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今年度は２年生 16 名を迎え、教室は文字通

り満員御礼の状況を呈しています。演習も実験

室からあふれそうな過密さの中で行っていま

すが、伝統的に院生も含めた全員で、情報を共

有しながら楽しく授業を行っています。 

 文学部の創設 31 年目となる来年には 1 号館

の改修工事が行われる模様です。全面改修によ

ってきれいになるのは結構なものの、最近はオ

ープンスペースを設けなくてはいけないため、

研究・教育用に使用できる面積は少なくなりま

す。地理学でも現在８スパンの財産が６スパン

に減少する見込みです（１スパンは研究室１つ

分です）。学生数が急増している現状では大変

憂慮すべき事態ですが、どこの教室でも占有ス

ペースが減少する中で、やむを得ないことかと

思っています。現在、文法経３学部の共通講義

棟が改修中で、演習以外の授業は教養棟で行わ

れています。 

 今年４月から地理学の分野では「地域調査

士」という制度が始まりました。既に、社会学

では「社会調査士」という資格があり、岡山大

学文学部でも地理学が所属する行動科学コー

スでは、所定の単位を履修することで資格が取

得できます。社会学に遅れをとる形ながら、よ

うやく地理学の分野でも「地域調査士」の制度

ができました。その資格を取得するには、日本

地理学会が認定した科目を大学で取得する必

要があります。具体的には地域の概念及び特性

に関する科目６単位、地域調査の技法に関する

科目４単位、地域調査実習に関する科目３単位

が、資格取得のための標準カリキュラムとされ

ています。さらに大学院で必要な単位を取得す

ると「専門地域調査士」の資格が取得できます。

岡大文学部地理学教室でもこの資格が取得で 

 

 

 

 

きないかと北川先生が中心になって検討を進

めています。2 人のスタッフでの限界はあるも

のの、何とか前進させたいと努力しています。

この他、地理学の分野では GIS 学術士という

資格もありますが、GIS の専門家もおらず、

GIS 関連ソフトも充実していない現状では、残

念ながら困難というのが正直なところです。 

 次に就職状況についてですが、不況のあおり

は本教室でも例外ではなく、就職が決まらずに

留年という事態も生じています。岡山大学の場

合は、企業とのつながりが深くないようで、同

窓会としてのネットワークもまだまだの感じ

がします。卒業生の皆様の関係する企業や団体

等で求人がございましたら、是非、教室にお声

をおかけいただきますよう、お願い申し上げま

す。 

 最後に、今年の 6 月には、かつて本教室の教

授としてお力を注がれた河野通博先生がお亡

くなりになりました。先生のこれまでの教室へ

のご貢献に感謝申し上げますととともに、心よ

りご冥福をお祈り申し上げます。また、今年は

考古学の近藤義郎先生、東洋史の好並隆司先生

もご逝去されました。かつて文学部を代表され

た先生方の偉業をしのびつつ、地理学教室のス

タッフもいっそうがんばって参りますので、卒

業生の皆様には引き続きご支援のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

近 況 報 告 

内田 和子
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●学部卒業生と進路 

2010 年３月に、学部生４名が卒業いたしまし

た。 

【卒業】 

・猪原 和也（いのはら かずや） 

・田畑 祐介（たはた ゆうすけ） 

・原 史子（はら ふみこ） 

・山田 純平（やまだ じゅんぺい） 

卒業生は、公務員、一般企業など様々な職種

へ、と就職いたしました。また、勤務先も愛知、

富山、岡山など多岐にわたっております。 

 

●修士論文と卒業論文 

2010 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。 

【卒業論文】 

・猪原 和也 

 「近年の岡山市中心商店街の変遷と課題～表

町商店街を事例として～」 

・田畑 祐介 

 「訪日外国人旅行者の訪問地としての岡山県

の位置付け‐後楽園における外国人旅行者を

中心として‐」 

・原 史子 

 「島根県出雲市多伎町における小規模イチジ

ク産地の形成とその要因」 

 

●新たな構成メンバー 

2010 年 10 月より、17 名もの 2回生が教室の

構成メンバーとして加わり、学部生だけで 31

名という大所帯となりました。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行っており

ます。大学院生や教員を含めると 40 名近い人

数ではありますが、椅子の数を増やすなど対応

して、現在も実験室で授業を行っております。 

 

●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。2009 年は，瀬戸内市牛窓地区

を対象地域として実習を行い，その成果を

2010 年に報告書としてまとめております。現

在は，後期より教室メンバーに加わった 2回生

を中心に，倉敷市児島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

は和歌山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） 

 2010 年には，アメリカ合衆国西海岸を調査

で訪れる機会を得ました。多くの都市で都心の

再開発が急速に進みつつある現状を知ること

ができました。ロサンゼルスやサンディエゴな

どの都市ではトラムやハイブリッドバスなど

の導入が非常に早く，日本の都市との大きな差

を実感させられました。 

教室動静 

（2010 年 1 月～2011 年 1 月） 

教室構成メンバー 
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※氏名・ふりがな・出身地・出身校，①是非と

も行ってみたい場所，②出身地周辺のおいしい

もの，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宮崎県椎葉村。やっぱり，文化地理学が専攻

なら一度は行っとくべきでしょうか？ 

②亥の子饅頭。素朴な黒糖饅頭で，小さい時に

よく食べた気がします。今はないかもしれませ

ん。 

③学部時代によく通っていた「餃子の王将」。

岡山に来てから（十年間くらい）全く行ってな

かったのですが，最近，なぜだかマイブームで

す。カニ玉とホイコーローをテイクアウトする

のが，この頃のお気に入りです。通いすぎて「餃

子倶楽部メンバー」（ポイントを貯めるとなれ

る，全品 5%OFF）なるものになってしまいま

した（汗）。 

 

●博士課程後期 Ｄ４ 

曽我 とも子（そが ともこ・西宮市・兵庫教

育大学大学院） 

 

●博士課程後期 Ｄ２ 

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） 

③今年は調べものがあり，今治市に何度か通い

ました。移動手段として，主に特急しおかぜを

利用しましたが，海岸線に沿って高速で走るそ

の電車に馴染めず，毎回「うーん…。」と思い

ながら乗っていました。ある時，あまり寝てな

い状態でしおかぜに乗ったら，初めて電車酔い

というものを経験してしまいましたし…。 

 肝心の調べものの方は，まずまずうまくいっ

た(?)のではないかと思います。ただ，調べる

ほどに謎・疑問が深まる今日この頃で，頭を悩

ませる日々がしばらく続きそうです…。 

 

●博士課程前期 Ｍ２ 

野々田 泰章（ののだ やすあき・福山市・岡

山大学文学部） 

③昨今の不景気にもかかわらず無事就職する

ことができ、来年度からは佐賀県の呉服屋で働

くことになっています。縁も所縁もない地域で

すが、新しい地域での生活を楽しみにしていま

す。 

 

杜 娟（と けん・青海省敦煌市・東北師範大

学） 

①JFE スチール西日本製鉄所。「鋼鉄はいかに

鍛えられたか」を知りたいです。 

②麻辣麺。米粉＋香菜（コエンドロ）＋落花生

（ピーナッツ）＋唐辛子＋羊湯。100%田舎味。

でも，おいしい。 

③中国の春節（旧正月）は来年の 2月 3日（正

月初一）から 2 月 18 日（正月十五の元宵節）

までです。1 月 25 日に修士論文の締め切り日

で実家に帰れないで，ちょっと残念ですけど，

年越しの餃子を食べるべきです。一緒に水餃子

を作りましょう！参加者を募集していま

す！！ 

 

●４回生 

井野川 真希（いのかわ まき・岡山市・岡山

芳泉高） 

 

岡本 亜美（おかもと あみ・倉敷市・倉敷南

高） 

①東北!一度もいったことがないので。奥の細

道巡りとかしてみたいです。 

②岡山グルメとして有名ですがえびめしです。

幼いころ祖父母によく連れて行ってもらった

思い出の味です。えびめしとコールスローサラ
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ダの相性が抜群!大学に入るまで全国的にある

ものと思ってました。 

③約二週間トルコに旅立ってきました。場所柄

的に少々不安だったためツアー観光にしまし

たが、世界遺産も 6つみることができて大満足

でした。パムッカレ(石灰棚)やエフェソス遺跡

などオススメです!世界って広いなぁと実感し

ました。５年ぶりのトルコでしたが現地の人も

親日家で気さくな人が多く行ってよかったな

ぁ…きっと何年か後にまた行くんだろうなぁ

と思いました。でもやっぱり日本食が恋しい!!

帰国後たべたお茶漬けとお味噌汁は最高でし

た。 

 

加地 健（かじ たけし・岡山市・岡山操山高） 

①山下商店 いつ行っても閉まっているから

…。「本日はスープの出来に納得できませんで

したので、臨時休業とします」この張り紙に何

度泣かされたことか。 

②山下商店のラーメン 希少価値があると思

います。いつ行っても閉まっているので。5 回

行って一回開店していたらラッキーです。僕は

7 回連続で臨時休業の日に当たってしまいま

した orz これで不味かったら文句も言えるの

ですが、何せおいしいので誰も文句は言えませ

ん。どうでもいい情報ですが、店員のお姉さん

はとても美人です。 

③姉が欲しかった。妹にはもう飽きた…。さて、

「つまらんやつは坊主になれ」という八五郎坊

主の受け売りですが、まさに「つまらんやつは

自分だ」と気づき、今年は龍ノ口八幡宮へのお

百度参りに明け暮れておりました。最後になり

ましたが、地理学教室の皆様には大変お世話に

なりました。皆様のご活躍をお祈りしておりま

す。 

 

金原 佑輔（きんぱら ゆうすけ・静岡県浜松

市・浜松日体高） 

 

村崎 洋（むらさき よう・福井県若狭町・若

狭高） 

 

村本 早希（むらもと さき・大阪府吹田市・

千里高） 

①ぜひとも北海道に行きたいです。なぜなら、

海鮮丼がすごくおいしそうなのと某有名バン

ドの故郷が函館だからです。 

②出身地周辺のおいしいものは「あほや」のぺ

ちゃ焼です。なぜオススメなのかと言うと、チ

ーズとソースのハーモニーが大合奏だからで

す。 

③先日、スーパーで生カキが半額になっていた

ので買いました。３つほど、そのまま食べて残

りを、バター、にんにく、バジルでソテーして

レモン汁をかけて食べました。自分で言うのも

なんですが、レストランの味が表現できて最高

においしかったです。 

 

森田 忠宏（もりた ただひろ・滋賀県長浜

市・虎姫高） 

①是非とも行ってみたい場所 メジャーリー

グの野球場。特定の場所ではありませんが、野

球好きなら一度は行ってみたいです。 

②出身地周辺のおいしいもの ヨーロッパ軒

のソースカツ丼。隣接する福井県の名物です。

味が濃すぎないシンプルなソースカツ丼がた

まりません。 

③ついにこの地理学教室にいるのもあとわず

かとなりました。来年からは京都で就職するこ

とになり、岡山を去ります。残り少ないですが、

しっかり卒論を出して、それから最後の学生生

活を楽しみたいと思います。 

 

●３回生 

池内 達弥（いけうち たつや・瀬戸内市・大

安寺高） 
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①中国の武陵源 世界遺産にも指定されてい

る雄大な景色を見てみたいです。 

②牡蠣。瀬戸内市の虫明は岡山県有数の牡蠣の

産地です。 

③地理学教室は学生の自主性に任せる風通し

のよい教室で、先輩と後輩の仲もよく、とても

よい雰囲気だと思います。授業では自分の興味

のある分野に自由にアプローチすることもで

きますし、先生方も適宜アドバイスしてくださ

るので楽しく勉強させていただいております。 

 

大月 美緒（おおつき みお・岡山市・岡山朝

日高） 

①フランス 友人が留学しているので遊びに

行きたいです。 

②藤田レタスが有名です。 

③就活本気モードです。とか言いつつ日々漫画

を読み、テレビを見て、ドラクエやったり。ド

ラクエⅥですがそこまで面白くないのにやっ

てしまうのは何故なんでしょうね。義務感みた

いなアレはどこからくるのか。そんな自己嫌悪

と開き直りを繰り返しております。岡山生まれ

の岡山育ちなので外へ出たい！いざここより

東へ。 

 

亀井 菜奈子（かめい ななこ・愛媛県西条

市・西条高） 

①東京に未だ行ったことがないので、日本一の

都会を味わいに行きたいです。 

②母恵夢や一六タルトなどの銘菓はオススメ

です。岡山の手土産の定番が大手饅頭なら愛媛

は一六タルトが定番というくらい地元には愛

されています。 

③岡山駅構内や駅周辺の充実ぶりに、初めて岡

山に来た時は感動しました。私の住んでいる町

から愛媛県の県庁所在地松山市までと岡山市

までへの移動時間がほぼ変わらず、だったら買

い物へ出掛ける時は岡山あたりまでくればよ

かったかなと最近思います。岡山は地元に帰る

度に、便利で住みやすい街だなと改めて思う住

みよい街だと思います。 

 

熊野 誠（くまの まこと・山口市・山口高） 

①今すぐミラノに飛びたいです。長友選手をこ

の目で見たい。それから、夏休みにインドに行

けたらと思います。労働を強いられる子供たち

の現状を見たいです。中国と比較され民主主義

の善良国家と称されますが、名ばかりの民主主

義ではないか。本当の姿を見たいです。ただ、

食中毒が心配です…。そして卒業前にスイスへ

（金が許せば）。 

②山口市の周りには特に名物というものはあ

りませんが、「舌鼓」というお菓子はとてもお

いしいです。なにせ高価なので、地元民の口に

入ることはめったにありません。一度食べてみ

てください。 

③最近スマートフォンにしました。絶対にやら

ないとおもっていたツイッターに見事にはま

っています。ホリエモン最高。アカウントは＠

fagian12 です。暇な人はフォローしてくださ

い。 

 

冨永 早紀（とみなが さき・広島市・舟入高） 

①北海道の知床に行ってみたいです。 

②毎年 2 月くらいに催される牡蠣フェスティ

バルで食べることができる、焼き牡蠣と牡蠣ぞ

うすいはとてもおいしいです。 

③地理学研究室に入って 1 年が経ちました。こ

れから卒論にも取り組むようになるので、先生

方に指導してもらいながら、きちんと筋の通っ

た論文を提出できるようがんばろうと思いま

す。 

 

濵田 彩子（はまだ あやこ・島根県益田市・

益田高） 

①オーストラリア 外国にはほとんど行った
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ことがなく，オーストラリアは日本と時差が少

ないため旅行しやすいと思ったのと，英語が好

きなので英語圏に行ってみたいからです。また

観光地が多いので，各地を観光して回りたいで

す。 

②鶏卵饅頭 益田名物といったら鶏卵饅頭で

す。帰省した時は必ず買って帰ります。生地も

美味しいですが白あんなのが一番の魅力です。 

③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北海道（おいしいいくら丼が食べたいから。

ふわふわの雪に埋もれてみたいから。） 

②白桃（白桃のまるかじりは最高!!!ジューシ

ー） 

③旅行が大好きです。都会も田舎も温泉も自然

も大好きです。とにかくいろんなところへ旅に

出るのが好きです。でも東京よりも北へ行った

ことがありません。中部地方もあまり行ったこ

とがないので今後行きたいと思います。 

 

●２回生 

青野 慎（あおの しん・愛媛県西条市・愛光

高） 

 

青山 夏奈（あおやま かな・島根県松江市・

松江北高） 

②出雲そば。香りが最高！食べ方は割子がよ

いです。一度使ったつゆを次の段にも使うエ

コなところも素敵です。 

 

安間 嵩人（あんま たかと・静岡県袋井

市・磐田南高） 

①スイス。景色がきれいというイメージがあ

るので。 

②うなぎ。浜名湖のうなぎといえば有名だし、

自分自身うなぎが好きだから。 

③遠くの地からはるばる岡山大学の地にや

ってまいりました。それなりに楽しく大学生

活を送っております。自他共に認める甘党で、

家には常にお菓子がストックしてあります。 

 

池田 晋作（いけだ しんさく・高知県南国

市・高知小津高） 

 

小田原 美佐（おだはら みさ・広島県熊野

町・基町高） 

①ニューカレドニア 天国に一番近い島がど

んなところか見てみたいから 

②お好み焼き ベタですが・・・ 実家の近く

の「あき」というお店がおすすめです 

③ここにどのような文章を書けばいいのかよ

くわからないのですが、卒業生に送るとのこと

なので。少し早いかもしれませんが、卒業生の

皆さんご卒業おめでとうございます。先輩方の

今後のご活躍をお祈りしています。 

 

小野 将広（おの まさひろ愛媛県松山市・松

山北高） 

①北海道：とくに札幌の雪まつりを見てみた

い！松山ではほとんど雪が降らないので、大量

の雪で作られる像には憧れる。 

②伊予鉄松山市駅の地下（まつちか）にあるデ

リーのカレー：特別にウマい！という訳でもな

いが、なぜかまた食べたくなるおいしさ。 

③旅好きです。今年は未踏の東北地方へ到達し

たいと思っています。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

川村 基（かわむら もとい・高知県高知市・

土佐塾高） 

 

児嶋 信太郎（こじま しんたろう・徳島県徳

島市・城ノ内高） 

①イタリアとかスペインとか（ご飯がおいしそ
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う） 

②徳島ラーメン（味がめっちゃ濃いんですけど、

それが病みつきになります！） 

③四回生の皆さんとはあまり関わる機会がな

かったですが、質問すると丁寧に答えてくれた

り、色々と親切にしてくれたりで嬉しかったで

す。僕も自分が先輩になった時、そんな先輩に

なりたいと思いました。卒業おめでとうござい

ます。 

 

佐々木 新一郎（ささき しんいちろう・岡山

市・岡山一宮高） 

 

高市 圭吾（たかいち けいご・愛媛県松山

市・伊予高） 

①カナダ。オーロラを生で見てみたいから。 

②じゃこてん。魚のすり身を油で揚げたもの。

オーブントースターなどで焼いたあとに大根

おろしと醤油をかけて食べるとご飯もお酒も

すすみます。 

③愛媛県出身の高市といいます。趣味はバスケ

と音楽鑑賞です。未だに海外に行ったことがな

いので、大学生のうちにどこかに行ってみたい

です。 

 

徳田 ななせ（とくだ ななせ・岡山市・岡山

一宮高） 

①温泉が好きなので，草津温泉に行ってみたい

です。 

②モーツァルトのケーキがとっても美味しい

です。チョコタルトを 1 つ食べただけで大満足

です。 

③最近思うことですが，光陰矢のごとしという

ように時間が経つのがとても早い気がします。

まだまだ１０代だと思っていても気がついた

ら２０代に・・・。一日一日を大切にしていか

ないといけませんね。 

 

中島 沙希（なかじま さき・高知県須崎市・

高知追手前高） 

①足摺岬 

②鍋焼ラーメン。やなせたかしのキャラクター

とかでおしてます。 

 

中山 浩行（なかやま ひろゆき・岡山県真庭

市・勝山高） 

①ナイアガラの滝、またはイグアスの滝。まず

きれいだし、こういう場所に行って大自然に圧

倒されるという経験をしてみたいからです。心

が洗われて人間として一回り成長できそうな

気がするのは僕だけでしょうか(笑) 

②イノシシ。出身地周辺の食べ物というわけで

はないですが、よく近所で狩りの現場や捕えら

れたイノシシを目にしました。肉自体は堅めで

すが、歯ごたえがあっておいしいです。 

 

畠瀬 由希恵（はたせ ゆきえ・岡山市・西大

寺高） 

①屋久島に屋久杉を見に行きたいです。樹齢３

０００年の屋久杉は見るだけで圧倒されると

聞いたので。 

③よろしくお願いします。 

 

堀 良輔（ほり りょうすけ・山口県防府市・

防府高） 

①韓国（焼肉！） 

②ふぐ（それしか思いつかないし、実際ふぐは

おいしいらしいです！けど僕は、刺身が最近ま

で食べられなかったので、味は知らないで

す・・・） 

③二回生文学部堀良輔です。四回生の人とは少

ししか関わりがなかったですが、地理学教室は、

みんな仲よさそうで入って良かったなと思い

ました。これからもよろしくお願いします。卒

業おめでとうございます。 
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村上 弘倫（むらかみ ひろみち・愛媛県今治

市・今治西高） 

①蔵王温泉。東北には行ったことがないのと、

この時期だとスキーをした後に温泉でのんび

りできるからです。 

②鯛飯。今治沖の、来島海峡は日本三大潮流の

一つであり、そこでとれる鯛は身が引き締まっ

ていて美味しいです。 

③趣味は旅行です。今年は 8 月の終わりに、岡

山から友達とレンタカーを借りて富士山に行

ってきました。山頂まで登り、ご来光も拝むこ

とができました。なので、いいことがあるかな

ーと思ったら、逆に 11 月、急性腸炎で入院す

る羽目になってしまいました… 

 

山田 寛子（やまだ ひろこ・倉敷市・倉敷青

陵高） 

①世界一周 

②いちご大福。児島駅付近にある「甘月堂」。

トマト餡は意外とおいしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

私たち地理学教室の学生は 2010年９月７日

～９日の日程で和歌山巡検を行いました。この

巡検は当初仙台市で行うことを予定しており

ましたが、各自の調査事象に関する興味の変化

など諸般の事情により調査地を和歌山県に変

更したという経緯があります。予定を組む段階

としては非常に差し迫った時期での調査地の

変更ではありましたが、幸いなことに各調査関

係者の皆さまにご協力いただけたのは大変あ

りがたいことでした。また、あまり日のない段

階での種々の変更という忙しなさながら、３回

生各自の調査内容はどれも一考する余地のあ

るものばかりであり、各自の地理的興味をさら

に高めることのできた調査でありました。 

集合場所となった紀伊田辺駅 

 

なお、今回の巡検では和歌山県の文化や自然

環境などの特色に触れることも一つの目的と

しておりました。和歌山県には世界遺産に指定

されている神社があることから１日目は和歌

山県の歴史的遺産を見学することとし、私たち

は和歌山県の紀伊田辺駅に集合した後に熊野

那智大社へと向かいました。移動は３時間ほど

のやや長時間なものとなりましたが、山からの

雄大な景色や各所の景観は素晴らしく、また荘

厳な熊野那智大社の雰囲気を直に感じ身が引

き締まる思いでした。 

 

２日目は各自調査のために、北は和歌山市か

ら南は串本町まで和歌山県の各地へと出向き

ました。朝早くから調査地へ出発し全員が宿泊

施設に集合したのは夜遅くになってからでし

たが、調査に関しては概ね上手くいったと思い

ます。そして最終日には調査の慰労も兼ねて和

歌山城での観光や和歌山特産のラーメンを味

わうなどして、調査だけでなく和歌山県を楽し

むこともしっかりと行い、私たちは帰宅の途へ

と就きました。 

和歌山巡検 

2010 年度「地理学実験調査演習」 

 

室長 池内 達弥
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湯浅町にて町並みを散策 

 

 至らない点も多く同行してくださった北川

先生や４回生の先輩方にはご迷惑をおかけし

てしまった場面もありましたが、大きなトラブ

ルや悪天候に見舞われることもなく無事に終

えることができ良かったと思います。また、一

人ひとりが独立した調査内容を持つ単独での

調査は初めてでしたので各々苦労した点もあ

りましたが、この経験は今後の良い糧になった

のではないでしょうか。全体を通して見れば、

とても有意義な巡検であったと思います。各調

査内容と報告書のまとめ作業は現在行ってい

る途中ですが、３回生一同はこれを少しでも意

義あるものにすべく全力で取り組んでいく所

存です。 

 

湯浅町で醤油生産業について話を伺う 

 

 

 

 

 

 

○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。 

 

 

 

 

 日々変化している津島キャンパスにおいて、

最後まで変化のないままだった文法経棟です

が、ついに改修工事が開始されることになりま

した。講義棟はすでに改修が完了し、2月末の

入学試験より新しい講義棟の利用が開始され

ます。地理学教室のある 1号館も、7月より改

修工事に入る予定となりました。7月からは他

学部の教室を借りて一時移転し、改修工事完了

後は、今までの 5階から 3階へと移転すること

になりました。そのため、卒業生の皆様の思い

出の詰まった地理学教室の姿を見ることがで

きるのも残りわずかとなってしまいました。そ

こで、以下に現在の教室及び周辺の写真をいく

つか掲載しておきますので、ご覧くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

地理学教室からのご連絡 

大学および地理学教室の様子 
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文法経学部 1号館 

 

地理学教室前の 5階の廊下 

 

地理学実験室 

 

院生室 

 

 

卒業生の皆様におかれましては、お忙しい所

とは存じますが、7月までにもしお時間があれ

ば、地理学教室に是非ともお立ち寄りいただき、

思い出の教室の最後の姿をご覧いただきたく

存じます。お待ち申しあげております。 

なお、本年度は移転の準備に伴い、例年この

時期に開催しておりました地理学談話会を延

期させていただくことにいたしました。なにと

ぞご容赦いただきますようお願い申し上げま

す。 


