
2017 年次 日本島嶼学会甑島大会（実施要項） 
 

１．テーマ・主旨 

 テーマ：甑島で考える島嶼の問題と未来展望 

主 旨：甑島列島は、本土と近距離にありながら交通手段が海上交通に限定されるなど隔

絶性が高く、また、国境離島や海洋離島的性格を併せ持ち、かつて 2 万人台を維持してい

た人口が今や 5 千人弱と 4 分の 1 にまで激減するなど典型的な過疎の島である。さらに宗

教弾圧、圧政、生活苦など様々な苦難を経験するなど、従来の離島苦をすべて凝縮内包す

る。その一方で、甑島は、逆にその隔絶性から、自然や歴史と民俗の宝庫とされてきた。

列島周辺海域は豊富な水産資源に恵まれ、海岸線の地形や奇岩は観光の目玉となり、小さ

な島にも関わらず城主と武家が存在し、武家屋敷や古武道が今に残る。2009 年には下甑島

のトシドンがユネスコの無形文化遺産に登録されるなど世界的に注目される民俗文化を有

するほか、毎年開催されるアクアスロンや文化フェスタなどの様々なイベントは多くの観

光客を呼び込む。さらに、漫画やアニメの舞台としても知られるなど島の持つポテンシャ

ルは極めて大きい。日本島嶼学会第 1 回年次大会のエクスカーション（1999 年 8 月）はこ

の甑島で行われた。学会創設 20 周年という節目を目前にして、当学会を、島嶼の様々な過

去と未来のポテンシャルを凝縮した甑島で開催するということは、日本の島嶼の課題を見

据え、未来を展望する上でも大きな意義があると言える。 

 

２．開催期日  2017 年 9月 1日（金）から 9月 3日（日） 

9月 1日（金）出前講座、エクスカーション、理事会 

9月 2日（土）シンポジウム、研究発表、総会、懇親会等 

9月 3日（日）研究発表、エクスカーション 

 

３．開催場所   

薩摩川内市里公民館 

〒896-1101 薩摩川内市里町里 1910番地  （TEL：09969-3-2958) 

  薩摩川内市里定住センター（里支所内） 

 〒896-1192  薩摩川内市里町里 1922 番地   （TEL：09969-3-2311) 

 

４．問合せ等 

・参加／発表等：日本島嶼学会甑島大会 2017< tousho2017koshiki@gmail.com > 

・観光情報等 ：薩摩川内市観光物産協会  （TEL: 0996-25-4700） 

 

５．後援 薩摩川内市、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 

 

６．実施組織 

大会名誉会長： 岩切秀雄(薩摩川内市長) 

実行委員長： 萩野 誠（鹿児島大学） 



副委員長： 桑原季雄（鹿児島大学） 

実行委員： 古里洋一郎（薩摩川内市）、西村 知（鹿児島大学以下同）、 

市川英孝、馬場 武、鳥居享司、森 隆子、高宮広土、河合 渓、 

大塚 靖、山本宗立 

７．全体プログラム 

 (1) 本事業：理事会、総会、シンポジウム、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） ＊会場は里公民館と里定住センターです。 

9月 1日(金) 13:30～15:30 エクスカーション（島内） 

13:45～15:40 出前講座(里中学校及び上甑中学校) 

  16:00～18:00 理事会 

9 月 2 日(土) 10:00～10:10 開会式(会長挨拶、来賓祝辞等) 

  10:10～12:10 シンポジウム 

  12:10～13:00 昼食＆休憩（事前申込者には弁当＆お茶を配布） 

  13:00～14:00 研究発表①②③ 3 人×2 会場（発表 15 分、質疑 5 分） 

  14:00～15:00 研究発表④⑤⑥ 3 人×2 会場（発表 15 分、質疑 5 分） 

  15:00～16:00 研究発表⑦⑧⑨ 3 人×2 会場（発表 15 分、質疑 5 分） 

  16:00～17:00 研究発表⑩⑪⑫ 3 人×2 会場（発表 15 分、質疑 5 分） 

  17:15～18:15 2017 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（甑島館）  

 9 月 3 日(日) 10:00～11:00 研究発表①②③ 3 人×2 会場（発表 15 分、質疑 5 分） 

  11:00～12:00 研究発表④⑤⑥ 3 人×2 会場（発表 15 分、質疑 5 分） 

  13:30～      エクスカーション（クルージング） 

 

＊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。 

 

エクスカーション 

9 月 1 日：島内をバスにて散策します。 

◎現地集合：甑島館前  

  ◎出発時間：13：30 

◎所要時間：約 2時間 

◎料金：大人 2,000 円 

9 月 3 日：甑島西海岸クルージングは、甑島観光の目玉です。東シナ海の大自然

によって造られた奇岩や断崖が多く、雄大な景観が心を魅了します。 

（終了時間は高速船出航前の予定です） 

  ◎現地集合：13：15、あるいは 12：50に里公民館に集合（送迎あり） 

  ◎出航時間：13：30 

  ◎出港する港：コシキテラス前（中甑漁港：上甑島） 



◎所要時間：約 2時間 

◎料金：大人 2,500 円 

 

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、2017年 7月 10 日（月）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（月）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： 〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24 

  鹿児島大学国際島嶼教育研究センター内 日本島嶼学会事務局 宛 

  TEL：099-285-7394 

  E-mail：tousho2017koshiki@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（8 月 29 日前必着）郵送(鹿児島大学・日本島嶼学会

事務局宛)、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：2017 年 7月 24 日（月）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。 

 

 送付先： 〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24 

  鹿児島大学国際島嶼教育研究センター内 日本島嶼学会事務局 宛 

  TEL：099-285-7394 

  E-mail：tousho2017koshiki@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)： 3,000円 

 懇親会費：   5,000円 

 弁当代（9 月 2 日昼食） 1,000円 

弁当代（9 月 3 日昼食） 1,000円 

 エクスカーション：  2,000円（島内バス） 

2,500円（クルージング） 

  

 送金方法 郵便振替 

 振替口座名 馬場 武（ババ タケシ）*会計担当（鹿児島大学法文学部） 

 記号番号 01770-1-168746  

 

＊ 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 tousho2017koshiki@gmail.com 

  まで御一報ください。 

 

１１．宿舎・高速船チケットの斡旋：「薩摩川内市観光物産協会」で予約の斡旋を行いま

す。台風発生時に混乱が予想されますので、なるべく、下記に連絡し予約してください。 

薩摩川内市観光物産協会   （TEL: 0996-25-4700） 

    （E-mail: info@cocoro-satsumasendai.co.jp） 

 

 

１２．集合・解散 

 現地集合・現地解散といたします。甑島への主要アクセス手段は以下の通りです。 

(鹿児島空港から)  ・鹿児島空港→川内駅（約 70 分） 

     ・鹿児島空港→鹿児島中央駅（約 40 分） 

(新幹線の駅から)  ・新大阪→川内駅（最速 3 時間 48 分） 

     ・鹿児島中央駅→川内駅（12 分） 

(川内港ターミナルまで)   ・川内駅→川内港ターミナル（約 25分） 

(川内港ターミナルから)  ・川内港ターミナル→上甑島里港（約 50 分）   

時刻表・料金等は下記を御参照下さい。 

http://www.koshikijima.net/access/index.html 

http://www.koshikisho.co.jp/jikokuunchin.php 

 

１３．台風が発生した場合 

季節的に台風が甑島に接近した場合、島への船が欠航になる場合があります。その場合

は薩摩川内市役所本庁舎内の施設に変更し実施する予定です。この判断は 8 月 30 日正午

までに判断を行い、詳細は参加者にはメールにてお知らせします。また、薩摩川内市観光

物産協会を通して宿を予約した方に対しては、宿のキャンセルは事務局で行います。 



 

（様式１）   2017 年次日本島嶼学会甑島大会「研究発表申込書」 

＊〆切 2017年 7月 10日(月) 

 

                       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： 〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24 

  鹿児島大学国際島嶼教育研究センター内 日本島嶼学会事務局 宛 

  TEL：099-285-7394 

  E-mail：tousho2017koshiki@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 

  2017年 7月 24 日（月）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（8/29 までに）に郵送(鹿児島大学・日本島嶼学会事務局

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。 



（様式２）      2017 年次日本島嶼学会甑島大会「参加申込書」 

＊2017 年 7 月 24 日(月)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 １．09/02 分(1食分)               ２. 不要 

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（島内）に参加         ２．不参加 

１．ｴｸｽｶｰｼｮﾝ（クルージング）に参加   ２．不参加 

 

 

費用計 

 

大会参加費   ： 3,000 円(要旨集代含む) 

懇親会費    ： 5,000 円 

昼食代(09/02) ： 1,000 円 

昼食代(09/03) ： 1,000 円 

ｴｸｽｶｰｼｮﾝ      ： 2,000 円(島内) 

2,500 円（クルージング） 

  計  ：     円（8 月 20 日まで、郵便振替） 

＊振替口座名：馬場 武（ババ タケシ）  記号番号：01770-1-168746 

（様式３） 

               委    任    状 

    私儀、2017 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： 〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24 

  鹿児島大学国際島嶼教育研究センター内 日本島嶼学会事務局 宛 

  TEL：099-285-7394 E-mail：tousho2017koshiki@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  



（要旨見本）島嶼学からみた甑島 

 

                          大島太郎（中島大学） 

 

 はじめに 
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