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今年は例年より暖かな冬で過ごしやすい日々

でしたが、卒業生の皆様にはいかがお過ごしで

しょうか。恒例の教室便りをお送り申し上げま

す。 
最近は大学をとりまく情勢の変化が早くて、

ついていくのが大変な毎日です。既に学内の諸

連絡はすべてメールとなり、文学部でメールを

使用していなかった最後の教員も学部長命令に

よりメール受発信者となりました。おかげで、

留守の間もしっかりと仕事が届けられています。 
その上、平成 19 年度は独立行政法人大学評
価・学位授与機構による大学機関別認証評価を

受審、翌年度は同じく法人評価を受審すること

になっています。卒業生の皆様の多くにとって、

これらの言葉は耳慣れないものかもしれません。

今や日本中の大学は、何年かに１回ずつ必ず外

部評価を受けないといけない決まりになりまし

た。何年か前までは外部評価者を大学が選定し

て実施しましたが、知り合いによる評価は馴れ

合いとの判断がされたらしく、文科省が新たな

組織を作りました。この他に大学基準協会とい

う評価組織もありますので、そちらの評価を受

審することも可能です。 
外部評価の結果により、大学の評価がＳとか

ＡとかＢとかのランク付けがされる訳です。評

価項目の１例をあげますと、「入学者受入方針

（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な

学生の受入方法が採用されており、実質的に機

能しているか。」という観点に対して、観点に係

わる状況、分析結果とその根拠理由、根拠とな

る資料・データを示す必要があり、このような

観点が 50～60 くらいあります。適当に作文を
しても、根拠資料を提示しなくてはいけないの

で大変です。これは１例にすぎませんが、大学

の中がすべて評価、評価となり、そのための根 

 
 
 
 
 
拠（わざわざ横文字でエヴィデンスといいます）

づくりに皆、必死になってきました。平成 19
年度からは教職員の人事評価も始まり、この結

果が昇級に反映されますので、いっそうこの傾

向は強まっています。 
民間企業などでは評価は当たり前のことで、

保険会社や銀行のランクなどは良く引き合いに

出されます。その意味で、外部評価を機に大学

にいる人々がより熱心に働くようになるのは良

いことです。しかし、大学の評価を行う場合に、

論文の数とか委員の数とか学生数などの数字で

ある程度判断できるものは良いのですが、肝心

の教育の効果や成果というものは簡単に図れな

いと思います。やはり、教育者としての私たち

がすべきことは、目先の評価の言葉に踊らされ

て無理なエヴィデンスをでっちあげるのではな

く、自分の学生に対して誠意をもって一生懸命

教育するという基礎を固めることと自覚してい

ます。 
今、実績は示せなくても、将来、地理学教室

から巣立った卒業生が、地理を卒業して良かっ

たと言ってくださる言葉が多ければ、それを何

よりの喜びとしたいと思います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 の 時 代 

内田 和子 
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●大学院修了生・学部卒業生と進路 

2006年３月に，大学院生１名が修了し，学部

生１０名が卒業いたしました。 

【修了】 

・李 建輝（り けんき） 

【卒業】 

・尾山 裕子（おやま ひろこ） 

・小西 章太（こにし しょうた） 

・沢根 眞理子（さわね まりこ） 

・梶木 友紀子（かじき ゆきこ） 

・近藤 麻衣子（こんどう まいこ） 

・崔 京浩（さい きょうこう） 

・信清 由希子（のぶきよ ゆきこ） 

・松本 充康（まつもと みつやす） 

・村山 友美子（むらやま ゆみこ） 

・山下 千佳（やました ちか） 

 

卒業生は皆，銀行や医薬品関係の商社など，

多様な業種に就職致しました。地元に戻るもの

や東京や大阪へ出て行ったものなど，新しい生

活を送っているようです。 

 

●新たな構成メンバー 

 2006年４月に大学院生が１名加わり，大学院

生（博士課程前期）は４名となりました。また，

2006年10月に５名の２回生が教室の構成メン

バーとして加わり，学部生は25名を数えていま

す。多くの４回生が卒業したため，２～４回生

合同の授業を，狭いながらもなんとか地理学実

験室にて行っております。 

 

●2005年度地理学談話会 

2005年度の地理学談話会は平成18年3月19日

（日）13時30分より，岡山大学社会文化科学

研究棟２F共同研究室にて行いました。  

 当日は，昭和３０年卒業第３回卒業生の重見 

 

 

 

 

之雄先生に「和歌山県での地域研究アラカルト」

と題してご講演いただき， 

  

その後，学部生による「倉敷市の現状と課題」

についての報告がございました。 

  

 

 談話会終了後，18時より懇親会を行い，現役

学部生も参加してにぎやかなひとときを過ごし

ました。 

教室動静（2006年1月～2007年1月） 
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 今年度の談話会は，カリキュラム変更にとも

ない，年度内に学部生による研究発表ができな 

くなり，やむを得ず2007年８月もしくは９月頃

の開催を検討しております。卒業生の皆様方に

おかれましては，次回の談話会に是非ご参加い

ただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教授 

内田 和子（うちだ かずこ） 

本年度は学部12名、修士３名、大学院研究生

１名の計16名が卒業・修了します。学部卒業生

のうち１名は本学の大学院に進学しますが、他

の15名はすべて就職が決まりました。 

就職先は運輸・建設・金融・公務員など様々

です。また、文学部紹介のDVDが出来ました。

拙速な作品で評判は今ひとつです。なお、自慢

めいたことで恐縮ですが、私は昨年、日本地理

学会賞と農業土木学会賞を受賞しました。 

 

●助教授 

北川 博史（きたがわ ひろふみ） 

●行動科学実験調査演習（旧 地理学野外実習） 

 カリキュラム変更にともない，これまでの地

理学野外実習がなくなり行動科学実験調査演習

となりました。しだいに「地理学」を付した授

業科目が少なくなりつつありますが，フィール

ドワークを基礎とした実験・演習科目は継続し

ていこうと考えております。2006～2007年度に

かけて，尾道市を対象地域として調査をおこな

っております。すでに，尾道造船などの主要企

業や商店街調査などを行っており，その成果は

次回の談話会にお届けできるものと思います。

また，夏期休暇中には石川県へ巡検にまいりま

した。   

 

●惜しくも優勝を逃す！ 

 2005年度の文学部ソフトボール大会にて，新

２回生の活躍により優勝いたしましたが，地理

学教室の強さは本物のようです。惜しくも優勝

は逃しましたが，準優勝の栄冠を勝ち取りまし

た。来年度は奪還して欲しいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は暇をみて海洋資源調査に出かけまし

た。大物にはなかなか巡り会えませんが，数だ

けは稼ぐことができました。今年は笠岡諸島あ

たりでの調査を考えております。 

 

●博士課程後期 Ｄ１ 

高野 宏（たかの ひろし・東広島市・甲南大） 

最近は山陰地方（松江方面）にちょくちょく

出掛けています。いくら暖冬とはいえ，原付

（50ccのカブ）で中国山地を越えるのは寒いで

すね。千屋や小奴可の峠道には積雪もあり，路

面が凍結していないかヒヤヒヤものです。冬の

間，くれぐれも事故を起こさないように気をつ

教室構成メンバー 

氏名（よみ・出身地・出身校） 
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けたいと思います。 
 
●博士課程前期 Ｍ２ 

夏 茂林（か もりん・中国内蒙古自治区・岡

山大学文学部） 

 

橋本 将伸（はしもと まさのぶ・愛媛県伊予

市・岡山大学法学部） 

 
渡邊 幸子（わたなべ さちこ・山梨県富士吉

田市・中京女子大学人文学部） 

大学院生活も残すところ後1ヶ月となりまし

た。卒業後は地元の企業に就職が決まり、４月

から社会人として新たな生活を迎えます。思い

返してみますと、あっという間の２年間で、紆

余曲折ありましたが、色々な方々に迷惑をかけ

ながらも、周囲の方に支えて頂いたと思います。 

 また、自分の研究が直接仕事に生かせるわけ

ではありませんが、「人間万事塞翁が馬」の言葉

のように、何が良い・悪い／幸・不幸かなんて

簡単に決めつけずに、長い目で捉えていきたい

と思います。残りの時間は、中・四国地方など

（島根・高知・徳島 etc…）行った事のない地

域をまわれたらいいなと思っています。 

 

●博士課程前期 Ｍ１ 

原田 貴己（はらだ たかみ・岡山市・岡山大

学文学部） 

 

●大学院研究生 

水上 崇（みずかみ たかし・神奈川県葉山町・

早稲田大学教育学部） 

2000年以来７年間にわたって当地理学教室

にてお世話になって参りましたが、今年度末を

もって教室を離れることになりました。自分が

ここまで長くいるとは当初思ってもみなかった

ですが、それもひとえに教室の、そして岡山の

街の居心地の良さによるところが大きかったと

思います。岡山は確実に私の第２の故郷になり

ました。 

 「地理学教室だより」に現役生として原稿を

載せるのはこれが最後となりますが、OBとして

談話会等で引き続き教室には貢献して参りたい

と思っております。今後ともよろしくお願い致

します。 

 

木村 久（きむら ひさし・岡山県都窪郡早島

町・倉敷天城高） 

 地理が好きという理由で教室の先生方のお世

話になっています。ありがとうございます。 
 寄島から金光あたりには中小の酒蔵がありま

すね。仕事の帰り道、近所の酒店でそれらの酒

を選んで買い、家内の母といっしょに飲み比べ

を楽しんでいました。ところが義母は昨年末に

亡くなってしまいました。飲み友だちがいなく

なったので、再び禁酒に戻すか、少量ならまあ

いいか、どちらにするかを決めかねているとこ

ろであります。 
 以上、近況報告でした。よろしくお願いいた

します。 
 
李 建輝（り けんき・中国河南省洛陽市・岡

山大学文学部） 

 

●４回生 

塚本 僚平（つかもと りょうへい・香川県琴

平町・丸亀高） 

 

丸山 哲史（まるやま てつし・尾道市・尾道

北高） 

最近、僕がラーメンを食べる際によく行う事

を皆さんだけにこっそり教えようと思います。

あまりの衝撃にビックリしないで下さいね。本

当、焦るかも知れませんYO!! 

皆さんご存じのインスタントラーメンありま

よね。そのカップには必ず、「ココまでお湯を注

いでね。」という丁寧な指導マニュアルがこっそ

り書かれています。僕はその線を見るといつも、

『ほんまか？その線まで入れるんが一番うまい

んじゃろうな。俺専用の線を見つけて、ほれ見
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ろ！俺の線のほうがうまいじゃなーか！俺の線

を採用しろ！』と一人でニタニタしながら、激

ウマなお湯のラインを探しています。 

 

今西 恒平（いまにし こうへい・神戸市・神

戸高） 

気づけば大学も卒業、時の早さしみじみ感じ

てしまっています。地理学コースの所属も3年

になりましたが、とても居心地の良い、癒しの

場所でした。今春からは社会人。最近は、学生

にしかできないことを、持ち前のフットワーク

の軽さで挑戦してみています。この春休みには

旅行も何箇所か行ってくるつもりです。聴く音

楽や思い耽っていることをはじめ、ついつい懐

古志向が抜けない今日この頃ですが、そろそろ

目先を前に向けようかなと思います。 

 

大江 昌友子（おおえ まゆこ・香川県宇多津

町・丸亀高） 

 

岡田 純佳（おかだ よしか・福山市・神辺旭

高） 

 

川道 弘太（かわみち こうた・長崎市・長崎

北高） 

 

志智 佳祐（しち けいすけ・三木市・小野高） 

昨年はドイツワールドカップを観戦しに行っ

たり指宿の砂蒸し風呂へ行ったり高知のアオリ

イカを釣りに行ったりといろいろ活動的に過ご

せました。今年から就職なのでいろいろ制約が

あるかと思いますが、暇を見つけては各地を訪

れたいと考えています。 

 

松岡 和弘（まつおか かずひろ・呉市・修道

高） 

昨年は私にとって色々と変化がある年でした。

まずは2月から始めた就職活動です。4ヶ月か

かりましたが、無事に就職先も決まり4月から

は故郷の広島で暮らすことになりました。次に

運転免許を取りに行ったのですが、これまた 4

ヶ月かかって取得しました。最後に卒業論文で

す。いままでの学生生活の集大成なので気合い

を入れて頑張ったつもりですが、いい評価がい

ただけると幸いです。 

 「地理学教室だより」に学部生として文章を

書くのもこれが最後となりました。だんだんと

就職が近づいてきていますが、残りの2ヶ月間、

学生生活最後の思い出をたくさん作っていこう

と思います。 

 

矢野 加奈（やの かな・高知市・土佐高） 

 

吉井 由美子（よしい ゆみこ・倉敷市・玉島

高） 

 

吉村 理恵（よしむら りえ・徳島県羽ノ浦町・

富岡西高） 

 

和田 優美（わだ ゆみ・島根県・松江北高） 

 

●３回生 

青木 努（あおき つとむ・益田市・益田高） 

 趣味・・娯楽。好きなもの・・日経新聞。好

きな駅・・JR難波駅。微妙な駅・・岡山駅西口。

最近は月から金まで大阪で就職活動、土日は岡

山でアルバイトをしています。２月３月と一日

も休みがありません。しかし、この多忙さが日々

の悩みを忘れさせてくれます。忙しいことはい

いことですね。そして、最近はもう難波駅が僕

の故郷になっています。月に２０日以上難波に

いるともう立派な大阪人です。人ごみがかなり

好きです。５番ゲートの辺がかなり好きです。

僕の庭です。あそこは毎日のように朝と夕方に

鼻歌を歌いながら通ります。地下鉄御堂筋線で

歌い声が聞こえてきたら間違いなく僕です。最

近、ペットショップの前を通るとつい眺めてし

まいます。犬は可愛いですね。いつまでも動物

を愛する気持ちを持ちたいです。では最後にな

りますが今年は、ついに卒業論文の匹見町につ
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いても完成になります。今まで匹見町エピソー

ド１・２と発表してきたのですが、次の３は今

までの流れを踏襲し、最後の４は匹見のちょっ

と違った側面がみれるかもしれません。ではこ

うご期待を。 

 

伊藤 裕実（いとう ひろみ・松江市・松江南

高） 

 

櫛橋 紀子（くしはし のりこ・各務原市・鶯

谷高） 

ここ最近はもっぱら就職活動をしています。

東京や大阪に行くと思ったよりお金が飛んでい

ってしまい、どうしようと思っています…地元

に近いので名古屋にもっと説明会が来てくれれ

ばいいのですが。でも内定をもらったら温泉に

行きたいです！！ 

 

佐々木 優太（ささき ゆうた・赤磐市・瀬戸

高） 

 

豊倉 ちさと（とよくら ちさと・指宿市・指

宿高） 

早いもので大学生活ももう３年が過ぎました。 
この間数えてみたら、大学に入ってから２２の

都道府県に旅行に行っていました。 
海外はまだ中国だけなので、残りの１年は海

外を攻めたいです！ 
 

平岡 由佳梨（ひらおか ゆかり・高知県香美

市土佐山田町・土佐塾高） 

土佐っ子です。人から見たら割と毒舌らしい

ですね、そんなつもりは毛頭無いのですが。で

も心は優しいですよ（多分）、人並みに。 

あと少し早口。なおりませんね。平岡はそん

な感じの人間。 

 

矢口 俊治（やぐち としはる・広島市・崇徳

高） 

 

山下 理恵（やました りえ・岡山市・岡山朝

日高） 

英語研究部を去年１２月に引退し、現在は中

学校の教員を目指し、勉強中です。教科は社会

科です。中学社会科を教えるにあたって、地理、

歴史、公民の三つをマスターしなければならな

いのですが、私は歴史が不得意なので、四苦八

苦しながら学習を進めています。 

友達は就職活動を始めており、それが少し羨

ましかったりもしますが、しっかり目標を見据

えて、教員になったことを想像してにやにやし

ながら勉強に励んでいこうと思います。 

 

●２回生 

伊藤 さつき（いとう さつき・兵庫県高砂市・

姫路西高） 

４月から実家に戻ることになりました。授業

も減るし、何より一人暮らしでご飯を作るのが

めんどくさくて…。ダメな女です全く。という

ことで、春からは憧れの新幹線通学となりまし

た。学校に通うのに新幹線！何て贅沢な響き…。

そのかわり定期代が家賃ほどかかるので、地元

でバイトしてバリバリ稼がないとです。この 2

年間もバイトに追われ、これから新たにバイト

に追われ…。ほんと勉強してねえなぁ私。 

 

野津 雄治（のつ ゆうじ・松江市・松江東高） 

 

野々田 泰章（ののだ やすあき・岡山市・福

山誠之館高） 

岡山生まれですが、現在福山から電車で通っ

ています。今まで住んだことのあるところは、

岡山県岡山市、大阪府吹田市、広島県福山市の

3ヶ所です。福山から通うのは思ったよりしん

どいですね、慣れましたけど。 
 

藤原 潤（ふじはら じゅん・松江市・松江東

高） 

 

山田 純平（やまだ じゅんぺい・兵庫県佐用
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町・佐用高） 

 

 

 

 

●修士論文 

李 建輝  

岡山市都心部における分譲マンション開発と

居住構造の変化 

 

●卒業論文 

・尾山 裕子  

わが国におけるオーケストラの分布と音楽活

動における役割－岡山県を事例として－ 

・梶木 友紀子  

衰退傾向にある小規模ノリ産地の地域変容－

岡山市朝日漁業協同組合を事例として－ 

・小西 章太   

苫田ダム建設による岡山県水道事業の変化－

鏡野町と備前市を事例に－ 

・近藤 麻衣子  

介護保険制度施行に伴うデイサービスセンタ

ーのサービス供給量と地域的公正の変化－岡山

市の事例－ 

・崔 京浩  

温泉観光地の形成過程と集落構造－岡山県湯

原温泉を事例として－ 

 

 

 

 

 

ゼミのみんなで金沢へ巡検！やっぱり旅行っ

ていいものです。（もちろん研究も忘れませんで

したよ。） 

そんな金沢、印象に残った観光地を箇条書き

にしてみました。 

・忍者寺 

中は本当に道案内の人がいないと迷うぐらい

の複雑さ。大興奮でした。私が敵なら自滅しま

す。自分方向感覚が完全に狂ってました。 

 

 

 

 

 

 

・沢根 眞理子   

観光地化による伝建地区の構造の変化と住民

意識の変容－岡山県倉敷市倉敷川畔を事例にし

て－ 

・信清 由希子  

現代における刀鍛冶の実態－岡山県瀬戸内市

長船町を事例として－ 

・松本 充康  

岡山県における地ビール業の構造変容 

・村山 友美子  

小規模開拓地における高冷地野菜産地の維持

と近年の農業経営－鳥取県若桜町広留野高原の

夏ダイコン栽培を事例として－ 

・山下 千佳  

世界の都市からみた大学生の空間認知－高校

の地理教育との関連性－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でももう一回行きたいですね、なんだか驚いて

ばかりだったのでもう少し冷静に忍者寺の構造

とか耐震性について見ることが出来たら良かっ

たなあと。 

・近江町市場   

海鮮丼を食べに行きました。金沢巡検の目的

の一つです。やっぱり旅行に行ったら美味しい

ものを食べてこないとね!ウニが美味しかった

です、少ししか入ってなかったけど。蟹とか買

2005年度修士・卒業論文一覧 

金沢巡検－2006年度「地理学野外実習」 

室長 平岡 由佳梨 
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いたかったですね、いくらとか、お金が無かっ

たので断念しましたが 

・巌門 

遊覧船に何とか乗ることが出来て、海を一周。

当日は凪の海で、水が澄んでいて海底まで見え

ました。それまでバスで座りっぱなしだったの

で、開放感万歳！ 

遊覧船から降りた後も皆で蟹や小魚の観察し

たのもいい思い出。ヒトデは気持ち悪かったけ

ども。 

なんにせよ、見知らぬ土地ではいろいろ普段

とは違う自分に出会うものです。うっかり羽目

をはずしすぎたり、徹夜してしまったり、衝動

買いで浪費が激しかったり、色々ありました。

でも旅の恥は掻き捨て、今ではいい思い出にな

りつつあります。 

 

 

 

 

 

 

○地理学教室ではホームページを開設しており

ます。最近のトピックスや研究会のご案内など

を行っております。これまでのURLは変更とな

りました。現在のホームページアドレスは 

http://www.okayama-u.ac.jp/user/geog/01g

eo.html  です。 

また，同窓会のホームページ 

http://www.okayama-u.ac.jp/user/geog/08d

ou/index.html  も開設しております。同期会

の案内などにもご利用下さい。お問い合わせは

北川までお願いします。メールアドレスは 

hkita@cc.okayama-u.ac.jp  です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一緒に金沢をめぐったゼミのメンバーも似た

ようなものでしょう、いい思い出ばかりでしょ

うね、多分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理学教室からのご連絡 


