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tktk ゼミ 2018 

演習 A のスケジュールと要領  

 

 １．目標 

①自らの関心ある地域や事象をとりあげた文献をた

くさん読み，有用情報を整理して紹介する作業を

通して，その地域・事象についての知見を得る。 

②各文献の特徴や「種別」をふまえつつ，記述の視

点や論点の置き方，論述の構成，数値データの参

照と図表化の仕方，文献引用の仕方等に注目して，

その良い点に学び，また問題点＝要改善点を見出

して批判的に検討し，改善案を考える力を養う 

③以上を通して，後期（演習 B）から卒業研究に着

手できるための目的と方法の洗練を図る。 

    

 ２．スケジュール 

 

・前半 2～8 回：りあえず各種の文献にふれる 

・後半 9～13 回：関心テーマ・地域に関する文献や

自らの分析結果の紹介 

・14･15 回：夏の計画づくり 

 

 

 ３．文献紹介の要領  

1111））））1111 つの研究論文の紹介つの研究論文の紹介つの研究論文の紹介つの研究論文の紹介    

・15 頁程度以上の分量があるもの 

・1 週間前に現物をコピーして全員に配布 

・「要旨」を作ってその Word ファイルを発表前夜ま

でに高野に送信 

〇〇〇〇「「「「要旨要旨要旨要旨」」」」の要領の要領の要領の要領    

①右上スミに発表年月日，氏名を記す。 

②その下に文献名（著者，年，タイトル．掲載誌，

巻号，始頁～終頁）を書く。 

③その下から二段組みにして， 

④章，節，項をすべて書き出し，それらの要点を文

章で要約していく。 

⑤項の下に「段落」がある場合は，段落ごとに要約

するとよい。 

⑥図表に関連する記述は必ず紹介する。 

⑦要旨と別に，自らの評価（要改善点，疑問点，自

分の研究に参考になる点，展開可能性など）を記

す。自分で調べた最新動向を紹介してもよ 

2222））））複数の報複数の報複数の報複数の報文の紹介文の紹介文の紹介文の紹介    

・数頁程度の短文の場合，複数をまとめて紹介して

よい。図書の複数の章でもよい。 

※複数でも上･下，1･2 の場合は 1 論文とみてよい。 

・文献は 1 週間前に全員に配布。ただし多量な場合

は 1 つの文献・章を事例として配るのでも良い。 

〇「要旨」〇「要旨」〇「要旨」〇「要旨」 … 要領は上記に準じる。ただし 

・発表の主題・テーマを冒頭に掲げる。 

・以下，二段組にして各文献ごとに要旨を作る 

・最後に内容の「比較表」を作って，共通の論点，

事例による違い，共通性，地域性等について考察。 

・上記⑦をコメント 

3333））））発表時間発表時間発表時間発表時間 … 25～30 分程度 

4444））））発表者以外の人発表者以外の人発表者以外の人発表者以外の人 … 文献を読んで質問・疑問が

ないか確認し，自らの評価を考えてくる。 
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tktk ゼミ 

地域研究の作法 — 卒論成就マニュアル  

 

１．研究の流れと技能  

    1111）地域研究の流れ）地域研究の流れ）地域研究の流れ）地域研究の流れ    

 

    

    2222）研究）研究）研究）研究の過程の過程の過程の過程で使用する技能で使用する技能で使用する技能で使用する技能    

①既存情報既存情報既存情報既存情報 … 文献･記事，統計資料，地図･写真，

web 情報，行政資料 

②資料整理資料整理資料整理資料整理 … ファイリング，分類，リスト作り，

作表（年表，比較表 etc.） 

③統計データ統計データ統計データ統計データ … 表計算，グラフ化，統計分布図 

④地図地図地図地図 … 地形図，住宅地図，web 地図 

⑤写真写真写真写真 … 空中写真，衛星画像，Google Earth 

⑥GISGISGISGIS ソフトソフトソフトソフト … 分布図化，地図の重ねあわせ 

⑦実地観察実地観察実地観察実地観察 … 観察，写真撮影，地図比定，土地利

用図作成 

⑧調査計画調査計画調査計画調査計画 … 当事者リスト，段取検討，依頼手紙，

質問紙，録音機準備 etc. 

⑨ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング … 行政，企業，地域組織，個人 

⑩質問紙調査質問紙調査質問紙調査質問紙調査 … 質問設計，依頼文，回収，集計，

クロス分析，作表 

２．研究論文の構成 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．導入導入導入導入    

 1．目的（問題の所在） 

 2．方法（内容構成） 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．レビューレビューレビューレビュー    

 1．既存研究の論点整理 

 2．本研究への示唆，論点や方法の具体化・再確認 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．既知情報の整理既知情報の整理既知情報の整理既知情報の整理    … 地域や事象の概観 

 1．立地 … 地図・写真 

 2．歴史 … 高度経済成長，低成長，90 年代～ 

   … 年表，歴史マップ 

 3．統計分析 … 人口，事業所，農林水産，商工 

   … 統計表，グラフ，分布図 

 4．小括 … 地域性・事象の要点整理 

ⅣⅣⅣⅣ．実地調査計画．実地調査計画．実地調査計画．実地調査計画    

 1．新聞記事 … 最近の具体的動き，キー人物 

 2．予備調査 … 行政，同業組合，任意グループ 

   … 本命の当事者にアプローチする前に基本的

知識を得ておく 

 3．本調査の設計 … 質問項目の具体化 

ⅤⅤⅤⅤ．実地調査．実地調査．実地調査．実地調査    … 個別当事者 

 1．事例 1 

 2．事例 2 

 3．事例 3 

 4．事例の比較・整理 

ⅥⅥⅥⅥ．まとめと結論．まとめと結論．まとめと結論．まとめと結論    

 1．まとめ … 各章節における知見の要点確認 

 2．考察 … 目的に示した疑問点に対する答え， 

  目的で示した論点がどれほど明らかにされたか 

 3．残された課題 … 目的に対して不十分だった点，

新たに分かった課題 

〇文献・〇文献・〇文献・〇文献・webwebwebweb リストリストリストリスト    

〇添付資料〇添付資料〇添付資料〇添付資料    … ヒアリング記録 
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３．「文献」のいろいろ 

 
 

1111）学術研究雑誌）学術研究雑誌）学術研究雑誌）学術研究雑誌（地理，地域経済関連の例） 

aaaa1111）専門学会誌）専門学会誌）専門学会誌）専門学会誌（会員の広がり別）    

・国際学会（査読あり）…  A.A.A.G., T.I.B.G., 

Geographical Review, Economic Geography, etc 

・全国学会誌（査読あり）… 地理学評論，人文地理，

季刊地理学，地理科学，経済地理学年報，新地理，

歴史地理学，都市地理学 etc 

・地方学会誌 … 北海道地理，秋田地理 etc 

・同窓学会 … 地域研究（立正大），地理誌叢（日大），

学芸地理（学芸大），駒沢地理，法政地理，立命館地

理，地理学報告（愛教大）etc 

a2a2a2a2））））地域関連の地域関連の地域関連の地域関連の学会誌学会誌学会誌学会誌（分野別） 

・地理学全般 … 地理学評論(日本地理学会)，季

刊地理学(東北地理学会) 

・人文地理 … 人文地理，経済地理学年報，歴史

地理学，地理科学，都市地理学 

・地理教育 … 新地理，地理教育，歴史と地理 

・地域関連学会 … 都市計画, 都市学会年報, 社

会学評論, 日本民俗学, 日本観光学会，地図 etc 
 

a3a3a3a3）専門学会誌）専門学会誌）専門学会誌）専門学会誌（農林業分野の例） 

 

bbbb）大学・研究機関の研究紀要）大学・研究機関の研究紀要）大学・研究機関の研究紀要）大学・研究機関の研究紀要    

 … 各大学・学部・学科・機関ごとにあり 

・筑波大 … 人文地理学研究，地域調査報告 

・TG … 地域構想学研究教育報告，東北学院大学論

集，東北文化研究所紀要，東北産業経済研究所紀要 

 

2222））））業界業界業界業界専門専門専門専門… 業界ごとにあり 

・地理・統計関係 … （月刊）地理，地図中心，統計 

・産業関係 … 農業と経済，農林統計調査，産業立

地，運輸と経済，東洋経済，観光文化 

・都市・地域関係 … 都市問題，都市問題研究， 

地域開発，東北開発研究，しま， 

・地理教科書会社 … 地理資料，地理月報 

※読者多い雑誌は書店で売られているが，大多数は

流通外品で，web で出版元を調べて直接連絡。 

★図書館 1 階の雑誌架をみるのが最も手軽 

3333））））行政調査資料行政調査資料行政調査資料行政調査資料 

・その代表は自治体の統計書 

・大規模自治体ほど，多彩な出版物を有料頒布 

・仙台市 … 市政情報センター（市役所 1 階） 

・宮城県 … 県政情報センター（県庁地下） 

4444））））掲載論文等の種別掲載論文等の種別掲載論文等の種別掲載論文等の種別    

aaaa）専門学会誌）専門学会誌）専門学会誌）専門学会誌 

・実証データの質量，「論」の深さの程度に応じて，

論説・論文，研究ノート，短報，調査資料 

・実証研究以外 … 展望，論評，討論，書評 

bbbb）その他の雑誌）その他の雑誌）その他の雑誌）その他の雑誌    … 雑誌独自の「種別」がある。 

★論文としての充実度論文としての充実度論文としての充実度論文としての充実度 … 長さ＝頁数，実証データ

（図表）の質量，引用文献の量などで判断できる。 

４．文献の検索・入手・整理  

1111）文献の）文献の）文献の）文献の検索・検索・検索・検索・入手入手入手入手    

aaaa））））TGU 図書館 HP の検索機能 

・学内にある図書や雑誌 … OPAC 

・雑誌記事 … CiNii 検索,pdf 取得できるのもある 

・新聞記事の検索 … 河北 KD，日経，Festiva 

bbbb））））webwebwebweb 公開の公開の公開の公開の pdfpdfpdfpdf 文献文献文献文献  

・J-stage，各学会や業界団体の web サイト 

・大学紀要 … 機関リポジトリ 

cccc）現物）現物）現物）現物実見・入手実見・入手実見・入手実見・入手    

・泉分館所蔵泉分館所蔵泉分館所蔵泉分館所蔵雑誌雑誌雑誌雑誌 … 新着：1 階雑誌架，旧号：製

本されて地下書庫にあり 

・泉分館非所蔵泉分館非所蔵泉分館非所蔵泉分館非所蔵 … ★他館から取り寄せや，論文・

記事のコピー依頼ができる。高野の研究費で対応 

・公立図書館公立図書館公立図書館公立図書館 … 県図書館（郷土資料室），市図書館

（メディアテーク 4 階，各区分館） 

・行政資料行政資料行政資料行政資料 … 県・市の資料室，図書館 
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2222）文献）文献）文献）文献リストリストリストリストの作成の作成の作成の作成    

・既存情報の収集・整理は研究のスタート。 

・特に，対象地域や事象に関する既存の図書，論文，

記事，web サイトなどの「リスト」づくりは，研究

の基本技能なので，必ず身につけること。 

・「文献リスト」には次の情報を明示次の情報を明示次の情報を明示次の情報を明示する： 

・雑誌掲載論文･報告類 … 著者，出版年，タイトル，

掲載誌，巻，号，始頁～終頁 

・図書（いわゆる「本」） … 著者，出版年，タイト

ル，出版社，総頁 

・報告書（簡易製本，出版社なし） … 著者，作成年，

タイトル，作成者，総頁 

・図書・報告書の一部（章･節）… 著者，出版年，

タイトル，図書の編者，タイトル，出版社，始頁～

終頁 

Q：なぜこんな面倒なことをするの？ 

A：実証研究の基本は「反証可能性」（Karl Popper）。 

・第三者が再確認できるような情報（出典,調査方法,

実験方法 etc）を明示して「反証」の可能性を与える

ようにすること。 

・文献リストは，読者が当該文献を実際に入手して，

その著者の位置づけや論点整理が正しいのかどうか，

チェックできるようにしておくことが目的。 

・引用文献の明記は著作権保護の点からも必須で，

典拠を示さない引用は「盗用・盗作」になる。 

・文献情報の表記と配列の仕方は，学会や雑誌によ

っていろいろ。 

（例）・出版年を末尾に付す場合 

・タイトルを「」で囲う場合 

・文献の並び … 著者名の ABC 順，アイウエオ順，

出版年順のいずれか。出版年の順に並べると研究主

題の推移が分かる。 

・具体的には各論文末尾の文献リストをみてみよ。 

・tktk ゼミでは，「地理学評論」か「人文地理」の

作成要領に準じる。 

・どちら形式でもよいが，それと決めたら終始一貫

させること。 

 

 

3333））））ExcelExcelExcelExcel によるリストづくりによるリストづくりによるリストづくりによるリストづくり    

・Excel で作っておくと，出版年，著者名，掲載雑

誌，対象地域などによって「並べ変え並べ変え並べ変え並べ変え」ができるの

で，データベースとして便利。 

 ⇒ 別紙例を参照 

・CiNii 検索を利用すると，Excel に貼り付けられる

ので，リストづくりが非常に手軽に … 手順実演 

・「リスト作り」はそれ自体が「目的」ではなく，関

連深そうなものは実際に入手するための「手段」。 

・読みたいもので入手できないものは，図書館に取

り寄せ依頼を行うので，高野に知らせて。 

 

4444））））ファイリングファイリングファイリングファイリング        

・入手した文献資料は，束にして積んでおくだけで

は何も役立たない。 

・2 穴ファイル＋見出しラベルによる整理が最良 

 

 

 

 

・収集した文献は，自分なりに系統立て，見出しラ

ベルを活用して「分類分類分類分類」する。 

★この「分類」こそが，研究の最初の成果である。 

・この際，見出しラベルに文字を書く際は鉛筆書き

にする。分類は常に変化し続けるので。 

※ファイルとラベルは産地研に沢山あるのでいくら

でも利用してよい。 

------------------------------------------------------------------ 

  


