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もらうのが，本シンポジウムの趣旨である。そ
して地理学とテツのより良好な関係を構築して
いくことを目的としたい。
今回のシンポジウムでは，テツ＆地理学を研
究面で実践されている須田昌弥先生と西野寿章
先生に基調講演をしていただき，その後，テツ
であり地理学者ではあるが，研究面では別分野
を専門とする中川秀一先生，野中健一先生にも
参加していただき，
「地理学と『テツ』
，地理学
者と『テツ』
」の関係，あり方，実践などについ
て討論をしていただく予定である。会員，非会
員に関係なく，多くの方々の参加を希望する次
第である。

1）シンポジウムテーマ：
「地理学と『テツ』
，
地理学者と『テツ』
」
2）日時：2015 年 7 月 25 日（土）14:00～18:00
3）会場：法政大学市ヶ谷キャンパス 外濠校
舎 S407
4）プログラム（予定）
14:00～14:10 開会のあいさつ
14:10～14:50 基調講演 須田昌弥（青山学
院大学教授）
（10 分休憩）
15:00～15:40 基調講演 西野寿章（高崎経
済大学教授）
（20 分休憩）
16:00～18:00 シンポジウム「地理学と『テ
ツ』
，地理学者と『テツ』
」
パネリスト：須田昌弥，西野寿章，
中川秀一（明治大学教授）
野中健一（立教大学教授）
5）例会開催の趣旨
地理学と鉄道愛好者，いわゆるテツとは相性
がいい。現在，大学で地理学を教えている教員
の中にも，テツ，てっちゃん，テツ子，小鉄，
こてっちゃん等々，鉄道をこよなく愛する者，
ちょっと好きな人は大勢いる。彼らはどのよう
にしてテツとなり，また地理学者になったのか
について，シンポジウムの中で赤裸々に語って

須田昌弥教授の主著 「
『並行在来線』
とは何か」
地理 57－10，2012 年
「日本の都市鉄道における『上下分離』政策に
関する一考察―ホームドア整備を糸口に―」
『運輸と経済』71－11，2011 年
「戦後日本における交通問題―『地域』におけ
る課題―」
『経済地理学年報』55－1，2009 年
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西野寿章教授の主著 「路面電車の再評価とま
ちづくり」高崎経済大学附属産業研究所編『車
王国群馬の公共交通とまちづくり』日本経済評
論社，2001 年
「整備新幹線開通に伴う並行在来線問題をめぐ
って」高崎経済大学地域政策研究センター『社
会的排除と格差問題』勁草書房，2010 年
野中健一教授の主著 『民族昆虫学』東京大学
出版会，2005 年
『自然と人間の環境史』海青社，2014 年（共著）
中川秀一教授の主著 『グローバル化に対抗す
る農林水産業』農林統計出版，2010 年（共著）

7）地方巡検・支部活動への援助
8）ホームページの管理・運営
9）会員名簿の管理
10）その他

2． 2014 年度決算報告
塩谷恭正会計委員長より以下の決算報告がな
された。
1）
【収 入】
会費等
出版補助金
雑収入
前期繰越金
合 計

2015 年度定期総会の記録
法政大学地理学会 2015 年度定期総会は，
2015
年 5 月 9 日（土）16 時 20 分より，法政大学市
ヶ谷キャンパス外濠校舎4階S406教室にて開催
された。小原丈明集会委員長による開会の辞，
東郷正美会長の挨拶のあと，議長に橋本達也会
員，書記に佐々木星弥会員，議事録署名人に吉
原圭祐会員を選出して以下の議題に入った。出
席者は 42 名であった。議題 1，2，3，4，5，6，
7 については，いずれも常任委員会より提出さ
れた原案が承認された。

【支 出】
消耗品費
あ印刷費
郵送費
委員会運営費
特別活動援助費
支部活動援助費
情報化関連費
雑支出(予備費)
合 計
次期繰越金

［議事］
1． 2014 年度事業報告
佐藤典人常任委員長より以下の事業報告がな
され，承認された。
1）2014 年度定期総会の開催および 2015 年度
定期総会の開催準備
2）評議員（任期：2015－2016 年度）選挙の
実施
3）2014 年度法政大学地理学術大会の開催
4）第 4 回法政大学地理学会賞（最優秀卒業論
文賞）受賞者の選考・決定
5）機関紙「法政地理」第 47 号(2015 年 3 月
発行)と法政大学地理学会ニュース(4 回：5，7，
10，2 月発行)の刊行
6）例会の開催
・第１回例会（講演会，2014 年 7 月 26 日）
・第２回例会（巡検，2014 年 12 月 6 日）
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一般会計
＜予算＞
1,365,000
150,000
15,000
370,587
1,900,587

＜決算＞
1,576,500
150,000
16,069
370,587
2,113,156

＜予算＞
30,000
1,150,000
250,000
30,000
310,000
10,000
50,000
70,587
1,900,587
0

＜決算＞
19,294
1,111,003
368,530
13,420
195,840
0
7,836
20,000
2,113,156
377,233

2）
【収 入】
雑収入
前期繰越金
合 計

特別会計
＜予算＞

【支 出】
雑支出
合 計
次期繰越金

＜予算＞

0
7,500,000
7,500,000

0
0
7,500,000

＜決算＞
0
7,500,000
7,500,000
＜決算＞
0
0
7,500,000

3． 松浦久生監査より「会計は適正に処理され
ている」とする監査報告があり，上記 2 の決
算報告とともに承認された。

6． 2015 年度予算について
塩谷恭正会計委員長より以下の予算案が提起
され，承認された。

4． 新役員の選出
1）佐藤典人常任委員長より，2015-2016 年
度評議員選出のための選挙によって選出
された 30 名の新評議員，および本総会に
先立って開催された新評議員会で選出さ
れた新常任委員（常任委員長：細田浩会
員，委員：伊藤達也・加藤美雄・小原丈
明・富田啓介・前杢英明会員）の紹介が
なされた。
2）新常任委員の選出を受けて，2015-2016
年度新役員の選出に入り，以下の通り承
認された。
会 長：佐藤典人会員
副会長：相原正義会員・大塚一雄会員・
松浦久生会員
監 査：浜田弘明会員・道明紀彦会員
3）佐藤典人常任委員長より，井上奉生会員
を名誉会員に推薦する旨の提案がなされ，
承認された。
5． 2015 年度事業計画について
佐藤典人常任委員長より以下の事業計画案が
提起され，承認された。
1）2015 年度定期総会の開催，および 2016 年
度定期総会の開催準備
2）2015 年度「法政大学地理学術大会」の開催
（2016 年 2 月末予定）
3）第 5 回「法政大学地理学会賞」
（最優秀卒
業論文賞）受賞者選考
4）機関紙「法政地理」第 48 号（2016 年 3 月
発行予定）
，ならびに「法政大学地理学会
ニュース」
（4 回発行予定）の刊行
5）例会（講演会・巡検等）の開催
6）ホームページの管理・運営
7）会員名簿の管理
8）その他（支部活動の援助等）

1）
一般会計
【収 入】
会費
出版補助金
雑収入
前期繰越金
合 計

1,395,000
150,000
10,000
377,223
1,932,233

【支 出】
消耗品費
印刷費
郵送費
委員会運営費
特別活動援助費
支部活動援助費
情報化関連費
予備費
合 計

30,000
1,050,000
350,000
60,000
340,000
10,000
20,000
72,233
1,932,233

2）特別会計
【収 入】
雑収入
前期繰越金
合 計

0
7,500,000
7,500,000

【支 出】
雑支出
合 計
次期繰越金

0
0
7,500,000

7． その他
なし
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2015 年度評議委員会の記録

え子（一般・神奈川）
，細田 浩（一般・埼玉）
，
前杢英明（一般・東京）
，宮岡邦任（一般・三重）
，
山田敦彦（一般・北海道）
。＜以上 30 名＞＜五
十音順＞
（選挙管理委員会委員長 前杢 英明）

2015 年度定期総会に先立ち，2015 年 5 月 9
日（土）13 時より，法政大学市ヶ谷キャンパス
BT19 階 D 会議室にて評議委員会が開催され，東
郷正美会長の挨拶のあと，議長に橋本達也会員
を選出して以下の議事に入った。議題 1，2，3，
4，5，6，7 については，いずれも常任委員会よ
り提出された原案が承認された。出席者は，事
前委任状提出者が 18 名，当日の出席者は 12 名
であった。

第 4 回法政大学地理学会賞（最優秀卒業論文
賞）は，有賀奈那さんに授与
第 4 回法政大学地理学会賞（最優秀卒業論文
賞）選考委員会（委員長：清水靖夫元法政大学
地理学会会長，委員：加藤美雄（気象庁）
・中山
大地（首都大学東京助教）
・浜田弘明（桜美林大
学教授）
・前川明彦（法政大学兼任講師）
）は，
法政大学地理学術大会の行事の一部として，
2015 年 2 月 28 日（土）に法政大学市ヶ谷キャ
ンパス富士見校舎 55・58 年館で行われた候補者
4 名（文学部地理学科の推薦による）の卒業論
文研究発表を審査対象にして選考した結果，有
賀奈那さんの「地域まちあるきガイドマップの
分布と特徴―東京都 23 区内の JR 主要駅を事例
として―」に第 4 回法政大学地理学会賞（最優
秀卒業論文賞）を授与することを決定した。
これを受けて，2015 年 5 月 9 日（土）
，定期総
会に先立ち，16 時 10 分から同会場（外濠校舎 4
階 S406 教室）で，第 4 回学会賞の授与式が執り
行われ，東郷会長より，表彰状と記念盾が贈ら
れた。

［議事］
1． 2014 年度事業報告
2． 2014 年度決算報告
3． 2014 年度監査報告
4． 新役員の選出
5． 2015 年度事業計画について
6． 2015 年度予算について
7． その他

選挙管理委員会 公示４号
2015 年 6 月 10 日
公示 3 号でお知らせしました 2015～2016 年
度の法政大学地理学会評議員選挙の結果は，会
長・副会長・監査が評議員からはずれましたの
で，下記のように変更になりました。
記
[当選者]荒 貴博（一般・東京）
，伊藤達也（一
般・埼玉）
，伊藤 司（一般・神奈川）
，伊藤 保
（一般・茨城）
，尾上清利（一般・愛媛）
，勝部
恭央（一般・千葉）
，加藤美雄（一般・千葉）
，
狩野真規（一般・東京）
，木村成彦（一般・東京）
，
小寺浩二（一般・東京）
，小原丈明（一般・東京）
，
米家志乃布（一般・京都）
，小山伸樹（一般・東
京）
，近藤章夫（一般・神奈川）
，塩谷恭正（一
般・千葉）
，杉澤雅寿（一般・青森）
，杉山保（一
般・北海道）
，東郷正美（一般・神奈川）
，富田
啓介（一般・東京）
，中俣 均（一般・新潟）
，
中村圭三（一般・千葉）
，永保敏伸（一般・神奈
川）
，橋本達也（一般・神奈川）
，長谷川 均（一
般・神奈川）
，羽田麻美（一般・東京）
，服部た
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記念講演

本会顧問 岡永亮八郎さん叙勲

2015 年 5 月 9 日（土）
，本年度法政大学地理学
会の総会にて，以下の記念講演が開催された。
演者：谷川尚哉氏（中央学院大学法学部教授）
演題：
「日本の捕鯨を取り巻く状況
―IWC での議論と ICJ の判決―」

法政地理学会元副会長で名誉会員の岡永亮八
郎さんは 2014 年 10 月 1 日，秋の叙勲で「瑞宝
双光章」をお受けになりました。今回の叙勲は
長年の教育功労に対するものです。
岡永さんは長く都立高校で社会科，特に，生
徒の社会認識を深める地理教育の創造はどうあ
るべきか，楽しい授業をどう作るかの立場から
教材研究と教育実践を積み重ね，指導的地位を
占めてこられました。その後，都立日比谷高校
教頭を経て，江戸川区立小岩中学校校長，荒川
区立第五中学校校長を務められ退職されました。
本会では副会長をつとめ，心温かい人柄の立
場から会をまとめられ，さらに研究の発展・親
睦の深化に尽くされました。ここに叙勲のお喜
びを申し上げ，今後もご健康に留意され本会の
発展にお力添えを願いたいと思っています。千
葉県市川市在住，88 歳。
（副会長 相原正義）

<講演記録>
2015 年 5 月 9 日（土）15 時から，法政大学外濠
校舎 4 階 S406 教室，
法政大学地理学会定期総会
の会場において，中央学院大学法学部教授であ
る谷川尚哉氏の記念講演が行われた。講演に先
立ち，小原丈明集会委員長より，谷川氏の紹介
があった。
今回の講演では，捕鯨の種類を概観した上で，
国際捕鯨委員会（IWC）の取り組みを中心に国際
的な捕鯨および反捕鯨の動向について解説がな
された。具体的には，反捕鯨の運動は海洋資源
の保護の観点よりも，欧米諸国やオーストラリ
ア，ニュージーランド，中南米諸国によるさま
ざまな意図に基づく，いわば国際政治上の文脈
で展開されてきた点について詳述していただい
た。とりわけ，アフリカ諸国では，旧宗主国の
環境団体がそれら国々の代表として投票を行う
「環境植民地主義」の構図に対する指摘は，大
変興味深いものであった。
また，2014 年の国際司法裁判所（ICJ）によ
る日本の調査捕鯨の差し止めに対する判決の本
質的な意味についての分析や，今後，日本が取
るべき立場についての解説もしていただいた。
ご講演後，少ない時間の中で白熱した意見交換
が行われた。本講演の内容の詳細については，
後日演者からの発表のまとめが学会誌に掲載さ
れる予定である。

機関紙誌「法政地理」第 48 号（2016 年３月
発行予定）の原稿募集
2016 年３月発行予定の機関紙誌「法政地理」
（第 48 号）の原稿を募集します。投稿は当学会
員ならば誰でも可能です。学生，研究者，OB の
皆さんから多くの投稿を期待します。投稿希望
者は下記の要領で編集委員会までご連絡くださ
い。原稿の種類は論説，研究ノート，書評，そ
の他です。
１．投稿希望者は 2015 年 8 月 31 日（月）まで
に，原稿の種類と予定原稿枚数（400 字詰原
稿用紙に換算）を葉書にて編集委員会までお
知らせください。
２．投稿希望者は 2015 年 10 月 1 日（木）必着
で，当学会の投稿規程に則り，原稿を送付し
てください。その際，機関紙誌巻末の原稿送
付状を添え，印字原稿と媒体（ＣＤなど）と
一緒に提出してください。
３．投稿された論文を査読し，必要に応じて修
正を求める場合があります。

5

地理学教室だより

編集作業予定
2015 年 11 月 16 日（月
投稿者への原稿修正依頼
2015 年 12 月 12 日(土)
修正原稿の提出締め切り
2016 年 1 月 9 日(土)～2 月 13 日(土)
原稿校正
2016 年 3 月上旬
発行校了
2016 年 3 月下旬
発行

2015年度もスタートして2ヶ月が過ぎました。
新入生の皆さんもそろそろ大学生活に慣れ始め
てきた頃かと思います。
これからの過ごし方が，
今後の大学生活のベースになるかと思いますの
で，勉学にも，遊びにも，サークルにも，バイ
トにも，恋愛にも前向きに進んでいってもらえ
ればと思います。もちろん，進み方は人それぞ
れですので，必ずしも周りの人と同じでなくて
も構いませんが，少なくとも，自分に対して嘘
をつかない形で進んでいってください。
在校生の人もそれぞれ学年があがり，新たな
生活を送っているものと思います。今年度もそ
れぞれの目標や課題に向かって，精一杯取り組
んでいってもらえればと思います。
地理学科の OB の方々をはじめ学会の方々に
は，是非とも学生会員でもある地理学科の学生
と接する機会を持っていただきたいと思います。
その主たる場が法政大学地理学会の例会や大会
になるかと思いますので，後輩のためにもご参
加いただければ幸いです。学科教員としても，
学生の参加を後押ししていきますので，会員皆
様のご協力のほどよろしくお願いいたします。
（地理学科主任・小原丈明）

＜原稿などの送付先＞
〒102－8160
東京都千代田区富士見 2-17-1
法政大学文学部地理学教室内
「法政大学地理学会編集委員会」宛
（編集委員会委員長・加藤 美雄）

2015 年度委員会メンバー
（2015 年 6 月 10 日現在）
◎常任委員長
細田 浩
◎編集委員会
委員長 加藤 美雄
委 員 吉岡 耀子，三尾 成彦，千葉 晃，
菊池 里央，勝部 瑞貴
◎集会委員会
委員長 伊藤 達也
委 員 南 春英
◎会計委員会
委員長 小原 丈明
委 員 塩谷 恭正
◎庶務委員会
委員長 前杢 英明
委 員 齋藤 圭，根本 卓也，福井 健弘，
中村 有沙，吉原 圭佑，
北川 珠己，須貝 康平
◎広報委員会
委員長 富田 啓介
委 員 安森直輝，永保敏伸

院・地理学専攻だより
大学院地理学専攻には，久しぶりに 5 名の新入
生を迎えることができました。内訳は自然地理
4 名，人文地理 1 名です。これに国際日本学イ
ンスティテュートの留学生 3 名（研修生含む）
が加わり，合計 8 名のフレッシュマンを迎え，
昨年より若干賑やかになっております。今年度
は大学院の外国語に関するカリキュラムの変更
が検討されており，また博士課程後期において
は，コースワークを取り入れた大幅なカリキュ
ラムの見直しも進んでおります。大学院に進学
する学生の出口も，昔のように研究生や教員だ
けでなく，もっと社会で幅広く活躍できる人材
を養成することが求められております。今後と
も会員やＯＢの皆様には，学生への直接・間接
のご指導・。
ご鞭撻よろしくお願いいたします。
（大学院地理学専攻主任・前杢 英明）
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<<会員の動向>>
（2015.01.16～2015.05.31 の会員動向です。敬
称略，ほぼ 50 音順）

号が間違っておりました（右側の振替払込請求
書兼受領証の番号は間違っておりません）
。
謹ん
でお詫び申し上げます。今回の封書に正式版を
同封いたしましたので，そちらをご利用くださ
いますよう，よろしくお願いいたします。
なお，間違っている取扱票でも，間違った先
頭の番号を修正テープで隠せば，ATM でも使用
可能です。ほかに，間違った番号を取り消し線
等で上書きすると，機会が読み取れず，正しい
番号を入力するよう画面に表示されるので，そ
の時に正しい番号を打ち込めば，お手続きは可
能です。

【入会】
［一般］
木村 洋介（青森）
［学生］
飯田 英男（埼玉）／武川 珠（神奈川）／中
尾 祥浩（大阪）／渡邉 智和（東京）
【2014 年度退会】
［一般］
上野 弘（宮城）／笠間 侑樹（神奈川）／河
合 良行（埼玉）／菊池 洋子（宮城）／小池
治子（東京）／斉藤 俊夫（群馬）／佐々波 弓
子（神奈川）／竹井 忠夫（東京）／棚瀬 か
ほり（東京）／長瀬 浩文（東京）／長崎 正
（東京）／中西 淳（神奈川）／浜 太一（石
川）／堀 道也（新潟）／宮田 高典（広島）
／山田 剛司（神奈川）
［学生］
岡 進一（広島）／岡田 哲郎（福井）／樋本
綾子（長野）

＜学会ニュース原稿の募集＞ 庶務委員会
法政大学地理学会ニュースに掲載する原稿を
広く会員の皆様から募集しております。原稿の
相談は，庶務委員会（担当：前杢英明）までお
願いいたします。
連絡先：法政大学文学部地理学教室
前杢英明(maemoku@hosei.ac.jp)
2015 年 6 月 10 日発行
編集 法政大学地理学会庶務委員会
発行 法政大学地理学会常任委員会
〒102-8160
東京都千代田区富士見 2－17－1
法政大学文学部地理学教室内
Fax. 03-3264-9459
E-mail hoseichiri@chiri.info
Web http://www.chiri.info/index.html
郵便振替 00170-9-16744

<<会計委員会より>>
機関紙『法政地理』同封の「払込取扱票」の間
違いについて
機関紙『法政地理』47 号の巻末に同封してい
る「払込取扱票」ですが，46 号と同様，口座番
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