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 今年度も残りわずかとなりましたが、卒業生

や旧教員の皆様におかれましてはお元気でお

過ごしでしょうか。 

私も今年は数年ぶりにインフルエンザにか

かり、ようやく直ったところです。風邪にしろ、

疲労にしろ、なかなか直らないのは年をとった

証拠と思います。 

 さて、昨年の 9 月には久しぶりに博士学位の

取得者が出ました。これまで本教室では 3 人の

学位取得者がいますが、いずれもベテランの研

究者の方々でしたので、既に業績がたくさんあ

る事例でした。今回、初めて純粋の学生として

の若い人が博士後期課程を修了した課程博士

としての学位を取得しました。本地理学教室で

育った研究者の卵といったところですが、いざ

就職となると老舗の大学のようには行きませ

んので、また新たな悩みが生まれています。 

岡山大学の大学院はどちらかというと研究

者養成を目的としていませんので、趣味を極め

たいとか、仕事上で資格をアップさせたいとい

う方は大歓迎です。特に、博士前期課程には公

共政策コースという公務員の資格アップをめ

ざす修士論文のないコースもあります。県庁や

市役所の職員、岡山大学の事務職員などが在学

しています。 

また、文学部、法学部、経済学部の上に作ら

れている大学院社会文化科学研究科には、中国

東北部大学院留学生交流プログラムがあり、中

国東北部の５大学と密接な連携関係にありま

す。その一部として双方向学位制度（ダブルデ

ィグリー）があります。これは、中国の大学院

（東北師範大学、吉林大学）と岡山大学の大学

院の両大学の学位（修士）を取得できる制度で

す。この制度による第 1 期の留学生が、東北師 

 

 

 

 

範大学から本地理学教室に来て、経済地理学を

勉強しています（学生の紹介欄をご覧下さい）。 

さて、学部教育の方もこれまで半期 15 回の

授業を確保してきましたが、この 15 回にはテ

ストを含めないことになるようです。教育の充

実といえば充実？かもしれませんが、地理の場

合は野外調査や巡検でも増やした方が勉強に

なりそうな気がします。 

なお、ご存じのこととは思いますが、岡大文

学部では毎年 12 月の初めに推薦入試を行って

います。全国から受験生が集まるようになりま

した。地理を志望して応募してくる生徒さんは

まだ無いように思いますので、お知り合いなど

に是非、お勧めください。 

最後に、今年度は遅くなってしまいましたが、

3 月頃に地理学談話会を開催したいと思って

います。最近の学生はどんなかな？、岡大はき

れいになったかな？あの先生はどうされたの

かな？・・・。そのうちご案内をしますので、

どうぞご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近 況 報 告 

内田 和子
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●大学院修了生・学部卒業生と進路 

2009 年３月に，大学院生１名が修了し，学部

生３名が卒業いたしました。 

【修了】 

・塚本 僚平（つかもと りょうへい） 

【卒業】 

・野津 雄治（のつ ゆうじ） 

・野々田 泰章（ののだ やすあき） 

・藤原 潤（ふじはら じゅん） 

卒業生は，山陰合同銀行やシャープ，大学院

進学と多彩な進路を選択いたしました。 

 

●博士学位の授与 

2009 年 9 月に高野宏さんが学位請求論文を

提出し，博士（文学）の学位を授与されました。 

・高野 宏 

 「大田植の習俗に関する地理学的研究－広島

県・備後地方を中心として－」 

 

●修士論文と卒業論文 

2009 年１月に提出された修士論文と卒業論

文は次の通りです。 

【修士論文】 

・塚本 僚平 

「地場産業産地における構造変化とその要

因－香川県東かがわ市の手袋製造業を事例と

して－」 

 

【卒業論文】 

・野津 雄治 

「島根県出雲市におけるブドウ栽培の性格」 

・野々田 泰章 

 「地方都市の人口構造と高齢化の地域的展開」 

 

・藤原 潤 

「岡山県井原市における織物産業の構造」 

・山田 純平 

「兵庫県西播磨地域における手延素麺業の発

展とその特質」 

 

●新たな構成メンバー 

 2009 年４月に大学院生が１名加わり，大学

院生（博士課程前期および後期）は３名となり

ました。また，2009 年９月に博士課程の高野

宏さんが学位を取得し，客員研究員となりまし

た。さらに，10 月には留学生の杜娟さんが大

院生となるとともに，７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１８名を数

えています。皆，元気いっぱいにあちらこちら

へ出かけているようです。２～４回生合同の授

業は，大学院生も加わり，活発な議論が行われ

ております。この授業は，カリキュラム変更に

伴い科目名は変わりましたが，相変わらず「諸

問題」として全員参加の授業を地理学実験室に

て行っております。最近は，パワーポイントを

使用した発表がほとんどとなっております。 

 

●行動科学実験調査演習 

 大学の授業カリキュラムも近年変化し，授業

科目に所属分野の名称を付した授業科目はめ

っきり減りました。地理学教室も例外ではなく，

「地理学」を付した授業科目は，自然地理学概

説，人文地理学概説，地理学講義，地誌学講義，

地理学演習となりました。地理学野外実験は行

動科学実験調査演習に名称変更となりました

が，フィールドワークを基礎とした授業は継続

しております。2008 年は，岡山市岡南地区を

対象地域として実習を行い，その成果を 2009

年に報告書としてまとめております。次回３月

の談話会の際にはお渡しできるものと思いま

すので，その節はご笑覧頂ければ幸いです。現

教室動静 

（2009 年 1 月～2010 年 1 月） 
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在は，後期より教室メンバーに加わった２回生

を中心に，瀬戸内市牛窓地区を調査対象地域と

して実習を行っております。また，夏期休暇中

には愛知県および三重県へ巡検に参りました。  

 

 

 

 

 

●教授 

内田 和子（うちだ かずこ） 

 

●准教授 

北川 博史（きたがわ ひろふみ） 

 2009 年は，研究プロジェクトでパラオに調

査に参りました。南の楽園という一面を垣間見

ることができましたが，その一方で，主要産業

もなく，経済的援助に依存している構造に少々

困惑いたしました。 

 

※氏名・ふりがな・出身地・出身校，①出身地

周辺のおすすめスポット，②出身地周辺のおす

すめ物産品，③コメント，の順に掲載しており

ます。 

 

●客員研究員 

高野 宏（たかの ひろし・東広島市・岡山大

学大学院） 

①実家があるのが八本松なので，山陽本線の瀬

野－八本松間（いわゆる「セノハチ越え」）で

しょうか？ 

②東広島の西条といえば，お酒。駅周辺の酒屋

に行けば，一般には流通していない，限定もの

の日本酒が買えますよ～。 

③今年の冬はなかなか寒いですね。築ン十年の

うちのアパートは，すきま風が寒くてたまりま

せん。また，エアコンの型もずいぶんと古くて，

音の大きさ，電気代の高さ（本格的に使うと月

一万円はかかります）のわりに暖まりません。

布団や毛布にくるまる心地よさが，ほかのアパ

ートより著しく引き立てられるのはいいので

すが（謎）。・・・やっぱり，引っ越しを考える

今日この頃です。  

 

●博士課程後期 Ｄ２ 

曽我 とも子（そが ともこ・西宮市・兵庫教

育大学大学院） 

③県外に行って，「出身はどこですか？」と聞

かれることがよくあります。「西宮」と答えて

も，相手は「？？？」の場合が多く，「甲子園

球場のあるところ」と説明を加えると，「あ～！」

と理解してもらえます。説明をするのが面倒な

時には，「神戸」と答えておきます。 

西宮市立の中学は運動会が年に 2 回ありま

す。１つは校内の運動会で，もう１つは，連合

運動会です。連合運動会は甲子園球場で行なわ

れます。以前，テレビで，甲子園の土を袋に詰

めている高校球児を見て，甲子園球場は神聖な

地なのだと感動したものですが，西宮市の中学

生にとって甲子園球場は，岡山総合グランドと

同じです。 

また，西宮市と隣の尼崎市は，阪神タイガー

スの本拠地みたいなところで，シーズンの時は，

阪神電車に乗れないこともあり，通勤・通学の

人には過酷な時期でもありますが，タイガース

ファンの華やかな衣装を目にすることができ，

タイガースグッズには事欠きません。 

 

●大学院科目等履修生 

塚本 僚平（つかもと りょうへい・香川県琴

平町・岡山大学文学部） 

①金刀比羅宮：香川県を代表する観光地の一つ

で，毎年，多くの参拝客が訪れています。1368

段（奥社まで行った場合）の石段をぜひ登って

みてください。 

②うどん・うちわ・手袋：言わずと知れた香川

教室構成メンバー 
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県のソウルフード，うどん。召し上がったこと

のない方は是非！うちわ＆手袋は，全国一のシ

ェアを誇る地場産品です。地場産業というと地

味なイメージが強いですが，最近は洗練された

デザインの製品も多いので，一度チェックして

みてください。 

③今年度は，私の犯した事務手続き上の不備に

よって，先生方をはじめ，多くの方々に多大な

ご迷惑をかけてしまいました…。そのため，「来

年度こそは！」と意気込んでおります。ただ，

その気持ちが空回りしてしまうことのないよ

う，気を付けなくては…。来年度は，地に足を

つけて，一歩一歩進んでけたらと思います。 

 

●博士課程前期 Ｍ１ 

野々田 泰章（ののだ やすあき・福山市・岡

山大学文学部） 

①福山城（日本百名城の一つ） 

②ローズサブレ（バラの街福山のお土産、ロー

ズウォーター使用） 

③学部と院の違いをひしひしと感じ、レベルの

違いを痛感しながら日々を過ごしています。岡

山大学地理学教室ののんびりした雰囲気のな

かで、都市・人口地理、また地域性・地元意識

というものに興味を持ち勉学に励んでいます

（励んでいるつもりです）。最近は、修士論文

へ向けての勉強・学会機関誌への投稿に加えて

就職活動と忙しい時期ではありますが、研究の

方も怠らないようにし、地理学への貢献を果た

したいと思っています。 

 

杜 娟（と けん・青海省敦煌市・東北師範大

学） 

①青海省は 2002 年より、青海湖の周囲をコー

スとした自転車ロードレース、ツアー・オブ・

チンハイレイク（簡体字表記：环青海湖国际公

路自行车赛）が毎年開催されている。このレー

スは世界で最も高所を走る自転車レースであ

る。 

②冬虫夏草はよく知られている貴重な漢方薬

材である。古くから不老長寿・強壮の妙薬とい

われ、薬酒 ( 冬虫夏草酒 ) や薬膳料理などに

用いられています。冬には虫の姿をし、夏にな

ると草になると信じられていたため冬虫夏草

の名が付けられました。 

旧年中はなにかとお世話になり心からお礼

申し上げます。また今年もどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

  

●４回生 

山田 純平（やまだ じゅんぺい・兵庫県佐用

町・佐用高） 

 

猪原 和也（いのはら かずや・富山県砺波

市・福野高） 

①夢の平スキー場（砺波市）：スキー場として

は小さいですが、晴れた日は砺波平野から能登

半島までが一望でき、景観が最高です。小学生

の頃は一冬で 7･8 回は行きました。 

②ますのすし：普段は食べませんが、お土産に

持ってくると比較的喜ばれる気がします。 

③気がつけば早四回生。毎年のことですが、今

年は時間の流れが特に早かった気がします。夏

にはなんとか就職先も決まり、来春からは地元

の富山県で働くことになりました。新しい生活

は楽しみですが、冬場の運転が心配です。 

その前に、無事に卒業できるよう卒論頑張り

ます。それが終わったら、社会人になる前に一

度海外旅行に行きたいですね。 

 

田畑 祐介（たはた ゆうすけ・島根県浜田

市・浜田高） 

①町内の三隅神社付近にある梅林公園は、季節

になると沢山の梅の花が咲き乱れて綺麗なの

でおすすめです。 

②「えぎ赤天」…辛く味付けした魚のすり身を
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揚げたものなのですが、とてもご飯がすすみま

す。酒の肴にもピッタリ。 

③残り少ない学生生活をどう満喫してやろう

かと画策する今日この頃。私事ですが、11 月

末に引越しをしました。経緯などを説明するの

は面倒くさいのでここでは省かせていただき

ますが、学生向けのワンルームマンションから

３LDK のマンションへ引越し、広々と快適な生

活を始めています。只一つ、シャワーの水勢が

恐ろしく弱いことを除いては…。 

 

原 史子（はら ふみこ・島根県出雲市・出雲

高） 

①ランプの湯（出雲市駅前の温泉です。今、行

きたい場所 NO.3 くらい。） 

②板わかめ（十分に乾燥していることが重要。

パリパリしたものを手で粉々に崩してご飯に

かけて食べるのが、一番おいしい！！ただし、

お茶請けの場合には、崩さずに食べます。） 

③この 4 年間で、地の利を活かして西日本のあ

ちこちへ行きました。熊本で馬刺し、長崎でち

ゃんぽん、福岡でパフェ、山口で洞窟へ、広島

でお好み焼き、大山で合宿、愛媛でアルバイト、

香川で合宿、兵庫で温泉、京都でおばんざい、

大阪でネギ焼き、和歌山で温泉、三重で松阪牛、

愛知で味噌カツ。振り返ってみると、ほとんど

食べ物の思い出ばかりです。もう少し教養を深

めた方が良かったかもしれません。このように

散々時間を無駄遣いしていますが、お金はない

けれど同行してくれる暇な友人はいる学生ら

しい旅を満喫できたような気がします。 

 

●３回生 

井野川 真希（いのかわ まき・岡山市・芳泉

高） 

①児島湖（水は汚くても、夕日は綺麗です♪）

②きび田楽（内閣総理大臣賞受賞！おいしかっ

たです） 

③2009 年 11 月 14 日は井野川家にとって記念

すべき日となりました。そう、インターネット

が繋がったのです！ 

 アナログ人間の集まりの我が家。私が入学し

た時に勉強するのに必要だろう、という話題が

でたものの立ち消え…、私の就職活動に必要だ

ということで夏ごろには繋げることに決まっ

たものの、「光」が通ってないということで消

えかけ…、さすがにインターネットのために 1

時間ちょっとかけて学校まで行くのがしんど

くなり親に懇願し…、ついに！ついに！開通し

ました♪ 

 院生の皆さん、土・日とよく学部棟の鍵を開

けて頂き、本当にありがとうございました。 

私はこれからは、家で快適インターネット生活

を送ります♪笑 

 

岡本 亜美（おかもと あみ・倉敷市・倉敷南

高） 

①酒津公園：ローカルすぎてだれもわからいだ

ろうけど…地元の公園です。まったりしていて

落ち着きます。春は桜がきれいです。夏は水遊

びをしてました。秋はお散歩に適してます。冬

は寒いので行きません。 

②むらすゞめ：倉敷といえばこのお菓子です。

和クレープのようなお菓子で、餡を皮にはさん

であります。一度は食べてみるとよいと思いま

す。 

③こないだ大阪に合同説明会にいきました。あ

まりの人の多さに一日目で心がおれました。二

日目も合説行くつもりだったのに、うっかり京

都・嵐山に行ってしまいました。スーツで。ま

わりの観光客とは違ったあきらかに就活スタ

イルの女子学生・・・。しかし、嵐山の紅葉に

心を癒され、美味しい京スウィーツにお腹を満

たされ、ほっこり小旅行になりました。秋の京

都はいいですね。今度はぜひきちんと計画をた

てて私服で行きたいものです。 
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加地 健（かじ たけし・岡山市・操山高） 

 

金原 佑輔（きんぱら ゆうすけ・静岡県浜松

市・浜松日体高） 

①楽器博物館：浜松駅のすぐそばにあります。

世界各地の楽器が並び、中には楽器の演奏がで

きるコーナーもあります。 

②三ケ日みかん：愛媛産や和歌山産などのみか

んよりおいしいと思います。 

③大学生活も予定ではあと 1 年と少しになり

ました。2010 年の目標を定めました。早寝早

起きです。すみません、小学生のようで。よろ

しくお願いします。 

 

村崎 洋（むらさき よう・福井県若狭町・若

狭高） 

①鵜の瀬（福井県小浜市の遠敷川中流に位置す

る浅瀬。毎年３月２日には、東大寺の“お水取

り”と対をなす“お水送り”という行事が行わ

れる。夏場は水遊びを楽しむ家族連れで賑わう。

日本名水百選にも選定されている。） 

②くずまんじゅう（植物のくずから抽出した透

明なでんぷん質にこしあんをくるんだ夏の風

物詩ともいえる和菓子。氷水で冷やして食べる

と頬が落ちるほど美味しい。） 

③最近、めっきり歳をとったと感じることが

多々あります。まずは時間が経つのが異様に早

い。１週間が３日くらいで終わってしまいます。

まあ、そのぶん電車の待ち時間なんかも短く感

じるようになったので、一長一短ではあります

が… 

 あと、何に対しても無感動になりました。昔

なら、隣の集落に行くだけでもわくわくしたも

のですが、今となっては日本国内どこへ旅行し

ても同じような町並みばかりで… 

 金も権力も名声も女も酒もいらないから、ど

うかもう一度、子供時代に戻りたい。最近よく

そう思います。いや、僕だけじゃないはず。大

人なら誰しも少なからずそう思っているはず

です。 

 名探偵コナンが終わらない理由はそれです

よ。 

 

村本 早希（むらもと さき・大阪府吹田市・

千里高） 

①万博公園（何度見ても太陽の塔が素晴らしい

から） 

②５５１の豚まん（１個食べれば満腹になる上

に最高においしいから） 

③近頃、カレーは本当においしいなと思います。

もともと好きなんですが、朝昼晩全部カレーで

1週間はいける自信があります。こないだ味噌

を入れて作ってみたところ、今までにないおい

しさになり、調味料ひとつでいろんな顔を見せ

てくれるカレーがさらに好きになりました。コ

ーヒーを入れるとおいしいと聞いたことがあ

るので入れてみたいのですが、私はコーヒーが

飲めないのでその類をもっていないため、今度

チョコレートを入れて作ってみたいと思いま

す。 

 岡山駅の近所に『unmarble』というカフェが

あって、そこの牛すじのオムカレーは笑ってし

まうほどおいしいです。是非一度ご賞味くださ

い。 

 

森田 忠宏（もりた ただひろ・滋賀県長浜

市・虎姫高） 

①余呉高原スキー場：岡山からですと少し遠い

ですが、関西や中部からですと比較的近く、雪

質も良いので、スキーが好きな方は一度お越し

ください。 

②サラダパン：昨年あたりから複数の全国テレ

ビ番組で紹介されました。コッペパンの中にた

くあんマヨネーズが入っているパンです。好き

嫌いは分かれますが、いちど試してみてくださ
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い。 

③今年から市町村合併により実家が長浜市に

なりました。市になっても実家は相変わらず田

舎のままで、雪がたくさん降るのも変わりませ

ん。今年は大みそかから降り出し、元旦には相

当積もったために、正月早々雪かきをする羽目

になりました。 

 話は変わり、現在、この不景気の中就職活動

中です。字が汚いのでエントリーシートや履歴

書を書くのに相当苦労しています。これからま

すますしんどくなってきますが、野球部で鍛え

た体力を武器になんとかいい結果を残したい

と思います。 

 

●２回生 

池内 達弥（いけうち たつや・瀬戸内市・大

安寺高） 

①一本松展望園：交通アクセスもよく、とても

いい景色です。 

②牡蠣：焼いたり鍋に入れたり、カキオコもお

いしいですよ！ 

③小学校の時は社会の授業が好きで、高校から

地理が好きになりました。大学に行くときに

色々な学部を考えたんですが、やっぱり地理が

したいと思って今に至っています。 

 

大月 美緒（おおつき みお・岡山市・岡山朝

日高） 

①国道３０号線沿いのダイキＥＸ。敷地が広く

て靴屋とか服屋もありそれなりに楽しい。 

②レタス…。給食でパンにレタスとハムをはさ

んだ藤田サンドなるものが出たことがありま

す。 

③地理とは全く関係ないですが、お酒は怖いと

いう話です。私はアルコールにそれなりに強い

らしく飲んでも酔わないザルキャラだったの

ですが、先日瓦解しました。まさか泣くとは

…！トイレに２時間こもるとは…！見たこと

のない私に若干戸惑いつつ優しく接してくれ

た部活の先輩に対して、申し訳なさと嬉しさで

涙が全然とまりません。敬語を使う余裕もなく、

謝りながら泣く。私うざい…。地理の先輩であ

り部活も一緒の岡本亜美さん、あの時はありが

とうございました。しばらく強いお酒は控えま

す。 

 

亀井 菜奈子（かめい ななこ・愛媛県西条

市・西条高） 

①西条市での大きな建物といったらアサヒビ

ールの四国工場。市自体にあまり観光スポット

はないのでなかなか挙げるのは難しいのです

が、隣の新居浜市にある科学博物館では当時世

界で一番規模が大きいと言われたプラネタリ

ウムを見ることができるので、ぜひおすすめし

ます。 

②西条市だけではないのですが、母恵夢という

銘菓や伊予みかんは結構有名どころの物産品

だと思います。近くの今治市ではタオル工場が

あり、変わった作りのタオルが色々と置いてあ

るのでお土産にもいいと思います。 

③愛媛県での都会というと松山市の中心街が

そうだったので、岡山市の駅前辺りを見るとか

なりの都会っぷりに最初は驚きました。駅前開

発が進んでいるのと、放置自転車の多さが特に

印象的で、地元の西条市やちんちん電車が一番

利用しやすい松山市ではあまり放置自転車が

ないので、自転車置き場がどこにあるのかでま

ず戸惑いました。それに比べて地元の中心地は

少し廃れ気味かな、と特に目立ったものも何も

ない場所なんですが、出身校は城跡地で大手門

やお堀などそのまま残した外観を保っていた

りなど、祭りに関連した面白い場所もいろいろ

あるので、すごく地域に密着した地味なところ

が面白いスポットになっているように思いま

す。西条祭り、大好きです！ 
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熊野 誠（くまの まこと・山口市・山口高） 

①少し山口市からは離れますが、秋吉台。それ

も早朝。日の出と共にかかる雲海は絶景です。

山焼きをした後も good。祖父母の家が近くな

ので、よく山菜取りに行きました。はい、国定

公園なので、たぶん軽犯罪ですね。 

②銘菓「舌鼓」。これは傑作です。少し高いで

すが山口にお越しの際は是非ご賞味ください。 

③来る 2010 年春休みにはスペインかイギリス

への旅を計画中です。目的の 8割はサッカー観

戦です。 

 

冨永 早紀（とみなが さき・広島市・舟入高） 

①マツダ ZOOM－ZOOM スタジアムとかいいと思

います。去年一度試合を見に行きましたが、天

然芝もすごくきれいだったし、大リーグっぽい

感じもすごく気持ちよかったです。その日カー

プは負けてしまいましたが(笑)、すごくいい試

合で楽しかったのでお勧めさせていただきま

す。 

②地味に音戸ちりめんとか好きです。おいしい

と思います。 

③地理学のことはまだまだわからないことだ

らけですが、もっと勉強頑張ろうと思います。

よろしくお願いします。 

 

濵田 彩子（はまだ あやこ・島根県益田市・

益田高） 

①島根県芸術文化センター「グラントワ」：壁

まで石州瓦でできているとってもきれいな建

物です。 

②鶏卵饅頭：中身が白あんでおいしいです。私

は生地が好きです。 

③旅行大好きです。よろしくお願いします。 

 

原田 愛（はらだ まなみ・岡山市・岡山朝日

高） 

①吉備川上ふれあい漫画美術館（数百円で一日

中まんが読み放題！漫画喫茶より断然お得） 

②白桃（皮をむいて丸かじりするのが最高！甘

くてジューシー） 

③去年の夏休みに青春１８切符で関西一週旅

行に行きました。宇治で抹茶パフェを食べ、平

等院鳳凰堂を 10 円玉と見比べ、琵琶湖を眺め、

奈良に宿泊し金剛力士像と同じポーズで写真

を撮り、和歌山で温泉に入り、大阪のなんばで

買い物をして帰りました。各都道府県の滞在時

間はとても短かったですがとても楽しかった

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例の地理学巡検、昨年度も私たち地理

学教室生一同は、９月９日から 11 日まで、２

泊３日の日程で、中京地区に行ってまいりまし

た。 

 初日は午前 10 時に各自名古屋駅に集合。全

員揃ったところで、北川先生の案内のもと、市

内の散策を開始しました。 

 堀川の水運跡に、かつての城下町の姿をしの

ばせました。熱田神宮では、荘厳な社殿の雰囲

気に思わず息を呑みました。堂々たる名古屋城

の風格を見て、徳川家の威厳にひれ伏しました。

市役所前から名駅までを歩き、古い個人玩具店

の並ぶ下町情緒に感動しました。中京の大都会、

名古屋の意外な一面を垣間見ることができた

ようでした。 

 ちなみに私は熱田神宮の御神鶏を名古屋コ

ーチンだと勘違いしていました。 

 二日目の朝、三回生は誰と顔を合わせるとい

うこともなく、各々の決めた時間に名駅のビジ

三重巡検 

2009 年度「地理学実験調査演習」 

 

室長 村崎 洋
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ネスホテルを出発します。聞き取り調査の依頼

先へと向かうためです。緊張してひきつる顔、

背中にかく大汗。私もあの朝の憂鬱な気分は忘

れることができません。 

 お茶の栽培、コミュニティラジオ、地域情報

誌、松阪牛、人口移動、お菓子メーカーと、バ

ラエティに富んだ三回生の巡検調査でしたが、

まあなんとかみんな上手くいったと思います

（若干失敗した者もいるようですが）。まだ報

告書は完成していませんが、期待して待ってみ

ることにしましょう。 

 三回生が見知らぬ異郷の地で必死に聞き取

り調査をしているあいだ、院生と四回生の先輩

方は観光気分で…いや、もとい。自身の見地に

役立てるため、中京地区の地域調査を行ってい

ました。出向いた先は、窯業で名高い知多半島

の常滑市と、輪中集落で有名な岐阜県海津市。 

 

 
                常滑市にて 

三回生全員が無事任務を終え、松阪のホテル

に帰り着いても、先輩方は戻ってきませんでし

た。腹を減らして先輩方の帰りを待つあいだの、

あの独特な雰囲気といったら…それでも悠々

と観光を楽しんできた彼らに対して、私たち三

回生は作り笑顔で出迎えるのです。 

来年は絶対に自分がその立場に立ってや

る！心の中でそう呟いたものでした。 

最終日にはみんなで揃って伊勢神宮へ参拝

しました。全ての国官幣神社の上に立つお伊勢

さんの卓抜した神々しさに圧倒されたのはも

ちろんのこと、平日の昼間だというのに、参拝

客の多さに我々は驚きを禁じえませんでした。

さすがは日本の心のしとね。日本人なら誰しも

一度は参拝してみたいと思うものなのでしょ

う。 

 
松阪にて三重大の鹿嶋先生の説明を拝聴 

 

式年遷宮の最中に詣でることができたのは

幸運だったのかもしれませんが、宇治橋は渡れ

ないし、本殿も真新しくてなんだか趣に欠ける

し、少しばかり残念だったような気もします。 

私たちは今回の巡検を通して、これまであま

り知らなかった中京地域（特に名古屋市や三重

県）の一面を知ることができたと思います。ま

た、慣れない聞き取り調査を行うことで、今後

の学習に役立つ技術を獲得することができた

と思います。 

今後はこれを活用し、ゆくゆくは卒論の製作

につなげていけたらと思います。 
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○地理学教室のホームページについて 

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。ホームページアドレスは 

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

geo.html  です。 

また，同窓会のホームページ 

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

dou/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。 

 

 

 

 

 津島キャンパスも，日々，変化しております。 

昨年には時計台も改修され，少しばかりきれい

になりました。 

 

 しかしながら，文法経講義棟および 1号館は

ここ数年ほとんど変化がありません。 

 

 

 地理学教室の周りも大きな変化はありませ

んが，掃除をこまめにしているためか結構きれ

いに保たれております。 

 それに比べ，実験室や院生室は，授業以外で

も学生諸君が日々使用していることもあり，整

理整頓されているとはいえませんが，多少なり

とも勉学に励んでいる様子がうかがえます。 

 

 

 卒業生の皆様におかれましては，お近くにお

越しの際には是非ともお立ち寄り下さい。お待

ちしております。 

 

 

 

 

 

地理学教室からのご連絡 

大学および地理学教室の様子 


