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・故郷 … 鳥海山のみえる町

・卒業 … 理学部 地学科（人文地理講座）

・職歴 … 高校教師,東北大,福島大,本学文学部

・専門 … 人文地理学

・学会 … 各種の地理学会

「季刊地理学」の編集長を長く担当

・学科の研究教育報告の編集も創刊以来担当

★Self  Introduction

・学科での担当

・共通 … 地域データ分析
地域システム論,都市地域論

・専門 … 産業地域論

・学部 … 現代社会の諸問題

・全学 … 地理学,地誌学,東北地域論
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・最近の研究 … 農山漁村や地方都市の「食」の地域づくり関連が多い

・万石浦の種ガキ生産の存立構造と漁場利用
・阿武隈山村·山舟生の里山資源と地域振興

・仙台平野の津波復興と営農組織の変化
・仙台イチゴ産地の津波復興と栽培形態の革新

・女川水産加工業の復興と課題
・自家販売漁村の形成と生産構造 — 十三浜・大指

・薬来山麓の観光開発と食資源の利活用

・三陸水産業の地域構造と復興課題

2015〜16

2014〜15

2013〜14

2011〜12

2010〜12

2016〜17 ・長面浦の漁業·養殖業の復興
・雄国山麓のそば栽培とツーリズム展開

2018〜19
・花泉の古代稲の六次産業化
・白石における城と武将の地域づくり
・仙台市の人口動向の変化と都心回帰

・社会・経済・文化的な諸現象を

・「地域的まとまり」やその「変化」の視点から着目して，

・なぜ「その地域」にそんな現象が「まとまって」見られるのか，

・社会経済情勢の中でどう変わり，どんな問題が生じているのか，

・その様相とメカニズムを考える。

①「まとまり」を感じる
… 他とは異なる特徴ある地域現象や問題に気づく

②その「まとまり」の様相や変化を客観データで確認する。
… 統計分析 ⇒ 表，グラフ，分布図
… 地域の歴史的，自然的，産業経済的背景を把握する。

③「まとまり」を成り立たせている要因や諸関係「つながり」
を類推する … 理論学習，仮説

④「つながり」の中心「よりどころ」の様相を実地調査

⑤これらを総合して「まとまり」形成のメカニズムを考える。
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1111．．．．地域のトータルな理解 … … … … 
「産業地域」を主としながらも，
自然，歴史，伝統文化を含めて，
地域問題をトータルかつ時空
間的に捉えることを重視

★特色

２．２．２．２．手法手法手法手法ももももトータルトータルトータルトータルにににに … 文献学習，
実地ヒアリングとあわせ，統計分析，
地図分析も含めて，1つの作品に。

４．４．４．４．密着指導密着指導密着指導密着指導＝＝＝＝放任しない放任しない放任しない放任しない＝＝＝＝怠けを
許さない。そのわけは … 
・地域調査は，相手に迷惑事

⇒礼を失しない指導が不可欠
・地域研究は職人仕事 ⇒ ソフト，
データ，地図，文献を産地研に整備
・それらを駆使して「総合的作品」と
しての卒論を指導

・自力でやりたい人には
うっとおしいかも。。

３．３．３．３．スタイルスタイルスタイルスタイル ………… 理学部地理学科の
出身 + 中・高と美術部
⇒人文・社会分野の技法に加えて，
統計分析，地図化など理系的な研
究技能を体得 ＋ アートのセンス

５．５．５．５．ゼミ指導が仕事の中心ゼミ指導が仕事の中心ゼミ指導が仕事の中心ゼミ指導が仕事の中心
・大学での生活はゼミ指導を中心
に回っている
・研究費の多くは卒論指導に還元
… 文献入手，文房具，レンタカーetc.

女 男

2020     5 4

2019 7 2+1

2018     5 1+1  

2017     0     4

2016     2 0

2015     4 3         

2014     4  1      

2013     0     2

2012     2 0     

2011     7 6   

ゼミ生の数

７．７．７．７．産業地域研産業地域研産業地域研産業地域研が”ホームルームホームルームホームルームホームルーム”
… 地域調査・研究に必要な文献，
設備，地図，ソフト類を整備

⇒ 他ゼミ生も集う

８．８．８．８．求められる求められる求められる求められる努力量努力量努力量努力量
… おそらく最多最多最多最多のゼミの1つ

６．６．６．６．共通行事はゼミ生の希望共通行事はゼミ生の希望共通行事はゼミ生の希望共通行事はゼミ生の希望
・飲み会，夏合宿等は，私からは求めず。
ゼミ生の希望と盛り上がりに沿って。

他ゼミ

atsumi

akama

akiba, takimi, kosuke

chiharu, jun, mayu

okawa, osaki,ikue
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★ゼミ運営（３年生）

・前期 … 文献紹介（自由選択），
研究テーマ決め，夏の計画

・夏 … 計画実施

・後期 … 夏のまとめ，研究テーマ
に沿った文献紹介，統計分析等，
春の研究計画

・春休み … 実地調査

・GW明け … 第1回中間発表会
（遠藤ゼミと合同）

・持ち点 … 80

・出席状況 … 遅刻10分につき-1，
欠席-9，無断欠席-12

・発表状況 … 良い発表+1〜5，
やっつけ発表は-1〜5（再発表）

・参加状況 … 良い意見+1，非常
に良い意見+2〜5，無言・不勉強-1

★成績評価

・喫煙習慣ある場合は
無くしておく。

・学外のコンパや実習
の際も喫煙＝クビ

・指導に対する真摯な対応
… 遅刻・欠席しない。課題にきち
んと応える。
・好奇心，探究心，こつこつ調べる
のを厭わない。

★ゼミ生に
求めること

★過去のゼミ活動

薬来山麓の農村ツーリズム

・薬莱山麓は「リゾート」構想の数少ない成功事例地
・温泉保養施設，農産物直売所，薬来ガーデンの目玉施設の
ほか，農家レストラン，農家民宿，ワサビ農場などが集まる。
・山麓の一角で伝統の「地織」が受け継がれている。

・３年生の夏，ゼミ生の提案でこれらを訪問調査。
・そこから，5人の卒論に発展

2010年

・最も面白かったのは，「地織」をテーマにした研究。

・最後の技能者が高齢・引退して存続危機に瀕する中で，
「地織」を継承しようとする技能者の娘と，他地域で専門
技術を習得して芸術品として発展させようとする弟子の
「伝統」に対する考え方の違いを考察。

⇒地域構想学研究教育報告に掲載
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2015夏合宿

2015・16年 ・阿武隈山村·山舟生の地域づくり支援

・福島県の「大学生による地域づく
り支援事業」に応募して採択。

・県境山村・山舟生に入ることに。

・山村に生きる人々と交流する中
で，次の卒論に発展：
①伝統の山車祭りと地域社会，

②紙漉き技能の継承

③山林資源を生かしたお手玉づくり

④食の産業化と女性パワー

⑤小学校（ちょうど閉校の年）と地域
のかかわり

④は優秀卒論・学科長賞

・他も，３年後期から卒論を始めた
こともあり，みな充実した卒論に

⇒地域構想学研究教育報告に連載中

・この経験から，卒論着手を
３年後期からに早める。

・それが功を奏してか，2017年も
ゼミ生が学部長賞受賞

村山花奈：郊外住宅団地の高齢
化・商業空洞化と「買い物弱者」
解消の取り組み．

・2017年のもう1人のゼミ生↓

⇒地域構想学研究教育報告
に掲載

中里明季：長面浦の漁場利用
と生業の復興—非定住漁村の
ゆくえ．

⇒東北文化研究所紀要に投稿中

★これまでの卒論や実習の成果も，
可能な限り両誌に掲載済み。
… ネット検索・取得できるよ。
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2014夏合宿

2013
「産地研ゼミ」

メンバー

★平吹ゼミに
も参加し，後期
から高野ゼミ
を選択

★増子ゼミにも
参加し，後期から
増子ゼミを選択

★柳井ゼミ
にも参加し，
夏後に高野
ゼミを選択

2012夏合宿

2013夏合宿
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2010夏合宿

2008夏巡検：夏巡検：夏巡検：夏巡検：北上川北上川北上川北上川をたどるをたどるをたどるをたどる

2009夏調査：夏調査：夏調査：夏調査：薬莱山麓薬莱山麓薬莱山麓薬莱山麓開発と開発と開発と開発と産直産直産直産直活動活動活動活動

土地の土地の土地の土地の名産名産名産名産をををを食食食食するのも重要な実習課題するのも重要な実習課題するのも重要な実習課題するのも重要な実習課題
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2018年，３年ゼミ紹介

・9.14 花泉・古代米，館が森牧場
・9.28 白石，歴史の地域づくり，
丸森，佐野地織，和紙
・10.14 喜多方・雄国そば

・11.02 一関もち，東山和紙
・11.21 福島果樹・四季の里
・1.11 名取，花，セリ，セリ鍋

・前期の前半：指定論文読解
・前期の後半：関心テーマを決めて，
情報収集・発表
・夏休み … フリー
・夏休み明け … 体験報告
・後期：研究課題を決めて発表ゼミ

・調査候補地の見学会「土曜巡検」
・飲み会，
合宿ナシ
・その分，
実地見学

佐野地織

世喜の一もち膳

花泉古代稲組合

2019年，３年ゼミ紹介

・11.02（土）薬来リゾート
・11.23（土）白石，丸森

… 飛び入りOK

・前期の前半 … 指定論文読解

・前期の後半 … 関心分野に基づいて
４グループに分け，情報収集・発表

… ①農村ツーリズム，②廃校舎利活用，
③ご当地化粧水，④アパレル店立地

・夏休み … フリー
・遠藤ゼミのバリ旅行に参加した学生も

・ゼミ巡検

・ 9.21 藤沢町の六次産業化

・10.06 白石鬼小十郎まつり，
弥治郎こけし，蔵王チーズ

・後期 … 「進級論文」を復活。研究テー
マを決めて，情報収集・発表ゼミ

藤沢焼き窯元

農家カフェ甘欧
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2015.12.18

2018.12.14

2017.12.21

ゼミ・クリスマス
2019.12.20

★卒業生卒業生卒業生卒業生

・企業（県外） … 久光製薬， 協和発酵， イセキ農機， イオン， ヤマザワ，
東京メトロ， JR東日本， JR北海道， 日本郵政，アダストリア etc.

・企業（県内） … NTTドコモ， 建設新聞社， スズキ宮城， 菓匠三全，
フクダ電子， Vitalnet etc.

・銀行，信金 …七十七銀行，山形信金, 青森銀行， 岩手銀行， 福島信金

・団体 … JAふくしま， 全農宮城， パールライス宮城， みやぎ生協

・公務員 … 福島県庁，会津若松市，福島市，余目町，山形県警，新庄市，

宮城県庁，むつ市役所

・教員 … 教員（小，中 各1）

・・・・自営自営自営自営 … 製材会社，建設会社，

プロ・ラッパー「鬼太鼓鬼太鼓鬼太鼓鬼太鼓tribe」⇒


