Title

Author(s)

Citation

Issue Date

日本の地理学研究者によるアメリカ研究 : 文献目録

矢ヶ崎, 典隆

東京学芸大学紀要 第3部門 社会科学, 56: 51-63

2005-01-31

URL

http://hdl.handle.net/2309/2809

Publisher

東京学芸大学紀要出版委員会

Rights

東京学芸大学紀要 3 部門

56 pp．51〜63，2005

日本の地理学研究者によるアメリカ研究
―― 文 献 目 録* ――

矢ヶh

典

隆

地 理 学**
（2004年 8 月31日受理）

1 ．はじめに

献目録1945〜1951』（柳原書店，1952年），『地理学文献
目録第 2 集1952〜1956』（柳原書店，1957年），『地理学

20世紀は地理学にとって不遇の時代であった。地理

文献目録第 3 集1957〜1961』（柳原書店，1963年），『地

学は科学・技術の目覚しい発達から取り残され，ビジ

理学文献目録第 4 集1962〜1966』（大明堂，1968年），

ネスや行政の世界ではその有用性が十分に評価される

『地理学文献目録第 5 集1967〜1971』
（大明堂，1973年），

ことはなく，一般社会においても影の薄い存在となっ

『地理学文献目録第 6 集1972〜1976』
（大明堂，1978年），

てしまったようにみえる。学校教育制度に守られて

『地理学文献目録第 7 集1977〜1981』
（大明堂，1984年），

細々と地理学の研究や教育が行われているが，そこで

『地理学文献目録第 8 集1982〜1986』
（大明堂，1989年），

活躍するのは地理マニアたちである。21世紀に地理学

『地理学文献目録第 9 集1987〜1991』（古今書院，1993

はどのように存続・展開していくのであろうか。地理

年），『地理学文献目録第10集1992〜1996』（古今書院，

学の将来にはすでに暗雲が立ちこめており，現在の状

1998年），『地理学文献目録第11集1997〜2001』（古今書

態が続けば地理学は間もなく存続の危機を迎えること

院，2004年）である。また，今までの私の研究の過程

になるだろう。

で収集した文献も収録した。なお，収集の対象とした

20世紀の地理学と地理学研究者は，発展のためのさ

「日本の地理学研究者」とは日本にある地理学関係の学

まざまな努力を続ける過程で，地理学が議論の基盤と

会に所属する日本在住の会員であり，彼らが出版した

するはずの地域を見失ってしまったように思えてなら

論文や書籍，そして日本で出版された地理学関係の雑

ない。私が関心を寄せてきたアメリカ合衆国に関して

誌や書籍に収録された論文を対象とした。この文献目

も，アメリカ研究の専門家は限られているし，オリジ

録は完全なものであるとはいえないが，日本における

ナル研究の蓄積は不十分なままである。私がアメリカ

地理学研究者によるアメリカ研究の動向を把握するた

研究を志した1970年代と比較しても，現在の若い地理

めの基礎資料として有効である。今後も継続してこの

学研究者がアメリカ合衆国に関して強い関心を持って

文献目録の充実を図って行きたい。

いるようには見えない。地理学が発展していくために
2 ．文献目録

は，地理学研究者が地域を再認識し，地域へのこだわ
りを取り戻すことが必要だと私は考えている。
以上のような現状において，地理学研究者によるア

朝倉隆太郎 1968．アメリカ合衆国における中等社会科
教育の類型と地理教育の動向．社会科教育研究

メリカ合衆国に関する研究動向を整理することには重

26： 8 _16．

要な意義が存在する。そのための基礎作業として，ア
メリカ合衆国に関して地理学研究者が出版した論文等

朝倉隆太郎 1990．HSGP単元「日本」の内容構成の方法．

の目録を作成した。おもな資料としたのは，『地理学文

＊
＊＊

G. H. カキウチ先生退官記念会編『アメリカ・カナ

Japanese Geographers’ Contribution to American Studies: Bibliography / Noritaka YAGASAKI
東京学芸大学（184-8501 小金井市貫井北町 4–1–1）
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展と対外関係の変遷(1)・(2)．地理学 9 ：1625_1635；

ダの自然と社会』大明堂503_516．

10：13_27．

朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング
ロアメリカ 1 ニューヨーク市』朝日新聞社．

飯本信之 1933．北米地誌の概観．地理学 1 ：82_99．

朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング

飯本信之 1934．北米合衆国の領域の増大と統治．地理
学 2 ：675_694．

ロアメリカ 2 東部』朝日新聞社．
朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング
ロアメリカ 3 南部』朝日新聞社．

飯本信之 1937．『政治地理学研究下巻両米編』中興館．
碩 2000．冬季オリンピックの開催地―ソルトレ

池田

ーク・ユタ州―．地理46(12)：48_54．

朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング
ロアメリカ 4 中西部』朝日新聞社．

I ZAKI , Yoshiharu 1981. The residential correspondence

朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング

between Japanese and other ethnic groups in San

ロアメリカ 5 ロッキー山脈とその周辺』朝日新聞

Francisco. Geographical Review of Japan 54: 115_125.
石川友紀 1977．ハワイにおける初期沖縄県移民一世の

社．
朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング
ロアメリカ 6 太平洋岸』朝日新聞社．

歴史地理学的考察．史学研究136：59_84．
石川友紀 1997．『日本移民の地理学的研究』榕樹書林．

朝日新聞社 1983：『週刊朝日百科 世界の地理 アング

石川義孝 1989．アメリカ地理学会の一断面．奈良大学

ロアメリカ 7 アラスカ・ハワイ』朝日新聞社．

文学部地理学教室編『地理学の模索』地人書房

安達金之助 1923．米国に於ける排日問題の真相．地学

113_125．
石田龍次郎ほか 1940．『世界地理第15巻北亜米利加』

雑誌35：390_399；35：416_467．
安仁屋政武 1978．アメリカ合衆国アトランタ市の空間
構造に変化をもたらす因子の研究．藤岡謙二郎先

河出書房．
石田龍次郎・渡辺

生退官記念事業会編『歴史地理学研究と都市研究
（下）』大明堂
阿部

467_476．

大陸』河出書房．
石田龍次郎・矢沢大二編 1959．『北アメリカ』古今書

隆 1991．アメリカ合衆国におけるアジア系住民

の居住分布―ワシントン州シアトル大都市圏を中

院．
石原照敏 1971．五大湖地方における酪農と乳業―酪農
地域の形成と構造―．地理16(5)：27_32．

心に―．宮城学院女子大研究論文集73：53_84．
隆 1993．アメリカ合衆国における学校の非差別

石丸哲史 2003．アメリカ合衆国における沖縄県出身移

化とホワイトフライト― J. D. Lord らの文献紹介を

住者に関する地理学的検討―移動・定着・同化の

中心として―．宮城学院女子大学生活科学研究所

プロセスと企業経営―．沖縄地理 6 ： 1 _13．

阿部

研究報告25：71_103．
阿部

亨 1963．アメリカにおける「資源学」の発展．

石光

隆 1995．民族と都市―アメリカ合衆国とカナダ

の場合―．統計46(12)：19_24．
阿部

光 1951．『世界地理体系第四巻新

隆・実

清隆・杉浦

兵庫地理 8 ：69_76．
石光

シアトルのアジア人街．地理36(5)：35_40．

亨 1965．モデスト―地域開発の一理想像―．国

民経済雑誌 111(4)：69_87．

直 1991．民族が共存する

井関弘太郎 1972．アメリカの過疎問題―南ダコタ州の
農村探訪から―．中部圏開発21： 2 _12．

飯田耕二郎 1986．明治期・テキサスにおける日本人の
米 作 者 に つ い て ．『 人 文 地 理 学 の 視 圏 』 大 明 堂

磯田則彦 1997．アメリカ合衆国をはじめとする先進諸

571_580．

国における国内人口移動パターンの変化について

飯田耕二郎 1994．ハワイにおける日本人の居住地・出

―1970年代・1980年代を中心として―．福岡大学

身地分析―1885年と1929年―．人文地理46 ( 1 ) ：
85_102．

人文論叢29(3)：1475_1497．
理 1994a．アトランタ大都市圏における人口の

伊藤

飯田耕二郎 1996．ハワイにおける日本人の職業構成―

地域的動向―1970年代以降を中心に―．帝塚山大
学教養部紀要38： 1 _33．

1910年代〜1930年代―．『1920年代ハワイ日系人ア
メリカ化の諸相』同志社大学人文科学研究所 126_

伊藤

理 1994b．アトランタ大都市圏の発展と郊外化．

地理39(7)：45_52．

140．
飯田耕二郎 2003．『ハワイ日系人の歴史地理』ナカニ

伊藤

シヤ出版．

理 1995．アメリカ合衆国におけるショッピング

センターの発達とその地域的展開．経済経営研究

飯塚浩二 1941；1942．アメリカ合衆国に於ける国土の発

（帝塚山大）3 ：133_148．
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悟・井田仁康・中村康子 1998．学校教育におけ

伊藤

G. H. カキウチ先生退官記念会編『アメリカ・カナ
ダの自然と社会』大明堂309_331．

る GIS 利用―アメリカ合衆国の動向とわが国の可
能性―．GIS―理論と応用― 6 (2)：65_70．

勇 1992．アメリカの民族新聞研究の動向と課題．

太田

伊藤達雄 1994．ハブ空港のコンセプトをデンバー新国
際空港にみる．法経論叢（三重大学）11(2)： 1 _24．

地理学評論65A：689_715．
太田陽子ほか 1995．オレゴン州サウススルーの沖積低

伊藤達雄 1973．アメリカ合衆国における地理学の社会

地の掘削調査に基づく完新世後期の古地震の復元．

的地位．地理18(12)：16_23．

地学雑誌104：94_106．

伊藤達雄 1990．アメリカにおけるインターステイト・

太田陽子・海津正倫 1995．アメリカ合衆国ワシントン

ハイウエイの建設と都市空間構造の変化．G. H. カ

州ナセル川河口付近における完新世堆積物の層

キウチ先生退官記念会編『アメリカ・カナダの自

序・年代と珪藻分析に基づく古地震の復元．地学

然と社会』大明堂

415_430．

雑誌104：107_112．

昇 1978．米国都市の人口推移と新しい発展要因．

井内

大塚昌利 1995．アメリカ合衆国西部における道路交通
と合理性．立正大学文学部論叢102： 7 _30．

地学雑誌87：202_221．
昇 1979．米国の新しい居住空間―ニュータウン

井内

大友

センサス結果よりみた―．地理 6 (5)：92_94．

の現実と将来―．アメリカ研究13：145_165．
岩田一彦 1973．社会認識教育の革新と現代地理学―ア

大友

大橋興一 1962．帝政ロ領アメリカ植民地問題の歴史地

学教育学部紀要23：29_42．
岩田一彦 1984．アメリカ合衆国における地理教育の動

理的一考察．宇都宮大学学芸学部研究論集第1部
11：43_53．

貞・篠原昭雄編『地理教育の理

小笠原節夫 1978．アメリカ合衆国におけるスペイン系

論』明治図書．
上野福男 1959．米国の土地利用を視察して．地理 4 (6)

カウンテイ名の分布と特徴．地理学報告（愛知教
育大学）47：136_143．

：47_55．
上野福男 1965．北米大陸の温帯草原とその開発．地理

小笠原節夫 1980．アメリカ合衆国における大統領地名

10(3)： 7 _14．

の分布．『西村嘉助先生退官記念地理学論文集』古

植村元覚 1968．ハワイ諸島の観光産業．地理13(12)：

今書院．
小笠原義勝 1957．アメリカ合衆国の農業―最近の変化

29_35．

を中心として―．地理 2 (2)：23_38．

実 1978．カリフォルニアの稲作農業．北海道地

内田

岡本耕平 1999．ボストン都心部での徒歩空間の創出．

理52：41_49．
碓氷照子 1995．英米におけるGIS研究とその応用的利

岐阜地理43：133_137．
小川都弘 1975．20世紀前半におけるアメリカ合衆国南

用．奈良大学紀要23：123_132．

部の土壌侵食．人文地理 27(5)：516_532．

OUCHI, Shunji 1986. Possible effect of soil erosion on land
use change in northern Mississippi, U.S.A. Geographical

小口

高 1998．アメリカ合衆国におけるGISを利用し
た地形学研究― 5 機関を例に―．GIS―理論と応

Reports of Tokyo Metropolitan University 21: 133_143.

用― 6 (1)：75_80．

大阪市立大学経済研究所編 1987．『世界の大都市 4

奥野隆史 1969．アメリカ合衆国における都市交通．地

ニューヨーク』東京大学出版会．
大崎

篤 2000．合衆国における小地域統計の利用．統

計51(2)：28_35．

メリカ合衆国における新社会科の研究―．福井大

向と課題．町田

篤 1961．合衆国人口の分布と増減―1960年人口

理14(12)：20_27．

晃 2000．19世紀アメリカ捕鯨経済誌―ニューイ

ングランドにおける捕鯨業中心地形成の考察―．

奥野隆史 1969．合衆国における大都市地域交通研究に
ついて．東京教育大学地理学研究報告13：113_127．

地学雑誌109：87_105．
OSHIRO, Kenji 1973. Changes in the distribution of Japanese

奥野隆史 1969．合衆国における計量地理学―シカゴ大

population in the state of Washington, 1890_1940. 東

学・ノースウェスタン大学の研究報告を中心とし

北地理25(4)：190_200．

て―．地理学評論42：719_724．

O SHIRO , Kenji K. 1975. The rehabilitation of a central
business district: the Richmond (Indiana) Promenade

奥野隆史 1971．五大湖の水運．地理16(5)：20_26．
織田武雄 1950：アメリカの人口動態．人文地理 2 (1)：

(1). 東北地理27：139_144．
太田

49_59．

勇 1990．アメリカ少数派民族新聞の二つの動向．

小原啓士 1958．古き綿業都市Lowell．経済地理学年報

− 53 −

東 京 学 芸 大 学 紀 要

第 3 部門

菅野峰明 1984．アメリカ合衆国の自動車工業と都市．

4 ：29_35．

地理29(9)：30_38．

小野裕一 2001．世界のトルネードを追って ( 1 ) ．地理
46(5)：54_59．

菅野峰明 1996．アトランタのダウンタウンを歩く．地
理41(7)：84_93．

香川幹一 1948：『概観世界地誌（アメリカ編）』古今書

菅野峰明・平井

院．
帷子二郎 1950：北米に於けるアングロサクソン植民の

理学年報46：295_310．

加藤一誠 1999．アパラチア地域における産業構造と所

木内信蔵 1961．ヨーロッパとアメリカにおける最近の

得分配の変化．人文地理51(4)：82_95．

都市地理学および関連分野の研究・調査．地理学

肇 1973．アリゾナ砂漠の開発―Salt River Project
を中心として―．水温の研究16(6)：12_18．

評論34：229_243．
木内信蔵 1962．米国地理学界の近況．地学雑誌71：
186_191．

肇 1990．北アメリカの農業問題―主として太平

金崎

洋地域の農業の問題点―．G. H. カキウチ先生退官

木内信蔵 1963．アメリカの地理学研究．地理 8 (1)：
41_46．

記念会編『アメリカ・カナダの自然と社会』大明

菊池一郎 1974．メリヤス工業の地域構造―近畿圏とア

堂127_147．
金崎

誠 2000．ハイプレーンズの中心都市

ガーデンシティの機能と商業的土地利用．経済地

地理学的考察．人文地理 2 (2)： 1 _11．

金崎

第56集（2005）

肇・カリフォルニア研究会編 1973．『カリフォ

メリカ大西洋岸地域の場合―．地理学評論45：
201_215．

ルニア―その自然・社会・生活―』古今書院．
兼清弘之 1972．カリフォルニアの人口移動．亜細亜大

菊地一郎 1990．アメリカ合衆国太平洋岸地域の工業地

学経済学紀要 7 ．

誌研究．G. H. カキウチ先生退官記念会編『アメリ

兼清弘之 1983．アメリカ合衆国の人口移動転換．人口

カ・カナダの自然と社会』大明堂225_243．
菊池泰男 1983．商品銘柄別にみた合衆国産小麦の産地

学研究 6 ：15_21．

と需給．地理誌叢 24(2)：10_17．

金子晶子 1974．カリフォルニアのぶどう生産．地理19
(9)：52_62．

岸上鎌吉 1921．北米太平洋沿岸の漁業に就て．地学雑

亀田史男 1950．合衆国の木材生産．人文地理 3 (2 )：

誌33：61_68；33：135_144．
木地節郎 1951．米国の鉄鋼業について．人文地理 3 (1)

86_90．
川合元彦 1969．アメリカ合衆国における地理教育につ
いて―とくにHSGPの内容とその特色―．新地理

：17_30．
日下雅義 1977．アメリカ合衆国における自然地理学の
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