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寄稿

地理学で塞翁が馬

東北大学災害科学国際研究所

中鉢 奈津子(1997年卒)

子どもの頃から本の虫で，十代の愛

読書は吉川英治の「宮本武蔵」，デュマ

の「三銃士」シリーズだった．本好き

という漠然とした理由で京大文学部を

受験したが，入学後，各種文学に手を

出してみて，私に理解できるのは通俗

小説まで，文豪の本など手に負えない，

ましてや文学研究など無理だと悟り，

消去法で人文地理学を専攻することに

した．高校時代，面白い地理の授業を

受けたことだけが拠り所だった．

３回生で石川義孝先生のゼミに所属

した．受験が終わるとバルト三国の位

置も忘れ切る地理音痴が地理学研究に

向かないことは百も承知だったが，親

が研究者だったので，ボンヤリと研究

者になる道もあるかと思っていた．気

持ちの上ではフラフラしていたが，こ

こで何か掴まねば後がないという危機

感から一生懸命勉強した．あれかこれ

かとテーマを変遷した挙句，卒論では

パーソントリップ調査を用いた高齢者

の行動パターン分析を行った．生協の

書店でプログラミングの本を買って手

探りで独学し，わからないことは先生

に質問しながら大量データを何度も計

算した．一度，数字の羅列を計算し地

図に落とした時に，人の動きが可視化

され，ひどく心が弾んだ．今思えば，

人生最初の「発見の感動」だった．

学部で研究に没頭しながらも，才が

ない以上いずれ研究のネタも尽きるだ

ろうと思っていた．そんな時，石川先

生から，これからは海外に出て英語で

論文を書けとハッパをかけられ，全く

そうだと思い，奨学金に応募し，カナ

ダのクイーンズ大学地理学研究科に進

学することにした．英語ができればそ

の後の人生有利になるかもという俗な

理由も強かった．

さて留学生活が始まり，いきなり哲

学の勉強をさせられた．後にそれが所

謂社会地理であることがわかったのだ

が，最初はこれが同じ地理学かと戸惑

うばかりだった．当時の私は哲学とは

何かそもそも知らなかった．授業中「研

究の究極の目的は何か？」と問われ見

当もつかなかった．「それは『人間とは

何か』を追求することだ．そのために

『社会とは何か』を追求するのだ」と

言われた．この時，目の前が明るくな

る気持ちがした．それまで研究とは何

かを考えたことがなかったわけである．

カナダの大学院では，毎週，強烈な

量の文献を読む課題が出され，授業中

はそれについて議論する．ポスト構造

主義やフェミニズムの難解な文献を英

語で読みきれるわけもなく，ゼミの議
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論は置いてけぼりだ．疲れ果て，下宿

でグウグウ眠ってばかりいた．しかし

ある日，レヴィ＝ストロースの初心者

向け解説書を読んでいたところ，突然

目の前が明るくなり，心に深い感動が

訪れた．世の中には表面では見えない

仕組みがあって，彼はそのことを言っ

ているのではあるまいか？哲学や理論

の存在意義を，初めて理解した瞬間で

あった．後にカナダ人の親友ができた

が，彼女から，その感動のことを古代

ギリシャ人はeurekaと呼んでいたこと

を教わった．二千年以上前にこの現象

に名前をつけたギリシャ文明恐るべし

と思った（後で日本の雑誌の「ユリイ

カ」の題名もこれだと知ったが，昔の

私は蚊の一種か何かかと思っていた）．

修士課程を終える頃，フルブライト

奨学金に合格した．つらい留学生活が

報われ認められたと有頂天だった．優

秀な学者になりたいとアメリカ・アリ

ゾナ州立大学の博士課程に進んだが，

そこで深刻な挫折が待っていた．指導

教官に何度レポートを出しても合格を

もらえず，「思考というのは言葉で構成

される．君の英語は不十分かつ問題で，

つまり君の思考に問題があるというこ

とだ」と言われたのである．英語を母

語としない留学生に無理難題を言う先

生から学位なぞ無理であると見切りを

つけ，結局カナダの大学に戻ることに

なった．この一件で，見てくれの良い

キャリアを追求する人生観が覆り，他

人の評価はどうでもよくなった．その

後は，より深い真実を探す，自分のた

めだけでない人生を目指すようになり，

今日まで続いている．

その後，就職や結婚もして10年かけ

て博士課程を終えた．学位取得後は子

育てしながら，夫の転勤に伴い諸外国

を転々とし，約15年の海外生活の後に

帰国した．4年前から研究所の広報担当

の職を得て働いている．今は災害に関

するさまざまな研究を国内外に紹介す

る仕事であるが，これまで地理学でさ

まざまな分野に触れてきた経験が生き

ている．

現在は災害研究所の広報担当．写真は広報映像

作成風景．（「世界津波の日」関連イベントにて，

ハワイ大学マノア校，2016年9月）

振り返ると，展望なく行き当たりば

ったりであったが，その時々で一生懸

命やってきたのは確かだ．発見と感動，

信頼できる師・家族・友人，難局で助

けてくれる協力者を得て，ジタバタし
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ているうちに不思議と人生が開けてき

たのだった．今でも大した人間にはな

れないが，学生時代のフラフラした自

分とは別人である．思えば，十代の私

の分身かつヒーローだった宮本武蔵も

ダルタニアンも，最初は大した動機の

持ち主ではなく，もがきながら道を開

いていったのだった．今，研究者の道

からは逸れたが悔いはなく，世界のど

こでも生きていける自信もできた．若

いころ必死に道を模索し，無謀な冒険，

挫折と立ち直りを経て，結局それで良

かったということだと思う．

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

My Memorable moments of Kyoto

University Geography Department

and beyond

Ministry of Education and Training, Tonga

Raelyn L. ’Esau (Dr. of Literature, 2006)

I am a Doctoral graduate of Kyoto University,
Geography Department and during my time
there, I worked under the supervision of
Professor Ishikawa Yoshitaka. I am honored
to write about my experiences during the
three years (2003 - 2006) I spent at Kyoto
University and how it has had a profound
impact on my life after returning back home
to Tonga. I acknowledge the financial
support I received from the Government of

Japan to study under the Monbukagakusho
scholarship. I dedicate this personal reflection
to my Professor, Dr. Ishikawa Yoshitaka,
whom I deeply respect for his professional
services and guidance during my time in
Japan.

The first day I walked through the gates of
Kyoto University, I was totally oblivious to
the qalms of this prestigious academic
institution. It didn’t take that long for me to
realize, I had to hit the ground running to
meet the very high expectation for excellence
that this University entails. My very first
introduction to my Professor, Dr. Ishikawa
was a rude awakening that made me realize
from day one we were expected nothing less
then excellence and failure was not an option.
I recall vividly how I was reminded that I
was not going to receive any special treatment
for being a foreign student and that I was
going to be as competitive as any of the
Japanese graduate students. Any summons to
Professor Ishikawa’s office was usually not a
pleasant thought at times but each time I left
his office after consultations with him, I was
more determined that ever before to
persevere. I took all his advice to heart and
determined that I will have to work twice as
hard to ensure I complete the very demanding
requirements for the program.

I personally acknowledge the professional
supervision rendered by Professor Ishikawa as
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one of the most important factors attributed to
my success. The Geography Department
graduate students’ office became our second
home away from home, as we spent most of
our time there daily. My fellow colleagues,
namely Mr. Yamagami and Mr. Hanibuchi
who were also studying under Professor
Ishikawa’s supervision were very supportive,
helpful, hard working and good role models,
and I consider myself one of the luckiest
foreign students. The most challenging aspect
of being a foreign student is mastering the
language and using time wisely. As a
graduate student with many deadlines to meet,
it seemed we did not have enough time on
our hands to do research before the next
publication was due or simply trying to
catch-up with endless reading for a literature
review.

My most memorable moments were the
weekly seminar presentations of the
department. Although I could observe that it
was the most stressful time for us graduate
students, it was a unique opportunity to
dialogue with the Professors of the
department and to hear first hand any
critiques of our developing research. It was a
true test of our tolerance levels in accepting
the constructive comments received and
re-energizing to push forward with courage in
pursuit of adding more value to one’s
research. I can personally say that the seminar
experience can be a defining moment for the

development of one’s professional academic
work. The high light of my academic work
was my attendance and presentation at the
Pescara meeting (2004) and the Glasgow
meeting (2005) which were both financially
supported by Professor Ishikawa’s research
fund.

Esau graduation: Photo with my husband

on Kyoto University graduation day outside

Geography lab building, in 2006.

When my three years at Kyoto University had
finally come to an end, I was very relieved
and grateful that I could graduate. I recall,
Professor Ishikawa, asking my husband at our
farewell lunch, what were his thoughts about
finally going back home to Tonga with me.
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Surprisingly, my husband replied that he sent
a Tongan wife to study in Japan, but it
seemed strange that he will be taking a
‘Japanese’ wife back home. Unaware of my
transformation, I had adapted in many ways
to live, think, and behave to a certain extent
like a Japanese. It was a confusing and
emotional farewell as I left Japan with the
overwhelming feeling that I was leaving my
second home.

A photo with the Ambassador of Japan (on

my left), his wife and staff of the Embassy

of Japan, 2017.

I was awarded the Ambassadors Commendation

certificate last year in recognitionof my contribut

ion to the Embassy's activities and Japanese

Language Education.

Twelve years on and beyond the Kyoto
University gates, I find myself still living in
Tonga and working for the Tonga
Government at the Education Ministry, and
still holding true to the ethics and values that

transformed me during my time at Kyoto
University. Within a decade of service to my
Country, my tasks and responsibilities was
not related to my qualification. Although it
was a new learning curve at times, I worked
with 3 Education Ministers from 3 different
ruling governments in Tonga. In addition, I
was involved in, Education legislation, Policy
and Planning, Overseas Development
Assis tance, Teacher Educat ion and
Professional Development. As it turns out, it
is the application of my work ethics and work
culture gained in Japan that is most relevant
and useful to my current work.

I was guest of honor at High School gradu

ation in December 2017.

During the year, I volunteered and taught for

free in the evenings for this schools.
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During this same period I have had the
opportunity to return to Japan three times on
official duties. I had the privilege during my
second trip to visit Kyoto University to meet
Professor Ishikawa and my colleagues at the
department. It was such a happy and
memorable family reunion. I acknowledge the
financial support of the Japanese government
toward a Reunion of former Monbukagakusho
scholars who were working at their home
Countries. My other work that keeps me
connected to Japan is the assistance that I
provide the Embassy of Japan in Tonga and
the JICA office. I have been a panel member
t o i n t e r v i e w a p p l i c a n t s f o r t h e
Monbukagakusho since the establishment of
the Embassy of Japan in 2009.

’Esau, portrait.

Finally, I take this opportunity to pay tribute
to Professor Ishikawa Yoshitaka on the
occasion of his retirement from the
Geography Department of Kyoto University.
Thank you for your long years of dedicated
academic service. May your next endeavors
into your retirement years be filled with many

more achievements and successes. We will
continue our work embedded with the legacy
of professional academic work that you leave
behind. We will treasure many special
memories of your academic leadership and
we wish you all the very best.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

地理学と新幹線とロンドン

東海旅客鉄道（株）

London School of Economics（留学中）
藤村 友太(2011年卒)

私は，入学時から地理学という学問に

興味を持っていたわけではありませんで

した．高校卒業後，一年浪人しているの

ですが，現役生の時は経済学部を受験し

ています．それが，どういうわけか浪人

中に言語学に関心を抱いて，文学部を志

すようになりました．

地理学との出会いは，一般教養科目と

して受講した地理学の入門講義を通じて

です．正直に申し上げると，時間割の都

合でたまたま受講したのですが，関西大

学の伊東理先生が担当されていたその講

義を聞くうちに地理学に大変興味を持ち，

３年生進級時には迷わず地理学専修を選

択しました．

今振り返ってみますと，文学部を選択

したことも，地理学専修を選択したこと

も，非常に良い選択だったと思います．
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実習旅行で下関に行ったことも，卒業論

文の調査のために天橋立でひたすら観光

客にアンケート依頼をしたのも，今とな

っては良い思い出です．専門科目はいず

れも興味深く，最後まで楽しく勉強する

ことができました．また，余談ですが，

もし経済学部に行っていたなら，現在の

妻（社会学専修卒）とも出会っていませ

んでした．

と，ここまで書くと私はしっかり勉学

に励んでいたまじめな学生であったかの

ように見えますが，後に同期等から指摘

されぬよう正直に書きますと，大学生活

の半分以上は実は部活動に費やしました．

硬式野球部に所属していたのですが，部

活に熱中するあまり先生方にはご心配，

ご迷惑をおかけしてしまったことと思い

ます．

卒業後は JR 東海に入社しました．東
京・大阪間の東海道新幹線の運行を事業

の中心としている会社ですが，入社理由

は，いずれリニア中央新幹線のプロジェ

クトや新幹線の海外展開のプロジェクト

に関わってみたい，と思ったことです．

そして幸いにも入社３年目から後者の海

外展開プロジェクトを担当することがで

き，これについて簡単に書きたいと思い

ます．

現在，世界各地で高速鉄道建設の計画

が立ち上がっており，弊社もこの機会を

とらえ，日本の新幹線を海外に展開しよ

うという取り組みを行っています．会社

として注力しているのは主に米国案件な

のですが，私個人は，米国に限らず，様

々な国の政府関係者等に，日本の新幹線

の特徴を説明する業務に従事していまし

た．

日本だと新幹線の知名度は抜群ですが，

残念ながらこれまで積極的に海外展開に

取り組んでこなかったこともあり，世界

的には高速鉄道といえば欧州の高速鉄道

がイメージされることが多いのが現状で

す．欧州の高速鉄道と日本の新幹線は，

実は安全に対する哲学が根本的に異なり，

欧州では衝突事故が起こったとしても旅

客を保護するため車両に高度な衝突耐性

を求めるのに対し，日本ではそもそも衝

突の可能性を完全に排除することにより，

車両の軽量化を図っています．これはそ

のまま車両等の安全基準に関する規制に

直結するため，プロジェクトのかなり早

い段階から日本の新幹線の思想や特徴を

正しく理解してもらわなければ，欧州高

速鉄道を前提とした規制体系や入札基準

が採用されてしまい，新幹線導入の余地

が排除されてしまうことになりかねない

のです．

こうした事態を防ぐため，各国の政府

高官に新幹線の特徴を説明したり，各国

要人を招いて高速鉄道に関する国際会議

を開催する業務を行っていました．海外

出張も多く，当時 20代であった私が各国
の大臣クラスとの少人数のミーティング

に同席させてもらう機会も多くあり，大

変良い経験になりました．

そして現在は，会社の海外留学制度に

て英国のロンドンスクールオブエコノミ

クス（LSE）に留学しています．専攻は
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クアラルンプール出張中の一コマ

タイ鉄道関係者との会食

行 政 学 修 士 （ M a s t e r o f P u b l i c
Administration, MPA）で，クラスメート
には各国の政府関係者が多くいます．私

は JR 東海という民間企業に勤めてはい
ますが，事業の内容は公共性が高く，ま

た私自身も主に各国の政府関係者と公益

の実現という視点で業務を行ってきたた

め，経営学修士（MBA）ではなく MPA
を選択しました．

英国の大学というと，米国の大学と比

べて日本の方々には馴染みが薄いかもし

れません．LSE というと名前を聞いたこ
とがない方も多いかと思いますが，ロン

ドン大学，というと少し知名度があがる

LSE正門にて

でしょうか．日本ではよくロンドン大学，

という呼称を耳にしますが，ロンドン大

学というのはロンドンにある大学群のゆ

るやかな連合体で，当地では通常ロンド

ン大学とは呼ばず，個別のカレッジ名を

使います．有名なところでは，伊藤博文

や夏目漱石がかつて留学したユニバーシ

ティカレッジロンドン（UCL），MBA が
非常に有名なロンドンビジネススクール

（ LBS），キングスカレッジロンドン
（KCL），そして社会科学に特化した LSE
等があります．

LSE は経済学や政治学に強みを持つ大
学ですが，人文地理学の評価も大変高く，

世界的な大学ランキングである QS
University Rankingの 2018年版によれば，
オックスフォード大学に次いで世界２位

の評価を受けています．英国はそもそも

人文地理が非常に盛んで，多くの大学に

は Department of Geographyという独立し
た学部が存在し，LSE でも立派な建物一
つをほぼ丸々 Department of Geographyが
占有しています．なお，現在の英国メイ

首相も，学生時代オックスフォード大学
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で地理学を専攻していました．

LSEのDepartment of Geography入口

LSE の修士課程の授業は１科目あたり
通常，レクチャー（講義）とセミナー（討

論）の２タイプの授業が週に１回ずつあ

ります．特にセミナーは学生が主体とな

って討論を行う形式で，語学も含め慣れ

るまでは大変苦労しました．授業時間自

体は多くなく，週に 15時間程度なのです
が，毎週大量のリーディングリスト（課

題図書）が提示され，授業時間の最低３

倍は予習に費やすようにと指導されてい

ます．実際のところ，指定される課題図

書をすべて読むことは不可能に近く（ネ

イティブスピーカー達ですら不可能と言

っています），重要なのは限られた時間で

いかに必要な情報を効率よくインプット

するか，というところにあり，この能力

（速読術）は，留学生活を通じてかなり

鍛えられているように思います．

さて，タイトルの通り，雑多な内容の

記述となってしまい申し訳ありません．

現在は残念ながら地理とは少し縁遠い生

活をしていますが，地理学教室に対する

愛着は非常に深いので，どこかで教室ご

出身の方々にお目にかかれることを楽し

みにしております．

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

→↑←↓→↑←↓→↑←↓→↑←↓→↑

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

秋季地理学談話会の報告

2017 年 11 月 11 日，文学部新館の地理
学実習室と共同研究室で，秋季地理学談

話会を開催し，卒業生や在学生の皆様が

参加されました．講演をしてくださった

伊東理氏（1974 年卒）や，ＯＢ交流会で
講師を務めてくださった卒業生の方々に

厚く御礼申し上げます．

OB 交流会と講演会の報告をします．

＜ＯＢ交流会＞

卒業生の山本浩介氏（出光興産，2004
年卒）と廣本幸子（堺市役所，2008年卒）
のお二人が講師を務めてくださいました．

在学当時の思い出や社会に出るまでの体

験，社会に出てからの歩みなど，エピソ

ードを交えながら，アドバイスだけでな

く温かい励ましの言葉もいただきました．

活発な質疑や意見交換があり，楽しい交

流の機会となりました．
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OB交流会の様子

講師の方々と司会者（芝田篤紀氏（Ｄ

２）と中島柚宇氏（４回生））との間で打

ち合わせして，進行内容も企画していた

だきました．ありがとうございました．

懇親会にて

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜講演会＞

「私の研究歴―スーパー，イギリス，

そしてオークランド―」

関西大学

伊東 理（1974年卒）

講演会では，母校でお話しする機会を

活用させていただいて，私の研究につい

て振り返ることに致しました．

思えば，大学紛争で東京教育大学（現

役当時の第１志望校）の入試がないこと

による進路変更，大学で偉大な先生方や

多士済々の先輩，後輩諸氏との出会い，

明るい未来が想起できた大学時代，３つ

のよき職場に恵まれたこと，・・・数多く

の偶然や幸運に恵まれて，今日を迎えら

れたものと痛感しています．

実質上，私の研究のスタートは大学院

からでした．そもそもの関心は第２次世

界大戦以降の先進国大都市圏の動向，特

に郊外化にありました．学部時代のアル

バイト経験が遠因となって小売商業にも

興味を持ち，修士論文では当時急成長し

てきたスーパーを取り上げました．

技術革新を伴う小売業態として 1920年
代のアメリカ合衆国大都市圏で誕生した

スーパーマーケットは，小売商業の真空

地帯であった郊外で急速に発展を遂げた

ことと，また小売商業の郊外化は大規模

小売商業施設・店舗の開発発展によって

進展するところに特徴があるとしたドー

ソンの研究やアメリカ郊外での計画的シ
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ョッピングセンターの発展などを考慮す

ると，日本でも間違いなくスーパーが小

売商業の郊外化を促進する役割を担う小

売商業施設として発展することが予見で

きたので，いち早くスーパーの研究に着

手して，私なりに満足した研究結果を得

ました（『人文地理』30-6,1978）．
この研究を契機に，いつか先進国大都

市圏の地域小売商業について比較考察し

たいと考えました．そしてベリーのシカ

ゴ研究で明らかになったアメリカ大都市

の商業地の類型化研究，デーヴィスのイ

ギリス＝コベントリー市で実施された小

売商業地の類型化研究を念頭に置いて，

日本の大都市の小売商業の地域構造につ

いて札幌市と福岡市を事例に考察しまし

た．その結果，両都市に共通する小売商

業の業種的立地分化がみられ，また先進

国都市に共通する商業地類型もみられる

こと，などを実証することができました

（『地理学評論』55-9, 1982）．
その後，私の関心は欧米の大都市(圏)

の小売商業や産業の立地動向と人口・居

住に関する研究にシフトしました．イギ

リスとアメリカの都市との対比を意識し

ながら，研究をしていくこととなりまし

た．実際には，私の研究生活で最も心血

を注ぐこととなったのはイギリス都市の

小売商業研究ですが，時々はアメリカの

都市に関する論文を書き，アメリカ都市

の観察調査にも行きました．

イギリス都市の小売商業の立地や動向

を考察するには，地域計画（プランニン

グ）政策の影響を無視して語ることはで

きません．イギリスでは，地域の小売商

業の問題が産業活動（経済）の問題とし

て捉えられるというよりは，むしろ人々

が生活するうえで欠くことのできない商

品を入手するための買物活動の問題とし

て考えられているためです．すなわち，

食料品を典型に，すべての人々が商品を

容易に得られるような小売商業地・小売

商業施設の地域的ネットワークを構築・

維持すべき社会問題と考えられているの

です．そこに政府（行政）が小売商業の

地域計画政策によって，小売商業の開発

や立地に関してコントロールする根拠が

あるのです．第二次世界大戦以降のイギ

リス都市の小売商業は，小売商業の地域

計画政策を実行する行政サイドと供給サ

イド，消費サイドの３つの主体の相互作

用によって，変化してきました．こうし

たイギリス都市の小売商業の地域的動向

について，20 年ほど調査・研究してきま
した（拙著：『イギリスの小売商業 政策

開発 都市―地理学からのアプローチ

―』関西大学出版部, 2012）．
イギリス都市の小売商業研究に終止符

を打った後には，オセアニアの大都市圏

に興味を持つようになりました．オセア

ニアの大都市圏では，特に 1990年代以降，
高学歴で高度な技術・技能を有する人材

の養成や世界から有為な人材の流入や確

保が重要な政策課題とされ，アジア系人

口を中心に外国からの急速な人口増加が

続き，都市の成長管理や住宅建設，公共

交通の拡充，多民族共生社会の構築など

が大都市圏の大きな地域的課題となって
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きました．そこで現在は，ニュージーラ

ンド最大の大都市圏≚オークランド大都市

圏に関して，大都市圏整備計画と開発，

居住の実態と住宅開発，小売商業の実態

について研究しています．

オークランドの都市整備・都市計画の

基本的な理念や体系は，オセアニアの他

の大都市圏とも類似して，イギリスの都

市計画の影響を強く受けていますが，具

体的な施策や地域戦略ではアメリカ発の

アイデアを取り込んでいるところも結構

みられ，興味深いものがあります．

オークランドの民族構成はヨーローパ

系が 50 ％強で，原住民のマオリ，1950
年代から移住が見られた太平洋諸島民，

ほとんどが 1980年代後半以降の移住者で
あるアジア系，「その他」からなります．

民族別居住の実態をみると，マオリおよ

び太平洋諸島民は特定の地区に集住する

傾向が大ですが，アジア系の移住者では

社会階層の比較的高い人々の郊外居住も

みられ，いわゆるエスノバーブも散見で

きます．加えて，インナーシティ的空間

が明瞭ではないオークランド（オセアニ

ア）の居住の地域構造は従来のアメリカ

大都市圏などでみられる居住の地域構造

と同一視することはできません．

小売商業の立地と開発は，地域計画に

示された小売商業地区に制限されていま

す．加えて急速な人口増加によって，程

度の差はあれ，小売商業地区のほとんど

が成長しており，衰退傾向にある小売商

業地区はわずかです．また，小売商業地

区のなかには，マイノリティを対象にし

たエスニックマーケットとして変容，発

展してきたところもあり，こうしたマー

ケットを支える商店主，経営者は中国系

（台湾・香港出身者）やインド系の人々

が圧倒的に多いことも確認できました．

以上のようなことなどについて，今後

詳細に研究を進められれば，と願ってい

ます．オセアニアの大都市圏には，興味

深いことがいっぱいあるので，私の最後

のフィールドになりそうです．

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

研究室便り

＜石川義孝教授の退職について＞

1995 年 4 月に着任されて以来，地理学
教室で研究・教育にあたってこられた石

川義孝先生（1975年卒）が，2018年３月
末をもって京都大学を退職されました．

石川先生は，人口地理学を中心に幅広い
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研究を進められながら，熱心に学部学生

ならびに学部生や院生の指導をされまし

た．そのご様子は，本号に寄稿してくだ

さった中鉢奈津子氏や Raelyn L. ’Esau氏
のエッセイからも十分にうかがえます．

石川先生は，４月からは，帝京大学経

済学部でご多忙な日々を過ごしておられ

ます．先生には，今後もお健やかにご活

躍されますことを願ってやみません．な

お，石川先生は，４月１日付けで京都大

学名誉教授の称号を授与されました．

＜総合博物館での

地図資料等の利用について＞

総合博物館地理資料部門に収蔵されて

いる地図資料等の閲覧・撮影などを希望

される方は，他の文化史部門（日本史・

考古学）同様，お手数ですが，下記の窓

口までご連絡のうえ，所定の手続きをお

取りくださいますよう，お願いいたしま

す．

京都大学総合博物館 事務室

電話：０７５－７５３－３２７２

※地図資料のうち，所蔵機関が不明な

ものについては，地理学共同研究室にお

問い合わせください．

電話：０７５－７５３－２７９３

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

＜博士の学位について＞

博士の学位に関することがら全般につ

いて，概略を説明いたします．

同封しております「学位論文について」

（別紙）をご覧下さい．課程博士と論文

博士，二つの種類の学位について，内容

や手続き等を説明しております．

学位の申請を希望されておられる方は，

文学研究科のホームページの「博士学位

申請関係」を確認いただきますとともに，

地理学専修の教員まで，学位の申請希望

をお知らせくださいますよう，お願いい

たします．当該分野の教員の了承を得て

いることは，学位申請の要件の一つです．

申請者と専修の教員との間で相談や検討

を重ねながら手続きを進めることで，全

体のプロセスをより円滑に進められたら

と存じます．

博士号にふさわしい優れた論文であれ

ば，積極的に学位を出したいという地理

学教室の方針に変わりはございません．

ご考慮いただければ，幸いです．

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

＜第六回東アジア人文研究

ワークショップの開催と参加＞

2018 年 3 月 18 日～ 21 日に，京都大学
大学院文学研究科において，第六回東ア

ジア人文研究ワークショップが開催され，

京都大学文学研究科の地理学専修（熊野
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貴文，谷本涼，猪原章，岡田眞太郎の 4
名），中国語学中国文学専修，中国哲学史

専修，社会学専修，東洋史学専修の大学

院生 16名と関係専修の教員が参加しまし
た．

ワークショップには，共同開催校であ

る復旦大学から 12 名，香港城市大学 10
名，あわせて 22名の博士課程の院生のほ
か，引率の教員各 2名も参加しました．18
日と 19 日の二日間にわたり，「歴史と地
域」や「現代社会と制度」など，8 つの
セッションで研究発表（使用言語は英語

もしくは中国語）が行われました．

19 日の最後のプログラムとして，相互
の知的背景を理解するために，「京都：国

際交流と土着文化」と題する『京都講座』

が開催されました．

開会式の後で―集合写真―

この『京都講座』を踏まえ，20日は「京
都南部地域の歴史と文化」，21 日は「琵
琶湖東岸の過疎化地域における観光」と

いうテーマで巡検が行われました．両日

を通じて，京都の伝統的な文化と近郊地

域の現代的な課題について，歴史的視点

からも今日的な視点からも学ぶことがで

きた有意義な巡検でした．

本ワークショップにおいては，準備段

階から現地での活動，報告書のとりまと

めにいたるまで，参加学生が実行委員会

を組織し，全員が協力して担当しました．

2019 年のワークショップは，復旦大学
文史研究院で開催の予定です．

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

＜Souvenir Album Collection

の公開＞

2018 年 3 月，地理学教室で所蔵する，
約 80 冊の海外名所アルバム（大半は 19
世紀後半のもの）の画像データベースを

公開することができました．

https://www.souvenir-album.openconcierge.or
g/

2017 年度の ILAS ゼミ（全学の１回生
向け少人数ゼミ）での成果を活かし，さ

らに調査や研究に広く利用されることを

願い，これらの画像と書誌情報を公開し

ております．画像公開に際しては，星田
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侑久氏（2005 年卒）に協力していただき
ました．

欧米のさまざまな都市，ナイアガラの

滝，万国博覧会の様子などが写真や銅版

画等からうかがえます．

機会がありましたら，サイトを閲覧し

て楽しんでいただけたらと存じます．

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜地理学教室への寄贈図書

～2017年度～＞

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）．寄贈くださいました方々に厚く

御礼申し上げます．これらの図書は，文

学研究科図書館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．

過去にいただいた図書も含めて，これ

らの寄贈図書は，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．

（図書）

・復刻再版 呉軍港案内／呉郷土史研究会

・백두산 고지도집 한국 고지도 속의 백두산／동북

아역사재단

・国士舘大学地理学教室創設 50 周年記念誌／国士舘

大学地理学教室

・大阪大学人文地理学教室の歩み／大阪大学人文地理

学教室

・香港發展地圖集 第 2版／三聯書店

・ウメサオタダオが語る，梅棹忠夫 アーカイブズの

山を登る／ミネルヴァ書房

・舞鶴の絵地図／舞鶴市

・近世絵図にみる播州三木／三木市立みき歴史資料館

・しま山 100 選 登山で見つける，新しい島の魅力／

ネイチュアエンタープライズ

・未刊「乙訓郡誌」稿 地理篇／向日市文化資料館

・未刊「乙訓郡誌」稿 歴史篇／向日市文化資料館

・未刊「乙訓郡誌」稿 史料篇／向日市文化資料館

・未刊「乙訓郡誌」稿 文化篇／向日市文化資料館

・明治・大正期の科学思想史／勁草書房

・近代科学のリロケーション／名古屋大学出版会

・出羽三山 山岳信仰の歴史を歩く／岩波書店

・蓮華の花咲く風景―仏教伝来期の河内と大和―／大

阪府立狭山池博物館

・古代国家の土地計画 条里プランを読み解く／吉川

弘文館

・京都観光学／法律文化社

・乙訓郡誌の編纂とその時代／向日市文化資料館

・古代国家と北方世界／同成社

・世界がわかる地理学入門／筑摩書房

・流入外国人と日本 人口減少への処方箋／海青社

・第六回京都大学・復旦大学・香港城市大学 東アジ

ア人文研究学生検討会 予稿集／京都大学大学院文

学研究科

・第六回復旦大学-京都大学-香港城市大学 東アジア

人文研究討論会 報告書／京都大学大学院文学研究

科

・現代人文地理学／放送大学教育振興会

・景観史と歴史地理学／吉川弘文館

・世界地誌シリーズ 9 ロシア／朝倉書店

・【DVD】グローバル化にともなうアフリカ地域研究

／京都大学アフリカ地域研究資料センター
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（雑誌）

・茨城地理 第 18号

・エネルギー史研究 no.32（九州大学記録資料館）

・えりあぐんま 第 23号 2017（群馬地理学会）

・お茶の水地理 第 56号

・海洋地質図 no.89（CD)響灘海底地質図

・関西学院史学 第 45号

・観光科学研究 第 10号

・京都府漁協だより 第 17-18号

・京都ラテンアメリカ研究所紀要 No.16

・空間・社会・地理思想 第 21号

・熊本大学地理学研究 第 6 号「鹿児島県甑島地域調

査報告」

・国士舘大学地理学報告 no.25

・しま no.250-252 第 63巻,第 1-3号（日本離島セン

ター）

・人文学部紀要 第 36号, 第 38号

・石炭研究資料叢書 no.38 （九州大学記録資料館）

・地域学研究 第 30 号（駒澤大学応用地理研究所）

・地域研究 vol.57, vol.58A（立正地理学会）

・地域研究年報 39（筑波大学人文地理学・地誌学研

究会）

・地域と環境 No.14（京都大学大学院人間・環境学

研究科）

・地域と社会 第 20 号（大阪商業大学比較地域研究

所）

・地學雜誌 vol.126, no.2-6, vol.127, no.1

・地図ジャーナル No.181-182

・地図情報 vol.37 no.1-4

・地理 vol.62（5月－ 12月号）,vol.63（1月－ 4月号）

・地理学研究 第 45 号（駒澤大学大学院地理学研究

会）

・地理学評論 vol.90, no.3-6, vol.91,no.1-2

・地理学報告 第 119号（愛知教育大学地理学会）

・地理誌叢 第 58巻第 2号，第 59巻第 1号（日本大

学地理学会）

・地理歴史人類学論集 7号（琉球大学法文学部）

・東北学院大学論集 歴史と文化 第 55号, 第 56号

・東北文化研究所紀要 第 49 号（東北学院大学東北

文化研究所）

・砺波散村地域研究所研究紀要 第 34号

・人間科学 第 36 号 琉球大学法文学部人間科学科

紀要

・人間文化 Ｈ＆Ｓ 41-42（神戸学院大学人文学会）

・兵庫地理第 62号（兵庫地理学協会）

・文化史學 第 72号（同志社大学・文化史学会）

・法政地理 第 49号

・待兼山論叢 日本学篇 51（大阪大学大学院文学研

究科）

・山形大学紀要（社会科学） 第 48巻第 1号・第 2

号

・立命館地理学 29

・理論地理学ノート No.18-19（首都大学東京）

・歴史人類 第 46 号（筑波大学大学院人文社会科学

研究科）

・早稲田大学大学院教育学研究科紀要 no.28

・早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊第 25 号

-1, 2

・AFRICAN STUDY MONOGRAPHS vol.38 no.2-4,

vol.39 no.1

・AFRICAN STUDY MONOGRAPHS Supplementary

Issue no.54-56

・ASIAN AND AFRICAN AREA STUDIES 2017, no.17-1, 2

・GEOGRAPHICAL REPORTS OF TOKYO

METROPOLITAN UNIVERSITY, No.52

・IATSS Review: International Association of Traffic and

Safety Sciences, Vol.42, No.1-3

・Japanese Journal of Southeast Asian Studies 東南アジ
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ア研究 vol.55, no.1-2

・MEDITERRANEAN WORLD XXⅢ（一橋大学地中

海研究会）

・SOUTHEAST ASIAN STUDIES, vol.6 no.1-3

（報告書）

・鹿児島県南さつま市の地理 地理学実習報告書(41)

（関西大学）

・地域調査実習報告書「三重」（金沢大学）

・沖縄の戦後と記憶―京大生のみた 72 年目の沖縄―

（京都大学文学部・大学院文学研究科，演習成果報告

書）

・学術研究助成報告集 国土地理協会助成担当編 第 3

集

・地理学実習 現地調査報告書 南風原町（京都府立

大学）

・京田辺市東地区 調査報告書（京都府立大学）

・ANNUAL REPORT OF THE MURATA SCIENCE

FOUNDATION, No.31

・POWER RELATIONS, SITUATED PRACTICES, AND

THE POLITICS OF THE COMMONS: Japanese

Contributions to the History of Geographical Thought

(11)

・地域調査実習報告書「京都・滋賀」（金沢大学人文

学類）

・京田辺市飯岡区 調査報告書（京都府立大学）

・学術研究助成報告集 第 2集（国土地理協会）

・ANNUAL REPORT OF THE MURATA SCIENCE

FOUNDATION, No.29（村田学術振興財団）

・高知県土佐市の地理 地理学実習報告書(40)（関西

大学）

・大津湖南地域における今後の交通政策に関する学生

グループワーク研究 論文集・報告書（滋賀県土木

交通部交通戦略課）

・歴史地理学実習報告 第 14 集（三重県志摩市）（筑

波大学人文文化学群）

・歴史地理学実習報告 第 15 集（千葉県勝浦市）（筑

波大学人文文化学群）

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

＜研究室の動静＞

教室の事務は，引き続き三上純子さん

にお願いしております．

本年度は，大学院博士後期課程７名，

修士課程 １１名，学部４回生１５名，３

回生２１名，交換留学生１名が在籍して

います．

<新メンバーの自己紹介>

本年度は，新たな顔ぶれとして，３回

生２１名，修士課程１名を迎えました．

皆さんに簡単に自己紹介していただきま

す．

（３回生）

伊野部 稔隆

３回生の伊野部稔隆（いのべとしたか）

です．兵庫県出身です．野球観るのが

好きです．鉄道の廃線跡を地図で辿った

りするのが好きです．まだまだどんなこ

とがやりたいのかよく分かってないので

すがよろしくお願いします．

岩松 佳那

フランスと宝塚が大好きな岩松と申しま
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す．長期休みなど暇ができるとすぐ旅行

します．この春には NY，香港，イタリ
アに行ってきました．旅がお好きな方も

そうじゃない方も是非仲良くしてくださ

い！人見知りなので声かけてくださると

嬉しいです！！

上中 健士朗

神奈川県出身の上中（うえなか）です．

受験生の時からこの専修にしようと決め

ていました．趣味は鉄道であり，専門は

地元を走る小田急電鉄です．体育会カヌ

ー部に所属しており，夏になると日に日

に黒くなっていくと思います．よろしく

お願いします．

大垣 美哉子

地理学専修新３回生の大垣美哉子です．

地理学の知識はまだまだですが，歴史地

理学関係を学ぼうかなと考えております．

天文サークルに所属しています．よろし

くお願いします．

海田 麻友子

海田麻友子（かいたまゆこ）です．広島

県出身です．広島県には海田町とういう

海田さんばかりが暮らす町があるのです

が，そこではなく福山市という岡山県寄

りの市の出身です．音楽と，チョコレー

トが好きです．宜しくお願いします．

角谷 優馬

三重県出身のカクタニです．趣味は旅行

で，昨年は自転車で東日本を縦断したり，

鉄道で中国を縦断したりしていました．

地理学についてはあらゆる分野に興味が

ありますが，強いて言えば工業や交通に

興味があります．

亀山 久瑠美

はじめまして，3回生の亀山久瑠美です．
実家があるのは千葉ですが，中高と東京

の学校に通っていたので東京出身という

ことにしています．地図を見るのが好き

というだけで地理学専修を選んだのです

が，色々な分野について勉強していきた

いです．よろしくお願いします．

郷田 希

3 回生の郷田希です．大阪の泉大津出身
で，歴史や産業など地域特有のものに興

味があります．大学では猫サークルと射

撃部に入っています．生き物が好きで，

魚と動物を展示する施設でバイトをして

います．今年はもっと学業に励みたいで

す．よろしくお願いします．

近藤 悠人

はじめまして，新３回生の近藤悠人です．

出身は愛知県の名古屋市で，住むにはと

ても良い場所です．趣味は読書と旅行で

す．時々よく知らない地方都市に数泊し，

ぶらぶらと街歩きしています．見つけた

際にはどうぞ宜しくお願い致します．

榊原 尚弥

３回生の榊原尚弥です．静岡県磐田市出

身で，旅行が趣味です．自転車・鉄道・
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車などで観光地だけでなく，ふらっと近

場に出かけることなどよくします．アウ

トドアが全般好きなので登山などにも挑

戦していきたいと思っています．

下前 竣太郎

新 3 回生のしもまえと申します．2 回生
のときに文学部に転学部して，友達がい

ないので募集中です．将来住みたい街は

高松です．よろしくお願いします．

高橋 徹大

常に何となく生きています．バレーボー

ル部に所属しており，部活でつけた体力

を生かして無理な行程の旅をこなす大学

生活です．中日ファンですが最近めっぽ

う弱いので悲しみに暮れています．地形

図と公共交通とトンネルと橋が好きです．

宜しくお願いします．

富永 扶

富永扶と申します．趣味は音楽でジャン

ルを問わず聴きますが，今はオーケスト

ラでクラッシックを勉強しています．研

究も音楽に対して地理的なアプローチが

できればいいなと思っています．よろし

くお願いします．

中原 大介

橋本左内や由利公正，岡田啓介，俵万智

などゆかりの福井県立藤島高校卒です．

幼い頃から親の帰省に伴われて，電車で

京阪や九州に何度も連れて行かれたこと

から鉄道や車窓，街並み，そして地理に

興味を持つようになりました．

布浦 康平

３回生の布浦康平（ぬのうらこうへい）

です．大阪府の自宅から通学しています．

趣味といえるほどの造詣の深さはありま

せんが読書が好きで暇潰しによく本屋へ

出かけています．表紙買いをするので格

好良い表紙があれば是非教えて下さい．

よろしくお願いします．

堀 碩信

横浜出身の堀碩信です．高校地理とって

ないんであんま知識ないです．普段はサ

ッカーするか本読むかアニメみるかして

ます．

牧 萌子

はじめまして．牧萌子です．出身は京都

で，趣味は食べること，散歩すること，

旅行をすることです．特に小さな路地の

多い町や，坂のある町が好きです．最近

は，下宿をはじめたので掃除にはまって

います．サークルは軽音でトランペット

をしています．よろしくお願いします．

三谷 圭

今年度より地理学を専修することになり

ました三谷圭です．出身は長崎の長崎東

高校です．中学から陸上競技をやってい

て，大学でも陸上部に入っています．高

校の地理の授業が面白く，そこから地理

学に興味を持ちました．これからよろし

くお願いします．
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宮下 直

東京出身の宮下直です．高校の時から地

理が好きで，地図を眺めたり，知らない

土地を旅することが好きです．また，フ

ィールドワークが結構ありそうなのでそ

れも決め手になりました．スピードスケ

ート部に所属しています．

山口 真理子

3 回生の山口真理子です．神奈川県出身
です．私は京都学生ガイド協会という学

生団体に所属しており，京都や奈良の観

光ガイドをしています．その影響もあり

歴史地理には特に興味がありますが，広

く学んでいきたいと思っています．よろ

しくお願いします．

若林 良輔

初めまして．若林と申します．旅行が趣

味で，様々な土地を訪れてはその地域の

人々がどのような生活を営んでいるのか

想像するのが楽しみです．贔屓球団は横

浜 DeNA です．２０１７年シーズンは楽
しかったです．これから宜しくお願いし

ます．

（修士課程）

辻尾 智宏

法政大学からやって来ました，修士課程

の辻尾智宏と申します．主に地場産業を

中心に地域経済について研究しています．

法大一の多趣味人間として周りから言わ

れてきた自分ですが，詳しくは本人まで

お尋ね下さい．皆さんより浅学非才な人

間ですが，何とかついていけるように精

進します．

*************************************
<2017年度の実習旅行>

2017年度は，10月 23～ 26日まで，静
岡県浜松市において，２回生・３回生の

計 19名が調査を行い，報告書を作成しま
した．

奥浜名湖の風景（撮影：東 大貴）

***********************************
<学部卒業生・院生などの進路>

＊学部卒業生

中島 柚宇 (株)ビーワークス

西村 海人 (株)セガゲームス

石崎 楓 みらい畑(株)

一杉 将生 三菱商事(株)

川上 大介 トヨタ車体(株)

楠原 弥沙紀 日本生命保険相互会社

久保田 貴大 灘中学校・灘高等学校

正垣 萌生 文学研究科(修士課程)

炭多 大輝株 (株)クラレ

田島 彩花 佐賀市役所

東條 一馬 ―

戸ヶ崎 優子 東京都庁
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贄川 大 日本貨物鉄道(株)

西置 彩佳 日本放送協会

松井 大樹 (独)都市再生機構

松本 優希 文学研究科(修士課程)

棟安 拓未 (株)NSソリューションズ
関西

（修士課程）

猪原 章 読売新聞大阪本社

岡田 眞太郎 文学研究科(博士後期課程)

堀川 泉 文学研究科(博士後期課程)

*************************************
<院生の研究状況の報告>

今年度までの院生の研究状況を報告し

ます．以下は，閲読を経た論文のリスト

です．

D３ 朝倉 槙人

・生活空間への観光のまなざしと住民の

対応－徳島県三好市東祖谷地区を事例

として－，人文地理，66-1，16-37 頁
（2014）

D３ 熊野 貴文

・大阪大都市圏郊外における戸建て住宅

地の変容―近鉄学園前駅周辺の住宅地

の事例―，人文地理，66-4，46-62 頁
（2014）
・バブル経済崩壊後の大阪大都市圏にお

ける戸建住宅供給―既成市街地での供

給を中心に―，地理学評論，90-1，25-46
（2017）

・大阪大都市圏郊外外圏における新設住

宅の立地からみた都市構造の変化－奈

良県桜井市を事例に―，人文地理，70-2，
印刷中（2018）

D３ 芝田篤紀

・ナミビア北東部ブワブワタ国立公園に

おける住民の生業活動と植生の関係，

地理学評論，91-4，印刷中(2018）

D２ 大谷 侑也

・ケニヤ山における氷河縮小と水環境の

変化が地域住民に与える影響，地理学

評論，91-3，211-228頁（2018）

D２ 谷本 涼

・京都市のタクシー業界による移動サー

ビスの多様化，人文地理，67-3，252-266
頁（2015）

・都市郊外における病床へのアクセシビ

リティの将来推計―大阪都市圏北部の

事例―，人文地理，69-4，425-446 頁
(2017)

D１ 岡田眞太郎

・指定管理者制度の活用からみた NPO法
人の持続可能性―京都府を事例に―，

人文地理，68-3，355-373（2016）

M２ 桑林 賢治

・荘園景観の文化財化をめぐる価値づけ

と地域住民―重要文化的景観「日根荘

大木の農村景観」を事例に―，史林，

100-3号，43-66頁(2017)
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M２ 粉川 春幸

・大阪市中央区南部における複数のエス

ニック集団によるエスニック・ビジネ

スの実態，人文地理，69-4，447-466 頁
(2017)

*************************************
<2018年度講義題目>

＊講義（系共通科目）＊

水野一晴・米家泰作 地理学概説（通年）

＊特殊講義＊

教授 田中和子 古地図を用いた

空間分析（通年）

教授 水野一晴 世界の自然環境と

人々の生活や社会１・２

（前期・後期）

准教授 米家泰作 山と森の歴史地理

（前期）／近代日本の植民

地と地理的知（後期）

客員教授 埴淵知哉 統計的・系統的な

地域調査法（前期）

人環教授 小島泰雄 中国農村の生活

空間研究（前期）

人環教授 小方登 地理情報・衛星画像

の処理・分析の基礎（前期）

人環准教授 山村亜希 戦国・近世都市

を読む・歩く（前期）

防災研准教授 松四雄騎 湿潤変動帯の

自然地理学とその応用

としての斜面減災論（集中）

講師 山﨑孝史 政治地理学入門―理論

編（前期・集中）／

政治地理学入門―実証編

（後期・集中）

講師 藤塚吉浩 都市問題の地理学研究

（前期）／ジェントリ

フィケーション研究（後期）

講師 山縣耕太郎 地形学（前期・集中）

講師 福本 拓 「多文化共生」の地理学

の方法と課題（前期・集中）

※大学院演習（後期）
人環教授 小島泰雄 生活空間論の

再検討

※学部・大学院共通演習（後期）

人環准教授 山村亜希 信長の地理を

読む

＊学部演習Ⅰ(通年）―地理学研究法―＊

田中和子・水野一晴・米家泰作

＊学部演習Ⅱ（通年）―４回生演習―＊

田中和子・水野一晴・米家泰作

＊講読＊

教授 田中和子 英語地理書講読（通年）
教授 田中和子 ドイツ地理書講読(通年)
人文研助教 小川佐和子 フランス

地理書講読（前期・後期）
人文研助教 宮紀子 中国地理書講読

（前期・後期）

＊地理学実習(通年)＊

水野一晴・米家泰作

＊大学院演習（通年）―地域の諸問題＊

田中和子・水野一晴・米家泰作
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

事務局から

＜地理学談話会2017年度会計報告＞

（2017年 4月 1日～ 2018年 3月 31日）

【資金会計】

<収入>

年会費 103,000
寄附金 0
利子 0
前年度繰越金 148,435
----------------------------------------------------
計 251,435

<支出>

運営への振替 130,565
郵便振替手数料 5,070
次年度への繰越 115,800
----------------------------------------------------
計 251,435
【運営会計】

<収入>

資金会計からの振替 130,565
秋季懇親会会費 37,000
春季懇親会会費 158,400
----------------------------------------------------
計 325,965

<支出>

秋季懇親会 36,990
講師 3名交通費 34,000
OB交流会経費 0
春季論文発表会経費 158,400
会報・名簿等印刷費 14,000
会報製本費用 0
通信・文具等費 82,575
弔電・供花等 0
----------------------------------------------------
計 325,965

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

＜住所不明者についてお願い＞

以下の会員の住所が不明です．ご存じ

の方は，談話会事務局までご一報くださ

い．（数字は卒業年，敬称略）

安福 伸光 (1997卒)
李 禧淑 (2001博卒)
池内 麟太郎 (1973卒)
石角 強 (1970卒)
石田 陽介 (2002卒)
石橋 弘嗣 (2006卒)
石原 大嗣 (1997卒)
石原（林）美歩 (1995卒)
石村 裕輔 (1992卒)
井上 一男 (1955卒)
今井 平八 (1944卒)
岩部 敏夫 (1991卒)
上田 直人 (2009卒)
上村 謙介 (1998卒)
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内山 隆之 (1987卒)
江崎 健治 (1992卒)
遠藤 元 (1996卒)
遠藤 正雄 (1978卒)
太田 隆文 (1997卒)
大野 宏 (1992卒)
大山 晃司 (1995卒)
岡本 靖一 (1967卒)
岡本 美津子 (1987卒)
興津 俊之 (1991卒)
小口 稔 (1991卒)
楓 雅之 (泰昌)(1945卒)
片寄 弘也 (2004卒)
勝村（赤座）眞知子(1973卒)
叶谷 房子 (1998卒)
川合 大地 (1998卒)
川添 和明 (1995卒)
貴志 謙介 (1981卒)
木地 節郎 (1949卒)
北口 卓美 (1990卒)
木村 宏 (1949卒)
木村 洋之介 (1949卒)
木村 理恵 (2002卒)
久保田 彰 (2013卒)
坂部 誠治 (1991卒)
島崎 郁司 (1996卒)
嶋野 浩一朗 (1997卒)
清水 究吾 (1998卒)
新谷 泰久 (1990卒)
鈴木 伸国 (1988卒)
田島 渡 (1948選卒)
田辺 賢一郎 (1949卒)
田村 麗花 (2014卒)
都子 垕 (1940委卒)

乕田 剛 (2014卒)
長尾 拓磨 (2013卒)
中山 耕至 (1993卒)
那須 久代 (1988卒)
楢崎（藤川）こず恵(1998卒)
南部 一寿 (1999卒)
西井（小林）理子(2002卒)
西尾 正隆 (1970卒)
西澤 仁晴 (1974卒)
西山 隆彦 (1995卒)
能勢（朝倉）正寛(1962卒)
野瀬 美咲 (2010卒)
林（東） 洋子 (1965卒)
原 健太 (2003卒)
原 潤 (1997卒)
平井 素子 (1996卒)
福田 新一 (1971卒)
古川 昇平 (2006卒)
前田 奈実 (1999卒)
松井 威 (2001卒)
松本 弘史 (1983卒)
御手洗 央治 (1993卒)
宮澤 博久 (2005卒)
宮原 耕一 (1994卒)
村角 浩明 (2006卒)
野城 千穂 (2017卒)
保江 志帆 (2003卒)
山口 一郎 (1980卒)
山口 秀樹 (1997卒)
山下 良 (1989卒)
山田 潤哉 (1997卒)
山田（児玉） 憲子(1970卒)
山田 浩子 (2000卒)
山中 一高 (1991卒)
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吉岡 朝日 (2003卒)
吉野 修司 (1995卒)
吉村 健志 (2002卒)
六嶋 美也子 (1993卒)
渡邉 克己 (2004卒)

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

＜オープンキャンパス：2017年度の

報告と2018年度のお知らせ＞

2017 年８月に京都大学のオープンキャ
ンパスが開催されました．文学部の見学

・説明会もこの一環として，９日に行わ

れました．文学部の全体説明のあと，各

自が希望する専修の研究室を訪問しても

らいました．

2018 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９日（木）

の予定です．

地理学教室では，大学院の受験志望者

や，中学高校の教員の方々，また，一般

の市民の方にも参加して頂けるような見

学会を 10 月 27 日（土）に開催する予定

です．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/geography/geo-t
op_page/
に掲載する予定ですので，ご覧下さい．

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

＜2018年度秋季地理学談話

のお知らせ＞

本年は，下記のようなプログラムを予

定しております．ぜひお越しください．

記

日 時：１０月２７日（土）

午後１時―５時

場 所：文学部新館

◎教室見学会：午後１時より

◎ OB交流会：午後２時より
講師 山名 康晴 氏（2005年卒）

広木 拓 氏（2006年卒）
（文学部新館 地理学実習室）

◎講演会：午後３時半より

河合 保生 氏（1975 年卒）
（文学部新館 地理学実習室）

◎懇親会：午後５時より

（文学部新館 地理学共同研究室）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

http://www.kyoto-u.ac.jp/
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＜地理学教室所蔵の

写真資料について＞

地理学共同研究室や総合博物館地理作

業室のロッカーの中に保管されていた地

理学教室関係者の古い写真が数百枚あり

ます．

卒業生の方々に見ていただき，写真に

関する情報のご提供や，整理方法のご教

示などをいただければと願っております．

どうぞ，お気軽に教室をお訪ねいただ

き，アルバムをご覧くださいますよう，

お願い申し上げます．

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

☆一年あたり千円を目処として，それぞ

れの会員の方々に，談話会の運営経費へ

のご協力をお願いしております．随時，

ご支援をお願いいたします．納入の際は，

同封しております「郵便振替用紙」をご

利用下さい．

また，銀行振り込みも可能ですので，

下記の口座にお願いいたします．

みずほ銀行 出町支店 （普）

1143293 チリガク ダンワカイ

（チリガクとダンワカイの間にスペース

有り）
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