世界海洋文化研究所協議会(WCMCI)
2018年第9回代表者会議
Ⅰ. 槪要
1. 日時 : 2018. 3. 30. 20:00-21:00
2. 場所 : 釜山 影島 牧場園 オチェﾀﾞﾑ
3. 參加機關および參加者
神戸大学人文学研究科海港都市研究センター(濱田麻矢)
長崎大学多文化社会学部(葉柳和則, 南誠)
中国海洋大学海洋文化研究所(曲金良, 趙成國)
上海社会科学院文学研究所(朱鸿召)
中山大学国際問題研究院東南亜研究中心(袁丁)
木浦大学校島嶼文化研究院(姜鳳龍)
韓国海洋大学校国際海洋問題研究所(鄭文洙, 李秀烈)

Ⅱ. 會議案件
1. 2017年度第8回WCMCI代表者會議及び第7回國際學術大會報告
□ The 8th Director Meeting of WCMCI
·日時: 2017.05.20
·場所: Shanghai RuiYu Binguan
·主催: Institute of International Maritime Affaires, Shanghai Academy of Social Sciences
·後援: National Research Foundation of Korea, Korea Maritime and Ocean University

□ The 7th International Conference of WCMCI
·日時: 2017.05.20
·場所: Shanghai Academy of Social Sciences Branch Office and Graduate School
·主催: Institute of International Maritime Affaires, Shanghai Academy of Social Sciences
·後援: National Research Foundation of Korea, Korea Maritime and Ocean University
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2. 2017-2018年度機關報告

長崎大学多文化社会学部
[学術集会の開催]
「多みんぞくニホン」のかたち

長崎大学多文化社会学部シンポジウム
〜多文化「共創」社会の実像〜
開催日時：2017年7月28日

学術大会

開催場所：長崎大学文教キャンパス
長崎大学第三期重点研究課題「『リスク社会』を生き続けるための人文
社会科学の超域的研究拠点形成」主催シンポジウム「リスク社会をめぐ
る人文社会科学の超域的枠組み構築へ向けて」
開催日時：2018年2月7日
開催場所：長崎大学文教キャンパス
野上建紀：伊万里焼の生産流通史ー近世肥前磁器における考古学的研究
¸中央公論美術出版¸2017年02月
Maria

Cruz

Berrocal,Cheng-hwa

Tsang,Nogami

Takenori

and

others：Historical Archaeology of Early Modern Colonialism in
Asia-Pacific(共著)¸University Press of Florida¸2017年10月
Nishino Noriko, Aoyama Toru, Kimura Jun, Nogami Takenori, Le
Thi Lien：Nishimura Masanari’s Study of the Earliest Known
Shipwreck

Found

in

Vietnam(共著)¸Asian

Review

of

World

Histories¸5号106頁-122頁¸2017年10月
野上建紀,エラディオ・テレロス・エスピノサ：コロンビアに渡った東

学術雑誌

洋磁器(共著)¸多文化社会研究¸3号165頁-177頁¸2017年03月
野上建紀：アジア・太平洋海域における有田焼交易ネットワークの考古
学的研究¸西岡総合印刷株式会社¸2017年03月
野上建紀：五島列島福江島の田ノ江窯跡に関する測量調査ノート¸金沢
大学考古学紀要¸38号47頁-58頁¸2017年02月
南誠、書評・依頼原稿

浅野慎一・佟岩著『中国残留日本人の研究：ポ

スト・コロニアルの東アジアを生きる』、『移民政策研究 9号』移民政
策学会、185-187、201705.
南誠、「多みんぞくニホン」のかたち—-多文化「共創」社会の実像、
『多文化社会研究 4号』長崎大学多文化社会学部、201803
南誠、「多みんぞくニホン」の歴史と境界文化、『多文化社会研究
号』長崎大学多文化社会学部、201803.
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4

南誠、「中国帰国者」問題の研究可能性ー生成的な境界文化の探求をめ
ざしてー、『グローカリ研究 4号』成城大学グローカル研究センター、
201803.
葉柳和則編『長崎:記憶の風景とその表象』晃洋書房、2017.
葉柳和則 「長崎を観る」 木村直樹責任編集『大学的長崎ガイド』昭和

著書・訳書

堂、2018、総計12ページ（印刷中）
葉柳和則 「いろんなガイドブックを開いてみよう」 木村直樹責任編集
『大学的長崎ガイド』昭和堂、2018、総計4ページ（印刷中）

Digital Data Base
長崎から輸出されたチョコレートカップ(招待講演)

長崎県考古学会大

会「文明のクロスロード長崎」 2018
陶磁器からみる長崎と海外とのモノ交流(招待講演)

「連綿と続く長崎

と中国の絆」記念講演会 2017年11月
アジアの海を越えた陶磁器、多文化社会学研究会「東アジア海域から眺
望する世界史」 2017年03月
台湾中央研究院歴史語言研究所主催「毒薬猫理論：人類集団恐怖、猜疑
与暴力的社会根源」プロジェクトの交流活動に参加（2017年8月14日〜
28日）

学術交流

台湾中央研究院近代史研究所「知識史研究群」講演会（於台湾、2017
年8月25日）に参加
成城大学グローカリ研究センター主催国際会議「ポスト西洋社会学：東
と西との会話」（於日本東京成城大学、2017年10月22日）に参加
南誠、中国帰国者的界限文化与身份认同:华侨和日侨之间、世界海外華
人研究学会第25回「グローバルとローカルのダイナミズム」、於長崎大
学、2017年11月18日、招待講演、国際会議.
国際日本文化研究センター主催

国際共同研究会「画像資料（絵葉書・

地図・旅行案内・写真等）による帝国域内文化の再検討」（2018年3月
2-3日）に参加

機関動向
案件

- 3 -

中央研究院人文社会科学研究センター

「

学術大会

海洋アジア緣辺と中心：帝國、貿易圈、港市」

(Workshop

on

the

Core

and

Periphery

of

ワークショップ
Maritime

Asia:

Empires,Trade Zones and Port Cities)
「琉球沖繩の光と影—海域アジアの視野」座談會

学術雑誌

《亞太研究論壇》（Asia-Pacific Forum）64期(2017,6)

劉序楓主編《アジア海域間のインフォメーション伝達と相互認
識》”Tansmission

著書・訳書

Across

the

Asian

of

Information

and

Mutual

Understanding

Waters”（台北：中央研究院人文社會科學研究中

心，2018,1）
朱德蘭主編《琉球沖繩の光と影—海域アジアの視野》（台北：五南出版
社，2018,3）

Digital Data Base

学術交流

機関動向

案件
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厦門大学

学術大会

2017.4. 厦門大学人文学院と中国社会科学院による共同学術大会
「海上シルク・ロード」開催

明代中後期淮安地域における海商の逆境と機会，厦門大学学報2018年
第1期

学術雑誌

鄭氏と明清王朝の汀‧漳‧泉州海域社会控制権争奪，華中師範大学学報
2017年第1期
清代福建の司法実践と基層統治，中国社会科学報，2017年11月13日
耕海耘波：明清時期における官と民の海洋進出過程、厦門大学出版社
2017年；

著書・訳書

長崎華商：泰昌号、泰益号貿易史，厦門大学出版社2017年半；
ヨーロッパとアジア海域史列伝，厦門大学出版社2017年版；
シルク・ロード出帆：福建と海上シルク・ロード，福建教育出版社
2017年8月。

Digital Data Base

学術交流

1. 中国商業会館遺跡調査と保護対策，用友公益基金会重点事業；
2. 清代沿海政策と開発研究,国家社会科学基金事業。

2018.2-2018.5，博士 1名、シンガポール国立大学交換学生 1名

2017年 4月 厦門大学 “一带一路研究院”設立. 厦門大学 経済学院, 王

機関動向

亜南研究院, 南洋研究院, 人文学院 海洋文明と戦略発展研究センター,
閩商研究センターなど聯合

案件

2019年 3月 “明清以来の東アジア海域開発の経験と教訓”国際学術大会
開催予定
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韓国海洋大学校国際海洋問題研究所
□ 第7回 世界海洋文化研究所協議会 国際学術大会開催

学術大会

․ 主題: 海港都市のグロバリゼーションとロカリゼーション
․ 日時: 2017. 05. 19-20.
․ 場所: 上海社会科学院

学術雑誌

『海港都市文化交涉学』 第17号発刊(2017. 10.)
『海港都市文化交涉学』 第18号発刊(2017. 04.)(近刊)

- “歴史のなかの海(Sea in History)“ 叢書4册発刊
1. 鄭文洙 外: 『バルト海と北海』(2017. 6.)

著書・訳書

2. 玄在烈: 『大西洋: 海と人間の歴史』(2017. 6.)
3. 盧英順: 『インド洋』(2018. 4.)
4. 盧英順: 『太平洋: 物理環境と人間社会の交渉』(2016. 6)

Digital Data Base

□ 硏究所の研究補助員謝麗博士号取得:

学術交流

『20世紀初め大連港湾の荷役体制と労働者研究』(2017. 08)

□ KBS釜山総局共同企画 “世界の海港都市を行く” ドキュメンタリー

機関動向

制作放送
․ 17編: “神話の海 イラクリオ”(2017. 9.)
․ 18編: “釜山港の未来: 文化が力だ”(2017.12)

案件
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3. 2019年度WCMCI國際學術大會開催計劃
--第13回東アジア海港都市国際シンポジウム所長団会議結果
■ 槪要
·日時: 2017.11.13(月)

18:00~19:30

·場所: 中國広州中山大學紫荊園
·案件: 2018年度世界海洋文化硏究所協議會(WCMCI)活動及び今後の學術會議の日程調整
·參席者(9名)
-中國: 王日根(廈門大學), 袁丁(中山大學), 牛軍凱(中山大學), 畢旭玲(上海社會科學院), 修
斌(中國海洋大學)
-日本: 藤岡達磨(神戶大學)
-韓國: 鄭文洙, 崔洛民, 權京仙(韓國海洋大學校 國際海洋問題硏究所)
■ WCMCI活動と海港都市國際シンポジウムの共同開催
□ WCMCI活動と海港都市國際シンポジウムを一つの活動に統合して開催する必要がある。
-每年ローテションの形式で開催
-大会のテーマを早めに定めれば発表者の確報や資金の確報に容易
□ 開催地
·2019年度
-日時: 未定. 4-5月あるいは秋
-場所: 中國厦門大學
·2020年度
-日時: 未定
-場所: 中國海洋大學

4. WCMCI會員機關の連絡責任者およびお知らせ
■ WCMCI會員機關の連絡責任者
神戸大学: 濱田麻矢

, 長崎大学: 南誠

台湾大学: 徐興慶

, 中央研究院: 劉序楓

木浦大學校: 金在恩

, 上海社會科學院: 畢旭玲

中國海洋大學: 趙成國

, 中山大學: 牛軍凱

厦門大學: 王日根

, 韓國海洋大學校: 崔洛民

■ 事務局からのお知らせ
参加機関の研究交流のため、共同研究などの計画があればWCMCI事務局にお知らせ
ください。
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