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文献情報の整理と収集・読解
１．文献の種類と出典情報
・既存情報の収集は研究のスタート。関心テーマや地域に関する図書，論文，記事，web サ
イトなどの「リスト」づくりは，研究の最初の仕事なので必ず行うこと。
・実証研究の基本は「反証可能性」
（Karl Popper）
。つまり第三者が再確認できるような情報
（出典,入手方法,実験方法）を明示して，反証の可能性を与えるようにすること。
・文献の場合も，他の人がそれをみて当該文献を特定して入手できる出典情報を明示するこ
とが必要。具体的には以下：
・図書 … 著者，出版年，タイトル，出版社，総頁
・雑誌掲載論文･記事類 … 著者，出版年，タイトル，掲載誌，巻，号，始頁～終頁
・その他 … 未公刊報告書，役所,団体,企業の冊子･リーフ類，web 取得の pdf 文書など多
種多様。それらも資料になり得るので，上記の出典情報を確認してリストにする。

２．文献の記載形式
・文献情報の記載の仕方 … 雑誌によって微妙に異なる。主な学会誌（地理学評論，人文地理，
季刊地理，地理科学，経済地理学年報）に掲載された論文，あるいは高野が執筆した論文の文

献リストをみてみよ。 … 産地研 PC 脇のボックスに入れてある。
・各誌の作成要領 … 各学会の「投稿規程」,「執筆要領」のページに公開されている。
・形式はどれでもよいが，1 つに決めたらそれを一貫させる。
・文献の並び順 … 著者名の ABC 順，アイウエオ順，出版年順のいずれか。出版年順に並
べてみると研究テーマの変遷が分かる。
※Excel によるリストづくり
・文献数が多数の場合，Excel で作っておくと出版年，著者名，掲載誌の順に簡単に並べ変
並べ変
えられ，データベース
データベースとして便利。
データベース
・分野，テーマ，地域の列を作って並べ変えてみるのも整理に好都合

３．文献･記事の入手,ファイリング,読解
・リスト作りはあくまで研究のスタート。必要なものは入手して分類・ファイリング。
・タイトルでネット検索すると pdf 版が入手可能なもの多い。★pdf 取得した文献の出典情
報も極力上の形式に従う。ただし未公刊資料の場合は URL を記すしかない。
・ネット入手できないものは大学図書館に有償で取り寄せ依頼する。高野に連絡されたし。
・入手したら読み込んで整理して比較表にしてみる。知識と問題認識を深め，自らの研究の
視点と方法を考えること。
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文献リストの一般的な形式 … 「季刊地理学」方式

◇書籍
田辺健一（1971）
：都市の地域構造．大明堂，248 頁
田辺健一・長谷川典夫（1982）
：実験都市「仙台」
．大明堂，273 頁
桑島勝雄（1984）
：都市の機能地域（改訂増補版）
．大明堂，232 頁
高橋英博（2007）
：都市と消費社会との出会い―魔術化する仙台．お茶の水書房，324 頁
千葉昭彦（2012）
：都市空間と商業集積の形成と変容．原書房，249 頁
仙台市史編さん委員会（2011,13）
：仙台市（現代 1,2）

◇雑誌掲載の論文・記事類
・都市地域分化
芳賀 晨（1949）
：仙台市に於ける移入市民の研究．東北地理，1-2，68～72
田辺健一（1952）
：市民税の分布より見た仙台市の内部構造．東北地理，5-1，1～5
Watanabe Yoshio（1953）
：The Urban Region of Sendai: A Study of the Urban Concentric Zoning in
its Actual Pattern in Japan．Sci.Rept.of Tohoku Univ.Ser.7，2，30～52
田辺健一（1961）
：市街地の拡大と人口移動との関係－仙台の例で．東北地理，14-3，79～84
田辺健一（1969）
：広域中心都市仙台－その点と面．地理，14-10，20～25
後藤雄二（1981）
：17 世紀の城下町仙台における侍の居住パタ－ン．地理学評論，54，513～529
脇田武光（1986）
：仙台市の産業と土地経済からみた地域研究．大東文化大学紀要，24，85～109
千田芳文（1988）
：百万都市建設をめざす仙台と周辺の変貌．地理，33-1，142～147
高野岳彦（1994）
：仙台市における近年の住民属性と居住地区分化の変質．地理学評論，67，753～774
・都心地区
阿部 隆（1977）
：都心地区と周辺における駐車場の立地．宮城学院女子大学研究論文集，46，77～96
西原 純（1978）
：都市中心部における卸売事業所の立地変動．東北地理，30，42

～54

田辺健一・西原純（1978）
：卸売団地形成に伴う都市内部の土地利用の高度化．東北地理，30，99～106
西原 純（1979）
：仙台における CBD 発展の計量的分析．東北地理，31，165～171
桑島勝雄（1979）
：土地利用からみた CBD．東北地理，31，113～122
鈴木奏到（1979）
：仙台市における高層建築物の立地と立体的機能文化．東北地理，31，242～249
桑島勝雄（1984）
：仙台市・福島市の CBD の土地利用．東北地理，36，119～130
松岡恵悟（1996）
：仙台市における高層建築物の立地と推移．季刊地理学，48，276～292
広瀬智範（2000）
：マンション開発に伴う仙台旧市街地の地域変貌．季刊地理学，52，118～130
榊原彰子･松岡恵悟・宮澤仁（2003）
：仙台市都心部における分譲マンション居住者の特性と都心居住の
志向性．季刊地理学，55，87～106
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★Excel による文献リストの作成例
◇書籍・報告書
1 田辺健一

1971

都市の地域構造

大明堂

246

1 田辺健一・長谷川典夫1982

実験都市「仙台」

大明堂

214

1 桑島勝雄

都市の機能地域［改訂増補版］

大明堂

223

1984

◇論文，学術記事類
・都市地域分化
a

田辺健一

1952

市民税の分布より見た仙台市の内部構造－第２次要素による分析の試み
東北地理

a

田辺健一

1969

広域中心都市仙台－その点と面

a

横山 弘

1971

仙台市の都市構造．田辺健一編『広域中心都市』古今書院

a

後藤雄二

1977

城下町仙台の拡大にともなう侍町の変化

東北地理

29

a

千田芳文

1988

百万都市建設をめざす仙台と周辺の変貌

地理

33

高野岳彦

1994

仙台市における近年の住民属性と居住地区分化の変質

地理学評論

67

a

地理

5

1

14

10

1 ～ 5
20 ～ 25
121 ～ 142

3 146 ～ 153
1 142 ～ 147
11 753

774

・都市化・市街地形成
b

斎藤十郎

1948

戦災都市仙台に見られる人口変化

東北地理

1

1

33

b

芳賀 晨

1949

仙台市に於ける移入市民の研究

東北地理

1

2

68 ～ 72

b

田辺健一

1961

市街地の拡大と人口移動との関係 －仙台の例で

東北地理

14

3

79 ～ 84

b

田辺健一

19

破壊された都市景観の再編現象 －仙台の例－

地理評

22

264 ～ 273

★Excel による新聞記事リストの作成例 … すべて同一紙であれば掲載紙の列は不要
・記事の見出しによる … 内容が類推しにくいシャレた見出しもあるのが問題

・記事の内容による … いつ，どこで，だれが，なにを

★web リスト
・山舟生自治振興会「山舟生ニュース」
（http://yamahunew.web.fc2.com/）
・宮城県食育推進班（http://www.pref.miyagi.jp/kensui/syokuiku/syokuikusuishinhan2.htm）
・仙台市の都市計画（http://www.city.sendai.jp/toshi-kekakuchose/kurashi/machi/kaihatsu/
toshikekaku/toshikekaku.html）
※「〇年〇月〇日閲覧」は不要。提出直前にすべて再確認してその日付けをリストの冒頭に記す。
その時点で消えているページの引用はやめる。
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