
2016 年次 日本島嶼学会大崎上島大会（実施要項） 
 
１．テーマ・主旨 

 テーマ：海と陸の関係を問い直す－瀬戸内・大崎上島からの発信－ 
主 旨：瀬戸内島嶼の特徴は、本州あるいは四国・九州といった「巨大な陸地」を常に意

識せざるを得ない点にあるように思われる。瀬戸「内海」という捉え方自体、このような

感覚を前提としているようだ。大崎上島での開催に際し、瀬戸内島嶼を「島と海、そして

本土」をめぐる三者関係のバリエーションとして捉え、海と陸との関係について改めて問

い直してみたい。 
 今大会は、年次大会としては初の瀬戸内島嶼での開催となる。開催地である大崎上島は

本州至近でありながら架橋がなされていない「離島」である。また、開催校を務める広島

商船高等専門学校は、離島所在の高等教育機関でありながら文部科学省「地（知）の拠点

整備事業」(COC)に選定されたユニークな存在である。このような環境での大会開催は、

同時期に開催される COC シンポジウムと併せ、参加者にも、そして学会全体にも様々な

刺激をもたらしてくれるに違いない、と考えている。 

 

２．開催期日  2016 年 9 月 2 日（金）から 9 月 4 日（日） 

9 月 2 日（金）午後：出前講座および理事会 
9 月 3 日（土）基調講演、研究発表、総会、懇親会等 

9 月 4 日（日）エクスカーション 

 

３．開催場所  広島県豊田郡大崎上島町（広島商船高等専門学校） 
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野 4272－1 （TEL：0846-65-3101) 

 

４．問合せ等 
・参加／発表等：日本島嶼学会大崎上島大会 2016 <oosaki.kamishima2016@gmail.com> 
・観光情報等 ：大崎上島町総務企画課企画調整係  
   Tel ：0846-65-3112 
   mail：kikaku01@town.osakikamijima.hiroshima.jp 
５．後  援 

広島商船高等専門学校、大崎上島町 

 

６．実施組織 

大会名誉会長：辻啓介(広島商船高専校長) 

大会名誉副会長：高田幸典(大崎上島町長) 

実行委員長：村上和弘（愛媛大学）、副委員長：松島勇雄（広島商船高専） 

委 員：長嶋俊介（日本島嶼学会参与）、水井真治(広島商船高専)、山田知子(比治山大学)、

遠部慎(久万高原町教育委員会)、他若干名 
 

tel:0846-65-3112
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７．全体プログラム 

 (1) 本事業：理事会、総会、基調講演、研究発表(ポスターセッション含む) 
(2) 付随事業：出前講座、エクスカーション、懇親会、その他 

 
８．プログラム構成（時系列） ＊会場は広島商船高専です。 

9 月 2日(金) 13:30～15:30 出前講座(県立大崎海星高校) 
  16:00～18:00 理事会 
9 月 3 日(土) (09:00～10:30 COC シンポジウム) ＊公開シンポジウム 

  10:35～10:45 開会式(会長挨拶、来賓祝辞等) 

  10:45～11:30 基調講演 1：西田正憲氏「瀬戸内海の発見再論」 

  11:35～12:05 基調講演 2：馬場 宏氏「東野村と船」 

  12:10～13:00 昼食＆休憩（事前申込者には弁当＆お茶を配布） 

  13:00～14:15 研究発表①②③④ 3人×4会場（発表 20 分、質疑 5分） 

  14:15～15:30 研究発表⑤⑥⑦⑧ 3人×4会場（発表 20 分、質疑 5分） 

  15:30～17:10 研究発表⑨⑩⑪⑫ 4人×4会場（発表 20 分、質疑 5分） 

  17:30～18:30 2016 年度総会（総会終了後に研究奨励賞授与式） 

  19:00～21:00 懇親会（大崎上島開発総合センター） ＊送迎あり 

 

＊ポスター発表も可能です（発表者多数の場合は御協力をお願いする場合があります）。 

＊ポスターは実物を事前郵送、または当日ご持参ください。AO サイズまで掲示可能です。 

 

 9 月 4 日(日) エクスカーション 

  エクスカーションＡ(3時間コース)：参加費 2,500円 

  エクスカーションＢ(6時間コース)：参加費 4,500円(昼食代含む) 

エクスカーションＡ(3 時間コース)日程 

時間 行 程 (場所) 詳 細 

8:30 広島商船高専 出発 島内主要地点でピックアップ 
8:50 大崎クールジェン㈱ 見学 説明→現場視察 
 9:50 見学終了、白水港へ  
10:10 白水港到着、契島港へ 実習船 ひかり 
10:35 東邦亜鉛㈱契島精錬所 見学 説明→現場視察 
11:35 契島港出発、竹原港(内港)へ 実習船 ひかり 
11:55 竹原港(内港)到着、解散  

 
エクスカーションＢ(6 時間コース)日程 

時間 行 程 (場所) 詳 細 

8:30 広島商船高専 出発 島内主要地点でピックアップ 
8:45 船の資料館 見学  
9:45 見学終了、海と島の歴史資料館へ  



9:55 海と島の歴史資料館 見学  
10:25 見学終了、大崎クールジェン㈱へ  
10:45 大崎クールジェン㈱ 見学 現場視察 
11:45 見学終了、昼食場所へ  
11:55 昼食(弁当)・休憩  
13:00 昼食休憩終了、白水港へ  
13:20 白水港到着、契島港へ 実習船 ひかり 
13:45 東邦亜鉛㈱契島精錬所 見学 現場視察 
14:45 見学終了、契島港出発 実習船 ひかり 
15:05 竹原港(内港)到着、解散  
 
９．参加申し込み期限・方法（様式１・様式２・様式３） 

＊研究発表申込方法： 

 発表希望者は、「参加申込」に先立ち、2016年 7月 10日（日）までに様式１(発表申込

書)をメールにてお送りください。 

 また、7 月 24日（日）深夜までに発表要旨をメールの添付ファイルでお送りください。 

 

 送付先： 〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 

  愛媛大学国際連携推進機構 村上和弘(日本島嶼学会) 宛 

  TEL：089-927-8289 e-mail：oosaki.kamishima2016@gmail.com 
  ＊原則としてメール(ファイルを添付)にてお申し込みください。 

  ＊様式は学会 HPよりダウンロード可能です。 

  http://islandstudies.jp/ 

 

発表要旨規格：対応形式：MS-Word形式(.doc/.docx)、リッチテキスト形式(.rtf)等。 

規格：Ａ４判、横書き、11ポイント、１行 40字＊40行（概ね 2-4頁までとします） 

  余白：上段 35ミリ、下段 30ミリ、左右 30 ミリ程度（要旨見本参照） 

   最上段中央部に表題を入れてください。 

   １行あけて３行目右側に氏名（所属）を明記して下さい。 

 

＊原則として、いただいた原稿をそのまま印刷し、要旨集に掲載します。 

＊期限までに提出がなかった場合、発表辞退として処理させていただく場合があります。 

＊配付資料等を別途持参される場合は、60部程度を予め御自身でご準備ください。 

＊ポスター発表の方は、実物を事前郵送(広島商船高専・松島宛)、または当日ご持参くだ

さい。最大 A0 サイズの掲示が可能です。 
 

 

＊参加申込方法：2016年７月 31 日（日）までに様式２(申込書)をメールにてお送り 

 ください。また、総会不参加の場合、併せて様式３(委任状)もお送りください。 

mailto:oosaki.kamishima2016@gmail.com


 

 送付先： 〒725-0213 広島県豊田郡大崎上島町東野 4272-1 

    広島商船高等専門学校 松島 勇雄(日本島嶼学会) 宛 

  TEL：0846-67-3005 e-mail：oosaki.kamishima2016@gmail.com 

  ＊原則としてメール(ファイルを添付)にてお申し込みください。 

  ＊様式は学会 HPよりダウンロード可能です。 

  http://islandstudies.jp 

 

１０．大会参加費等の支払い方法 

以下の単価に従い、各自で合計額をご入金ください(8月 20日まで)。 

 大会参加費(要旨集含む)： 2,000円 

 懇親会費：   5,000円 

 弁当代（9 月 3日昼食） 1,000円 

 エクスカーションＡ： 2,500円 

 エクスカーションＢ： 4,500円(昼食の弁当代含む) 

 

 送金方法 郵便振替 

 振替口座名 日本島嶼学会中四国支部 

 記号番号 ０１３４０－３－９１８８４ 

 

＊ 送金に際しては、必ず氏名および連絡先(機関送金の方は所属等)をご記入下さい。 

＊ 記入できない場合は、氏名・連絡先および振替日を oosaki.kamishima2016@gmail.com 
  まで御一報ください。 

 

１１．宿舎の斡旋 
 同封の「観光案内マップ」を参考に、各自で御手配ください。送迎の有無は宿舎ごとに

異なりますので、必ず宿舎に御確認ください。 
 

１２．集合・解散 

 現地集合・現地解散といたします。大崎上島への主要アクセス手段は以下の通りです。 
 大崎上島には旅客港が 8 カ所あります。送迎等手配の際はお気を付けください。 
(本州方面から) ・高速船 ：竹原港(広島県竹原市)より 1 日 7 往復 
   ・フェリー：竹原港(広島県竹原市)より 1 日 39 往復 
   ・フェリー：安芸津港(東広島市安芸津町)より 1 日 16 往復 等。 
(大崎下島から) ・フェリー1 日 12 往復、高速船 1 日 7 往復 
(四国方面から) ・フェリー：今治港より 1 日 2 往復 
   ・旅客船 ：今治港より 1 日 3 往復(大三島・宗方港にて乗り継ぎ) 
時刻表・料金等は下記を御参照下さい。 
http://www.osakikamijima-kanko.jp/about/access.html 

mailto:oosaki.kamishima2016@gmail.com
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（様式１）   2016年次日本島嶼学会大崎上島大会「研究発表申込書」 

＊〆切 2016 年 7月 10 日(日) 

 

                       申込み：    年  月  日 

氏 名  所属  

住 所 

 

〒 

電話：            ＊携帯番号： 

発 表 

資 格 

１．正会員  ２．学生会員  ３．入会申請中(申請日      ) 

４．地元推薦 

＊発表申込は、会員（申請中の方を含む）および地元推薦者に限られます。 

＊「地元推薦」による申込は、事前に実行委員長の承認を得た方に限られます。 

①発表タイトル  

②発表形式 １．口頭    ２．ポスター 

③使用ＯＡ機材 １．パソコン(パワーポイント使用可能) 

２．その他（           ） 

④配付資料(別途持参) １．あり    ２．なし 

⑤その他 要望等  

 送付先： 〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 

  愛媛大学国際連携推進機構 村上和弘(日本島嶼学会) 宛 

  TEL：089-927-8289 

  e-mail：oosaki.kamishima2016@gmail.com 

  ＊原則としてメール(ファイルを添付)にてお申し込みください。 

  ＊様式は学会 HPよりダウンロード可能です。 

  http://islandstudies.jp 

 
発表要旨の提出期限及び提出方法 

  2016年 7 月 24日（日）深夜までに、メールの添付ファイルにて御提出ください。 

対応形式は MS-Word 形式(.doc/.docx)、リッチテキスト形式(.rtf)等です。 
 

規格：Ａ４判、横書き、11ポイント、１行 40 字＊40行(おおむね 2-4頁までとします) 

  余白：上段 35ミリ、下段 30ミリ、左右 30 ミリ程度（要旨見本参照） 

   最上段中央部に表題を入れてください。 

   １行あけて３行目右側に氏名（所属）を明記して下さい。 

 

＊原則として、いただいた原稿をそのまま印刷し、要旨集に掲載します。 

＊期限までに提出がなかった場合は、発表辞退として処理させていただく場合があります。 

＊別途、配付資料等を持参される場合は、60 部程度を予め各自で御準備ください。 

＊ポスター発表の方は実物を事前に郵送(広島商船高専・松島宛)、または当日ご持参くだ

さい。最大 A0 サイズの掲示が可能です。 

mailto:oosaki.kamishima2016@gmail.com


（様式２）      2016年次日本島嶼学会大崎上島大会「参加申込書」 

＊2016年 7月 31日(日)〆切 

 

                        提出：    年  月  日 

氏 名  所属  

住 所 

 

 

〒 

電話：            ＊携帯番号： 

メール： 

①大  会 １．参加       ２．不参加   

②総  会 １．参加       ２．不参加      

③懇 親 会 １．参加       ２．不参加      

④研究発表 １．発表する     ２．発表しない 

⑤昼  食 １．09/03 分(1食分)  ２. 不要 

⑥ｴｸｽｶｰｼｮﾝ １．ｴｸｽｶｰｼｮﾝＡに参加 ２．ｴｸｽｶｰｼｮﾝＢに参加   ３．不参加 

 

 

費用計 

 

大会参加費  ： 2,000円(要旨集代含む) 

懇親会費   ： 5,000円 

昼食代(09/03)： 1,000円 

ｴｸｽｶｰｼｮﾝＡ  ： 2,500円 

ｴｸｽｶｰｼｮﾝＢ  ： 4,500円(09/04の昼食代含む) 

  計  ：     円（8月 20 日まで、郵便振替） 

＊振替口座名：日本島嶼学会中四国支部 記号番号：０１３４０－３－９１８８４ 

 

（様式３） 

               委    任    状 

 

    私儀、2016年度日本島嶼学会総会における議決に関する一切の権限を議長に 

   一任いたします。 

        年  月  日 

               住所 

               氏名                 印 

日本島嶼学会総会議長殿 

 

 送付先： 〒725-0213 広島県豊田郡大崎上島町東野 4272-1 

    広島商船高等専門学校 松島 勇雄(日本島嶼学会) 宛 

  TEL：0846-67-3005 

  e-mail：oosaki.kamishima2016@gmail.com 

  ＊原則としてメール(ファイルを添付)にてお申し込みください。 

  ＊様式は学会 HPよりダウンロード可能です。 

  http://islandstudies.jp  

mailto:oosaki.kamishima2016@gmail.com


（要旨見本）島嶼学からみた奥尻 

 

                          大島太郎（中島大学） 
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