2017 年次

日本島嶼学会甑島大会

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。
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13:30～

■ポスター発表（里公民館１階エントランスホール）
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近藤日名子、可知直毅、黒川

信：あんど！大島

２〜伊豆大島を舞台とする地域振興人

材育成プログラム〜 ................................................ 102
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剛、小寺浩二、浅見和希：長崎県の島嶼における水環境について ............. 104
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会場周辺の地図

薩摩川内市里定住センター
（口頭発表会場）

里港

リゾートホテル甑島館
（懇親会会場）

薩摩川内市里公民館
（受付・シンポジウム・ポスター会場）
幹事会
場所：里公民館 2 階会議室兼講座室
日時：9 月 1 日(金)

16:00～18:00

大会受付
場所：里公民館１階エントランスホール
日時：9 月 2 日(土)

9:15〜

9 月 3 日(日)

9:15〜

口頭発表会場
Ａ会場：里定住センター（２階）研修室
Ｂ会場：里定住センター（２階）会議室
口頭発表と座長
発表時間は 20 分（発表 15 分・質疑５分）、時間厳守です。発表者は、次の講演の座長を行
ってください。パワーポイントを使用する場合は、発表ファイルをセッション開始前にパソ
コンに入れてください。
ポスター発表コアタイム
場所：里公民館１階エントランスホール
日時：9 月 2 日(土)

12:10～13:00

ポスター発表者はコアタイム中、ポスター前で待機してください。
休憩室
里公民館 2 階婦人生活文化室
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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
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