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共同研究の活動記録
―日本列島周辺海域における水産史に関する総合的研究―

月　日 参加者 活動内容 実施場所

2009 年
9月

9. 2～ 9. 6 小岩信竹 函館市立博物館他にて北方漁業史関係資料・文献
の調査と収集 北海道函館市

10 月

10. 3～ 10. 5 伊藤康宏他 6名 第 1回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

11 月
11.20～ 11.26 中野泰 韓国国立中央図書館他にて漁業関係資料調査 韓国ソウル

2010 年
2月

2.19 伊藤康宏 東京海洋大学付属図書館にて島根県関係資料の調
査

東京海洋大学
品川キャンパス

2.20～ 2.21 伊藤康宏他 2名 第 2回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

2.25～ 2.26 末田智樹 日本常民文化研究所にて捕鯨業史に関する資料の
調査

神奈川大学
横浜キャンパス

3 月
3. 8～ 3.10 小岩信竹 八戸市立図書館他にて水産関係資料の調査 青森県八戸市、むつ市

3.15 足立泰紀 大阪市立大学付属図書館にて播磨地域・瀬戸内関
連の水産史・漁業史に関する資料調査 大阪府大阪市

3.22～ 3.24 末田智樹 福岡大学総合研究所他にて山縣家文書・益冨家文
書に関する資料調査

福岡県福岡市、長崎県
佐世保市

3.27～ 3.28 伊藤康宏他 6名 第 3回研究会および第 1回国際シンポジウムの参
加

神奈川大学
横浜キャンパス

6 月

6.20～ 6.21 足立泰紀 日本常民文化研究所、中央水産研究所にて資料調
査 神奈川県横浜市

8 月

8.15～ 8.17 小岩信竹 北海道立文書館、函館市立図書館にて北方海域に
おける漁業資料の調査 北海道札幌市、函館市

8.19～ 8.20 片岡千賀之 小値賀町役場他にて対馬海流域における水産史的
特質の解明のための資料調査

長崎県北松浦郡小値賀
町

8.26～ 8.29 中居裕 八戸市立図書館、函館市立図書館にて水産史に関
する資料調査

青森県八戸市、北海道
函館市

8.31～ 9. 6 末田智樹 福岡大学総合研究所他にて西海捕鯨業についての
資料調査 福岡県福岡市

9 月

9.25～ 9.26 末田智樹 東京海洋大学の水産史研究会にて研究発表 東京海洋大学
越中島キャンパス
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10月

10. 1～ 10. 4 伊藤康宏他 7名 第 1回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

10.17～ 10.21 中居裕 八戸市立図書館、函館市立図書館他にて昭和 20年
代の水産加工に関する資料調査

青森県八戸市、北海道
函館市

10.25～ 10.27 片岡千賀之 韓国釜慶大学校図書館にて対馬海流域における水
産史的特質の解明のための資料調査 韓国釜山市

11 月

11.20～ 11.27 中野泰 韓国国立中央図書館他にて『茲山魚譜』写本所蔵
機関の資料調査 韓国ソウル市

11.29 中野泰 慶應義塾大学三田メディアセンター他にて『茲山
魚譜』写本に関する資料調査

慶應義塾大学
三田キャンパス

12 月

12.14 片岡千賀之 アワビ漁業に関する調査 長崎県北松浦郡小値賀
町

2011 年
1月

1.16～ 1.19 伊藤康宏 慶應義塾大学三田メディアセンター、国文学研究
資料館にて資料調査

慶應義塾大学三田キャ
ンパス等

1.30～ 2. 1 片岡千賀之 神戸大学付属図書館他にて資料調査 兵庫県神戸市、大阪府
大阪市

2 月

2. 5～ 2. 7 小岩信竹 下北郡風間浦村役場他にて下北地域の漁村に関す
る資料調査

青森県下北郡、北海道
函館市

2.10～ 2.12 森脇孝広
焼津市立焼津図書館・静岡県立図書館他にて戦後
焼津の水産業・第五福竜丸事件関係等に関する資
料調査

静岡県焼津市、静岡市

2.12～ 2.13 足立泰紀
倉敷市立中央図書館、岡山県立図書館にて播磨地
域、瀬戸内地域他の水産史・漁業史に関する資料
調査

岡山県倉敷市

2.15～ 2.17 伊藤康宏 福島県立歴史資料館にて近代漁業史料に関する資
料調査 福島県福島市

2.18 足立泰紀 岡山県立図書館にて瀬戸内地域の水産史・漁業
史・塩業史に関する資料調査 岡山県倉敷市

2.19～ 2.21 森脇孝広 焼津市立焼津図書館他にて戦後焼津の水産業・第
五福竜丸事件等に関する資料調査 静岡県焼津市、静岡市

2.21～ 2.25 中居裕 八戸大学、函館大学他にて函館地区・青森・八戸
地区の昭和 20年代の水産加工に関する資料調査

青森県八戸市、青森市、
北海道函館市

2.21～ 2.28 末田智樹 福岡大学総合研究所他にて益冨家関係文書・福岡
藩関係文書などに関する資料調査 福岡県福岡市

3 月

3. 3～ 3. 5 中野泰 高知県立図書館にて桜田勝徳による CIE調査に関
する資料調査 高知県高知市

3. 6～ 3. 8 片岡千賀之 野田市他にて醤油工場、本社および調味料会社本
社にてカツオ節の 2次加工と流通に関する調査

千葉県野田市、東京都
中央区

3. 7 足立泰紀 京都大学図書館、経済学部図書館にて瀬戸内海地
域の開発、公害に関する資料調査 京都府京都市

3. 7～ 3.10 田島佳也他 1名 済州道民俗自然博物館他にて対馬暖流域における
回游魚漁業の調査　 韓国済州島
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3. 7～ 3.16 末田智樹 平戸松浦史料博物館他にて近世捕鯨業関係・平
戸・大村・五島藩関係文書に関する資料調査

長崎県長崎市、平戸市、
佐世保市、大村市

3.12～ 3.14 森脇孝広 焼津市立焼津図書館・静岡県立図書館他にて戦後
焼津の水産業・第五福竜丸事件に関する資料調査 静岡県焼津市、静岡市

3.19～ 3.21 森脇孝広 焼津市浜当目コミュニティ防災センター他にて
「浜当目区有文書」についての資料調査 静岡県焼津市、静岡市

3.22～ 3.24 小岩信竹 北海道立公文書館他にて明治大正期の漁業権制度
に関する資料調査 北海道札幌市、稚内市

3.26～ 3.28 森脇孝広 焼津市立図書館他にて焼津市定例市議会議事録や
焼津漁業関係・第五福竜丸に関する資料調査 静岡県焼津市、静岡市

3.28～ 3.30 中居裕 函館大学他にて昭和 20年代の水産加工に関する資
料収集 北海道函館市

7 月
7. 1 伊藤康宏 中央水産研究所にて資料調査 神奈川県横浜市

7. 1～ 7. 2 伊藤康宏他 8名 第 1回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

7. 6～ 7.10 中居裕 韓国海洋水産開発院他にて水産物流通加工関係に
関する聞き取り調査と資料調査 韓国ソウル市

8 月

8.11 片岡千賀之 鯨賓館ミュージアム他にて有川捕鯨に関する資料
収集および聞き取り調査

長崎県南松浦郡新上五
島町

8.26～ 8.28 伊藤康宏 長崎県歴史文化博物館他にて長崎県の近代水産行
政資料の調査 長崎県長崎市

9 月

9. 1～ 9. 6 中野泰 韓国国会図書館他にて『茲山魚譜』写本に関する
資料調査 韓国ソウル市、済州市

9. 8～ 9.10 小岩信竹 北海道立文書館にて北方海域の漁業に関する資料
調査 北海道札幌市

9.22 森脇孝広 中央水産研究所図書資料館にて広田重道氏所蔵資
料（平和運動・原水禁関係）の調査 神奈川県横浜市

9.24～ 9.25 伊藤康宏他 7名 東京海洋大学越中島キャンパス越中島会館にて田
和班と合同研究会

東京海洋大学
越中島キャンパス

10 月

10. 2～ 10. 3 伊藤康宏 石川県立図書館他にて石川県の近代水産行政資料
の調査 石川県金沢市

10. 6 森脇孝広 神奈川県立公文書館にて広田重道氏所蔵資料に関
する資料調査 神奈川県横浜市

11 月

11.13～ 11.14 片岡千賀之 坊津歴史資料センター輝津館にて坊津のカツオ漁
業とブリ飼付け漁業に関する資料調査 鹿児島県南さつま市

11.23～ 11.28 橋村修 奄美市立博物館他にて鹿児島藩の水産史料に関す
る資料調査および奄美大島のシイラ漁業調査

鹿児島県奄美市、鹿児
島市

2012 年
1月

1.19 片岡千賀之 平戸市生月町博物館島の館にて明治期の捕鯨業に
関する資料調査および聞き取り調査 長崎県平戸市

1.26～ 1.28 小岩信竹 北海道立文書館にて漁業制度改革以前の漁業組合
の資料に関する調査 北海道札幌市
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2月

2. 6～ 2. 8 片岡千賀之 東京海洋大学附属図書館にて漁業実習報告書に関
する資料調査

東京海洋大学
品川キャンパス

2.14～ 2.15 足立泰紀 岡山県立図書館他にて瀬戸内海各地の重化学工業
化に伴う海の汚染に関する資料調査 岡山県岡山市、倉敷市

2.18～ 2.20 中野泰 鶴岡市立図書館他にて『茲山魚譜』を筆写した羽
柴雄輔に関する資料調査 山形県鶴岡市

2.18～ 2.20 森脇孝広 焼津市立図書館他にて戦後焼津の水産業、「ビキニ
事件」等に関する資料調査 静岡県焼津市、静岡市

2.19～ 2.22 中居裕 北海道立図書館他にて昭和 20年代におけるスルメ
の輸出に関する資料調査 北海道江別市、函館市

2.26～ 2.27 森脇孝広 大阪市中央卸売市場資料室にて「ビキニ事件」に
関する資料調査 大阪府大阪市

2.27～ 3. 3 橋村修 鹿児島県立図書館他にて奄美群島南部の漁場利用
に関する資料調査と実地調査

鹿児島県鹿児島市、大
島郡与論町、和泊町、
徳之島町

2.28～ 3. 1 伊藤康宏 中央水産研究所図書資料館にて明治前期漁業慣行
調査の系譜に関する資料調査 神奈川県横浜市

2.29～ 3. 2 足立泰紀 京都大学図書館他にて兵庫県の沿岸拠点開発計画
に関する資料調査

京都府京都市、兵庫県
明石市

3 月

3. 3～ 3. 5 森脇孝広 平和文化史料館ゆきのしたにて 「ビキニ事件」・原
水禁運動関係に関する資料調査 福井県坂井市

3. 5～ 3. 8 末田智樹 福岡大学総合研究所他にて漁業制度資料筆写稿本
に含まれる益冨家文書に関する資料調査 福岡県福岡市

3.13～ 3.16 末田智樹 松浦史料博物館にて西海地方の捕鯨業史料に関す
る資料調査 長崎県平戸市

3.13～ 3.18 田島佳也 北海道大学付属図書館他にて北方海域における近
世～近代前期の漁業の実態に関する資料調査 北海道札幌市

3.14～ 3.16 伊藤康宏 東京海洋大学附属図書館にて明治前期漁業慣行調
査の系譜に関する資料調査

東京海洋大学
品川キャンパス

3.17～ 3.19 森脇孝広 静岡県立中央図書館他にて「ビキニ事件」・原水禁
運動関係に関する新聞記事の資料調査 静岡県静岡市

3.21～ 3.22 中野泰 中央水産研究所図書資料館にて漁業制度改革に関
する資料調査 神奈川県横浜市




