvers1ty of 

Liverpool Management School) が，教室を

訪問された後，宇治の防災研究所で「組

織としてのリスクマネージメント」に関

するご講演をされました。
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く地理学教室への寄贈図書

-2005年度～＞

個々の寄贈者のお名前は掲載しており

ませんが，昨年度，地理学教室にご寄贈

いただいた図書の一覧です（雑誌・定期

刊行物等は除く）。これらの図書は，文学

部閲覧室または地理学共同研究室に配置

し，学生ならびに教室スタッフの研究・

教育に活用させていただいております。

厚く御礼申し上げます。

過去にいただいた図書も含めて，これ

らの寄贈図書は，談話会員の皆様にもご

利用いただけるようにしておりますので，

どうぞご活用ください。

また，平田冨美子様（故• 松本利治氏

のお嬢様）より，『松本利治京都市地名資

料』（地誌資料 1853ファイル，地図資料

2268袋）の寄贈を受けました。松本利治

氏は『京都市町名変遷史』の編纂• 発刊

に長年従事された方です。ご遺族が，京

都市内に関する地籍図や文書・行政資料

などの複写物を中心に，同本作成に使用

された資料を一括して寄贈くださいまし

た。総合博物館 3Fに収蔵しております。

合わせて，ご利用下さい。

戸祭由美夫 (2005) 『中国文明のフロンテ

ィアゾーンにおける都市的集落の発生

と変容一その比較地誌学的研究一』（科

学研究費報告書）

岡山大学 (2005) 『第 7回環境理工学部国

際シンポジウム』

宮城県東和町『寿庵文庫目録』

グレアム・ナッシュ（米家他訳） (2005) 

『モダニティの歴史地理』古今書院

関西大学地理学教室 (2004) 『那覇市とそ

の周辺の地理』

金沢大学文学部地理学教室 (2005) 『2004

年度・地域調査報告書：京都・滋賀・

奈良』

日本測量協会 (2005) 『測量の学問体系』

東京都立大学 (2005) 『富山の地域研究』

石川義孝編著 (2005) 『アジア太平洋地域

の人口移動』明石書店

中西僚太郎 (2005) 『近代日本における国

土空間・社会空間の編成過程に関する

歴史地理学的研究』（科学研究費報告書）

お茶の水大学地理学教室 (2005) 『答志島

巡検』

山崎孝史 (2005) 『戦後沖縄における社会

運動と投票行動の関係性に関する政治

地理学的研究』（科学研究費報告書）

山本健兒 (2005) 『ブローバリぜーション

とEU統合への文化的対応に関する EU

主要都市比較研究』（科学研究費報告書）

金坂清則 (2005) 『19世紀のアジアを描く

英国人旅行家の旅行記と旅に関する歴

史地理学的研究』（科学研究費報告書）

山田 誠 (2005) 『近代日本の大縮尺都市

図に関する基礎的研究』（科学研究費報

告書）

臼杵市教育委員会『臼杵市所蔵絵図資料
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群調査報告書』

若尾祐司・羽賀祥二編 (2005) 『記録と記

憶の比較文化史』名古屋大学出版会

愛知大学地理学教室『愛知県新城市にお

ける文化・生態系の地域システムに関

する研究』

高濱信行 (2005) 『平成 16 年 7 月新潟• 福

島，福井豪雨災害に関する調査研究』

(CD付き）（科学研究費報告書）

溝口常俊・高橋誠編 (2005) 『自然再生と

地域環境史』名古屋大学大学院環境学

研究科

内田忠賢編 (2003) 『よさこい YOSAKOI

学リーディングス』開成出版

長谷川孝治編著 (2005) 『地図の思想』朝

倉書店

別冊歴史読本 (1997)『江戸時代「古地図」

総覧』新人物往来社

千田嘉博編集・執筆 (2001) 『図説正保城

絵図』新人物往来社

長野市立博物館編 (1995) 『第 40回特別展

信濃国絵図の世界』

明治大学刑事博物館資料図録 (1998) 『古

地図：さまざまな意匠』

北区飛鳥山博物館編 (1998) 『古地図の愉

しみー山下和正コレクションより一』

アメリカ伊能大図展実行委員会編集

(2004) 『アメリカにあった伊能大図と

フランスの伊能中図』

土佐山内家宝物資料館編 (2003) 『山内家

資料目録 2 古文書の部 絵図資料

(1)』

日口国立図書館交流実行委員会編集

(1995) 『ロシア国立図書館所蔵地図展

,......, 18・19世紀～』

別冊太陽 (2002) 『吉田初三郎のパノラマ

地図』平凡社

別冊太陽 (2003) 『パノラマ地図の世界』

平凡社

神奈川県立歴史博物館編 (1997) 『世界の

かたち日本のかたち：渡辺紳一郎古地

図コレクションを中心に』

神奈川県立歴史博物館編集 (1997) 『横浜

浮世絵と空とぶ絵師五雲亭貞秀』

武智利博編 (2004)『愛媛の歴史地理研究』

関奉仕財団

J.B. Harley (1990) : Maps and the Columbian 

encounter, American Geographical Society 

Collection. 

『ジェンダーの視点から開発の「場所」

を考える一開発実践者・研究者のコラ

ボレーションをめざして一』編集委員

会編 (2005) 『ジェンダーの視点から開

発の「場所」を考える』お茶の水女子

大学 21世紀 COEプログラム

今里悟之 (2006) 『農村空間のく空間分類

＞景観の秩序を読む』京都大学出版会

ラッツェル（由比濱省吾訳） (2006) 『人

類地理学』古今書院

渡辺正氏所蔵資料集編集委員会編 (2005)

『終戦前後の参謀本部と陸地測量部一

渡辺正氏所蔵資料集ー』大阪大学文学

研究科人文地理学教室

お茶の水女子大学地理学教室 (2006) 『宮
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崎巡検』

木岡伸夫 (2006) 『比較文明史的アプロー

チにおける技術と自然の変容過程序説』

（科学研究費報告書）

＜研究室の動静＞

教室の事務は，引き続き三上純子さん

にお願い致しております。

本年度は，大学院博士後期課程 4名，

修士課程 10名，学部 4回生 11名， 3 

回生 10名，学部聴講生 1名となってお

ります。

く3回生と新院生の自己紹介＞

本年度は 10名の 3回生と 2名の新院

生（修士課程）， 1名の学部聴講生を迎え

ました。簡単に自己紹介していただきま

す。

(3回生）

木村義則

文学部地理学専修 3回生の木村です。下

戸です。とにかく酒が飲めない。酔えな

い。勘弁してください。体を動かすこと

が好きで，たまに鴨川を走ったりします。

フルマラソン完走が目標。 1回ホノルル

走りたい。

堅田啓介

新三回生の堅田といいます。最近下宿を

はじめたので楽しくて仕方がないです。

テニスが大好きで週 2, 3回はやってい

ます。人口や文化，環境問題，地域では

中国，東南アジアなどに興味があります。

これからよろしくお願いします。

熊田安美

4月 17日現在，久々の快晴の下，眺め

る鴨川からの大文字の景色は美しいもの

です。河岸に植えられた桜のピンクと柳

の若葉色のコントラストが目を引きます。

3限のあることも忘れて見入ってしまう

風景ですね，みなさん。こんな私ですが

どうぞよろしくお願いします。

齋藤圭

齋藤圭です。体育会居合道部に所属して

います。 1, 2回生の時は部活ばかりし

ていたため，今になって色々と困ってい

るところです。元は単なる地図，地名フ

ェチの私ですが，どうにかして相手して

やってください。

中山理沙

私が地理学専修を選んだのは，旅行をし

てその土地をウロウロするのが好きだか

ら，地図か好きだから，といった理由か

らです。趣味のギター弾き語りも楽しみ

つつ，卒業まで，大いに恥をかき，大い

に学び，成長したいです。今日からの座

右の銘：早起きは三文の徳。

-19 -



西田幸世

3回生の西田です。大阪府箕面市出身で，

大阪教育大附属池田高校卒です。大学 1,

2回生の間，サイクリング部で日本各地

や海外を走り，それまで見たことなかっ

たようないろんな景色を見ることができ

ました。地理学でもそんな体験ができた

らいいなと思います。

松本貴裕

今年度より地理学を専修します，松本貴

裕です。京都市以外に住んだことはあり

ませんが，「旅」とまではいかないものの，

あちこちをウロウロと出歩いてまわるの

が趣味です。どうぞよろしくお願いいた

します。

＜昨年度の実習旅行〉

長谷川佳代 2005年度は， 10月 16,.__, 19日まで，愛

大阪府出身で今は御所南に下宿していま 媛県今治市において， 2回生. 3回生の

す。京都 3年目ですが，未だに碁盤目状 計 15名が調査を行い，報告書を作成し

の通りに慣れてません。地図を見るだけ， ました。

歩くだけでも興味深い京都で地理学を学

べることをうれしく思います。

廣本幸子

く学部卒業生・院生の進路〉

＊学部卒業生

初めまして。新 3回生の廣本です。主に

歴史地理学に関心があり，金田先生のゼ

ミに所属させて頂いています。出身は大

阪府堺市で，現在も 2時間かけて堺から

岡理恵子

岡本憲幸

東海林薫

リクルート

京都大学大学院文学研究科

（修士課程）

住友不動産販売株式会社

通学しています。映画とコーヒーと面白 橋爪拓也 MSc.Urban Development and 

いことが大好きな大阪人です。どうぞ宜 Planning, University Collage London 

しくお願い致します。

平井咲子

はじめまして，平井咲子と申します。今

年から研究室に配属され，より専門的な

内容を学ぶことになりそうですが，とじ

こもって本だけで勉強するのではなくて，

外に出てアクティブに動いていきたいと

思います。よろしくお願いします。

広木 拓

村角浩明

林原久俊

石橋弘嗣

古川昇平

守道三恵

柴田陽一
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日本貿易振興機 (JETRO)

いすゞ自動車

共同通信

経済産業省

高知新聞

京都大学大学院文学研究科

（博土後期課程）



＊大学院修士課程

鈴木地平 文化庁文化財部記念物課

＊大学院博士後期課程

中辻 亨 福島大学人間発達文化学類

レイリン ・L・エサウ

Ministry of Education, Government of Tonga 

＜院生の研究状況の報告＞

今年度までの院生の研究状況をお知ら

せします。以下は，閲読を経た論文のリ

ストです。

D3 沖 慶子

・牧口常三郎著『人生地理学』の同時代

評，地理科学 58-2, 65-91頁 (2003)

D 3 福本 拓

編成，人文地理， 57-5,2005, 21-40頁 (2005)

Dl 柴田陽一

・小牧実繁の著作目録と著述活動の傾向，

歴史地理学， 47-2, 42-63頁 (2005)

・小牧実繁の「日本地政学」とその思想

的確立一個人史的側面に注目して一，人

文地理， 58-1, 1-19頁 (2006)

M2 宮澤博久

・大分県姫島の沿岸漁業における共同体

基盤型管理ー沖建網漁業の漁場規制を事

例として一，人文地理， 57-6, 64-79頁

(2005) 

く学位の取得＞

平成 17年度に学位を取得された方のお

名前と論文題目は以下のとおりです。

・大阪府における在日外国人「ニューカ ＊論文博士

マー」の生活空間，地理科学 57-4,255-276 

頁(2002)

・1920年代から 1950年代初頭の大阪市

青山 宏夫：「前近代地図の空間構成と

地理的知識」

における在日朝鮮人集住地の変遷，人文 ＊課程博士

地理， 56-2, 42-57頁 (2004) レイリン ・L・エサウ：「トンガ人の国際

人口移動とホスト国における経験

D2 埴淵知哉 ーニューンーフノト・フィジー・

・企業の空間組織からみた日本の都市シ 日本の事例ー」

ステム，人文地理 54-4, 389-404頁 (2002)

• 国際的非政府組織における空間組織の

編成，地理学評論， 78-2,87-112頁 (2005)

・日本における NGO間ネットワークの
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く2006年度講義題目〉

＊講義（系共通科目）＊

教授 石川 義孝地理学

＊特殊講義＊

教授 金田章裕 景観史の諸問題

教授 石川義孝 人口地理学の

諸問題

教授 田中和子 都市地理学の

諸問題

助教授 米家泰作 地理的知の近代

人環教授 山田 誠 地域形成の諸問題

人環教授金坂清則 地理学における

＊演習 II* 
教授 金田章裕 人文地理学の諸問題

教授 石川義孝 ” 
教授 田中和子 II 

助教授米家泰作 II 

＊講読＊

教授 金田章裕・石川義孝

英語地理書講読

教授田中和子 ドイツ地理書講読

人文研助手 田中祐理子 フランス地理

書講読

人物研究の諸問題 人文研助手中西裕樹中国地理書

人環助教授小方登地理情報処理の 講読

理論と応用／空から見た

ユーラシアの歴史景観

理学部助教授堤浩之地形学

経研教授 藤田昌久地域経済論

講師松本博之文化地理学の諸問題

講師布野修司アジア都市論

講師 中 谷友樹 GISと空間分析

講師 山本健兒地域と都市の

社会経済的発展に関する理論と現実

講 師 佐藤廉也小規模生業社会に

おける環境と人間行動

＊演習 I* 
教授 金田章裕 地理学研究法 I

教授 石川義孝 地理学研究法II

教授 田中和子 地理学研究法皿

助教授米家泰作 地理学研究法w

＊地理学実習＊

教授 田中和子

助教授 米家泰作

博物館助手 上杉和央

＊大学院演習＊

教授 金田章裕 地域の諸問題

教授 石川義孝 ” 
教授 田中和子 II 

助教授米家泰作 ” 

****************** 
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事務局から 申し上げます。（確認分，括弧内は卒業年，

敬称略）

く地理学談話会2005年度会計報告＞
浅井得一（昭和 11卒）

(2005年 4月 1日,..._,2006年 3月 31日）
井戸庄三（昭和 32卒）

【資金会計】
内藤玄匡（昭和 14卒）

〈収入〉
西村睦男（昭和 13卒）

年会費 196,600 
内田 秀雄（昭和 07卒）

前年度繰越 149 913 
海野一隆（昭和 20卒）

計 346,513 

〈支出〉

運営への振替 131,749 
くお知らせ＞

次年度への繰越 214 764 
以下の会員の住所が不明です。ご存じ

計 346,513 
の方は，談話会事務局までご一報くださ

【運営会計】
い。（数字は卒業年，敬称略）

〈収入〉
荒賀紀子 平成元

資金会計からの振替 131,749 
生田 博文 昭和 51

秋季懇親会会費 133,000 
池内麟太郎 昭和 48

春季予餞会会費 133 000 
石角 強 昭和 45

計 397,749 
石原大嗣 平成 09

〈支出〉
石村裕輔 平成 04

秋季講演会・懇親会経費 125,522 
今井平八 昭和 19

春季論文発表会・予餞会経費 137,480 
岩部敏夫 平成 03

会報・名簿等印刷費 40,000 
江崎健治 平成 04

通信・文具等費 93,047 
遠藤元 平成 08

弔電等 17 00 
遠藤正雄 昭和 53

計 397,749 
大野宏 平成 04

大山晃司 平成 07

岡本靖一 昭和 42

＜訃報＞
岡本美津子 昭和 62

前回の会報以降，次の方々がお亡くな
興津俊之 平成 03

りになりました。謹んでご冥福をお祈り
小口 稔 平成 03
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楓雅之（泰昌） 昭和 20 松本弘史 昭和 58

柿沢洋雄 昭和 60 三木寛史 昭和 61

勝村（赤座）慎知子 昭和 48 御手洗央治 平成 05

加藤典嗣 昭和 63 山口 一郎 昭和 55

川 合大地 平成 10 山下和久 昭和 57

川添和明 平成 07 山下良 平成元

貴志 謙 介 昭和 56 山田（児玉）憲子 昭和 45

木地節郎 昭和 24 山中一高 平成 03

北口 卓美 平成 02 吉野修司 平成 07

児玉高太朗 平成 02 六嶋美也子 平成 05

坂部誠治 平成 03

渋谷 良治 平成 04

清水 究 吾 平成 10 くオープンキャンパス： 2005年度の

新谷泰久 平成 02 報告と2006年度のお知らせ＞
神力 弘幸 平成 05

田島渡 昭和 23 2005年 8月に恒例となりました京都大

塚本誠 平成 02 学のオープンキャンパスが開催されまし

都子 昭和 15 た。文学部の見学・ 説明会もこの一環と

中山耕至 平成 05 して， 11 日に行われました。文学部の全

那須 久 代 昭和 63 体説明のあと，各系に分かれて専修ごと

南部一寿 平成 11 の説明を行ったうえで，見学者を募りま

西 尾正隆 昭和 45 した。研究室訪問では，古地図を見て説

西沢仁晴 昭和 49 明を聞いたり， GISのデモンストレーシ

西山 隆彦 平成 07 ョンを見学したりしていただきました。

能勢（朝倉）正寛 昭和 37 教員，院生や学部学生たちへの質問コー

野 田茂生 昭和 36 ナーでは，高校生たちから活発な声が聞

長谷川 正雄 昭和 52 かれました。同日，全学の企画と並行し

林克子 平成元 て，地理学教室主催のオープンキャンパ

林宏 昭和 16 スも開催しました。高等学校の教員の方

原潤 平成 09 々や他大学に在学中で地理学の大学院を

平井 素 子 平成 08 志望されている学生の方が参加されまし

福田 新一 昭和 46
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た。地理学実習室や博物館地図作業室を 講演予定者：

見学したり，卒業研究や進路の様子につ 千田 稔（国際日本文化研究センター

いて説明を行いました。 教授）

2006年度の京都大学主催の全学オープ

ンキャンパスについては，

http://www.kyoto-u.ac.jp/ 

をご覧下さい。文学部の見学・説明会は，

8月 10(木）の予定です。

地理学教室のオープンキャンパスも，

全学のオープンキャンバスの日程に合わ

せて 8月 10日（木）に開催予定です。学

部だけでなく大学院の受験志望者や，中

学高校の教員の方々，また，一般の市民

の方にも来て頂けるような企画を検討し

ております。教室主宰のオープンキャン

パスについての詳細な日程や参加申込の

案内は，地理学教室のホームページ，

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/ geo/ 

に，近日中に掲載しますので，そちらを

ご覧下さい。

く2006年度地理学談話会講演会・

懇親会のお知らせ＞

本年は下記のように実施する予定です。

記

日時： 1 1月 18日（土）

午後 2時ー5時

場所：文学部新 館 1階 第 2講義室

月原 敏博（福井大学教育地域科学部

助教授）

埴淵知哉

（京都大学大学院博士課程・院生）

懇親会：同日午後 6時より

（文学部新館第 1講義室）

く地理学談話会名薄改訂の

お知らせとお願い＞

本年度は，名簿改訂の予定です (9

月発送予定）。恐れ入りますが，必

ず，同封のはがきにて，ご連絡先等

をお知らせください。準備と印刷の

都合上， 6月末必着でお送りくださ

いますよう，お願い致します。

なお，お寄せ頂いた情報は，会員

名簿の作成および談話会・ 地理学教

室から会員の皆様へのお知らせ・ ご

案内等にのみ活用いたします。どう

ぞ，ご了解くださいますよう，お願

い申し上げます。

＊本年度の談話会費 (1000円）を未納の

方は，同封の振込用紙にてお払いくださ

いますよう，よろしくお願い致します。

-25 -



【談話会係から一言】

今年の談話会報には，多くの方々から

個性豊かな原稿をお寄せ頂きました。厚

く御礼申し上げます。（柴田・三上）

今年度の談話会係になったことを機会

に，昔の談話会や会報のことを調べてみ

たいと思っています。また，今年は，名

簿改訂の年なので，秋には発行できるよ

う，がんばります（柴田）。

教室の事務を担当して 2年目に入りま

した。先生方や前任者からのアドバイス

を受け、送料などの経費削減にあれこれ

工夫をこらしています。（三上）。

京都大学文学部地理学談話会会報第 17号
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