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報告書刊行について 

本会は 2008 年 7 月に発足した。その後、例会開催、共同調査実施を重ね、さらに 2010 年には研究

会誌を刊行、2011 年より公式 HP を開設し、研究会内外への発信にも力を入れるようになった。そこで、

毎年の活動を報告書にまとめ記録として残すこととした。本会のあゆみも早 3 年半にいたっており、そ

の間、報告書を作成しておらず、まずは 2008 年度分から順に報告書を作成刊行することとなった。な

お、報告書中本文の「本年」などは、報告書年度を指している。 

2012 年 1 月 31 日 

中山大将 

（サハリン樺太史研究会公式ＨＰ運営担当者） 

 



2009年度 

活動概要 

―活動概要― 

 

科研メンバーの相互議論の場 

後述するように科研「19～20 世紀北東アジア史のなかのサハリン・樺太」（代表：今西一）が採択され、

そのメンバー同士の相互理解を深める意味も込めて、例会は科研共催の形をとり、科研メンバーの研

究報告がなされるようになった。 

また、スラブ・ユーラシア叢書の次なる出版を目指した執筆候補者の報告も例会でなされるようにな

った。そのほか、植田展大、加藤絢子ら修士課程や修士課程修了仕立ての院生にも報告の場が与え

られ、サハリン樺太史研究の若手を取り込んでいった。 

 

韓国安山市「故郷の村」での共同調査 

夏には科研「19～20 世紀北東アジア史のなかのサハリン・樺太」を中心に、韓国安山市「故郷の村」

でサハリンからの永住帰国韓人への聞き取り調査を共同で行った。聞き取りに協力してくださった韓人

の数は 20 名にのぼり貴重なデータを収集した。 

また、引き続き行われたサハリンでの共同調査では、北サハリンのかつての重要都市アレクサンドロ

フスクを踏査しただけではなく、州都ユジノ・サハリンスクでは、残留韓人・日本人の各種団体への聞き

取り調査も実施で来た。これらは誰かひとりがコーディネーターになったわけではなく、各人の人脈や

言語能力が発揮されて実現された共同調査ならではの成果であった。 

 

日ロ共同シンポ論文集・博士論文ラッシュ 

これまで行われてきたサハリン樺太史研究の日ロ国際シンポジウムの報告論文集（Россия и 

островной мир Тихого океан）がロシアで刊行され、学術交流の成果がひとつの書籍として世に出さ

れることとなった。 

資料発掘等の方面で近年の樺太史研究の牽引者であり続けた竹野学、ロシア史の方面からサハリ

ン側とのコーディネーターとして多大な貢献をなしてきた天野尚樹、そしてそれらの恩恵に浴して研究

生活を始めることのできた 20 代の中山大将の三者が、奇しくも同時にサハリン樺太史研究によって博

士号を取得するに至った。また日ロ双方において日ロ関係史研究の若き重要人物であるシュラトフ・ヤ

ロスラヴも同時期に博士号を取得している。 

 

科研共同研究の開始 

すでに述べたように昨年度の会結成後に計画された共同研究組織のための科研費獲得は、見事に

成功し、今西一を代表とする「19～20 世紀北東アジア史のなかのサハリン・樺太」が採択され、共同研

究が開始された。科研費は単に共同調査の費用を工面しただけではなく、会の本拠地である北海道の

外の研究者が例会に参加したり、共同調査を通じて交流する機会を作り出した。



2009年度 

例会・関連シンポジウム等 

―例会・関連シンポジウム等― 

第 6 回例会(第 1 回総会) 

日時：2009 年 5 月 16 日 

場所：北海道大学 

1905 年、サハリン戦における住民の「追放」について ················ 板橋政樹（日本ユーラシア協会北海道連合会）  

見捨てられた島での戦争：帝国統治の限界と辺境の犠牲 ·································· 天野尚樹（北海道情報大学）  

第 1 回科研「19～20 世紀北東アジア史のなかのサハリン・樺太」合同研究会 

日時：2009 年 8 月 8・9 日 

場所：小樽商科大学サテライト教室 

国内植民地論について ·················································································· 今西一（小樽商科大学） 

第二次世界大戦末期樺太の炭鉱廃止と従業員転換 ················································· 三木理史（奈良大学） 

日本植民地の通貨・金融改革―朝鮮の場合 ··························································· 石川亮太（佐賀大学） 

サハリン植民史における囚人労働と自由民労働 ······························· ミハイル・ヴィソコフ（サハリン国立大学） 

第 7 回例会 

日時：2009 年 10 月 24 日 

場所：北海道大学 

1930 年代樺太漁業の実態分析：鰊漁業を中心として ············································ 植田展大（北海道大学）  

2009 年度調査報告ウラジオストク編：ロシア極東国立文書館での文書調査 ········ 田村将人（北海道開拓記念館）  

2009 年度調査報告韓国・サハリン編 ··································································· 井澗裕（北海道大学）  

第 8 回例会 

日時：2009 年 11 月 9 日 

場所：北海道大学 

日本統治下のサハリン少数民族：植民地における異民族政策の事例として ···················· 加藤絢子（九州大学）  



2009年度 

例会・関連シンポジウム等 

 

第 9 回例会・第 2 回科研「19～20 世紀北東アジア史のなかのサハリン・樺太」合同研究会 

日時：2009 年 12 月 20 日 

場所：北海道大学 

日本領樺太の形成：制度と統治 ·········································································· 塩出浩之（琉球大学）  

「北洋」物語の克服：生態史としてのサハリン漁業史 ·················································· 神長英輔（東京大学）  

北海道、樺太地域経済の展開：その「外地性」の経済的意義 ································· 白木沢旭児（北海道大学）  

第 11 回例会 

日時：2010 年 2 月 6 日 

場所：北海道大学 

共催：グローバルＣＯＥ「境界研究の拠点形成―スラブ・ユーラシアと世界」 

初期ソ連文学におけるサハリン島：流刑制度の記憶 ················································· 越野剛（北海道大学）  

日露戦争後ロシア領サハリンの再定義 ··························································· 原暉之（北海道情報大学）  

 



2009年度 

共同研究 

―共同調査― 

韓国調査 

期間：2009 年 9 月 11 日～19 日 

調査地：大韓民国京畿北道安山市 

調査先：「故郷の村」（永住帰国サハリン残留韓国人居住施設） 

参加者：天野尚樹（北海道大学）、井澗裕（北海道大学）、今西一（小樽商科大学）、金鎔基（小樽商科

大学）、倉田由佳（函館市）、中村平（韓国漢陽大学）、中山大将（京都大学）、許粹烈（韓国忠

南大学）、三木理史（奈良大学） ＊五十音順 

 

サハリン調査 

期間：2009 年 9 月 19 日～26 日 

調査地：ロシア連邦サハリン州ユジノ・サハリンスク市、アレクサンドロフスク市 

調査先：サハリン州国立公文書館、サハリン北海道人会、サハリン韓人文化センター、アレクサンドロ

フスク・チェーホフ博物館 

参加者：天野尚樹（北海道大学）、石川亮太（佐賀大学）、井澗裕（北海道大学）、今西一（小樽商科大

学）、金鎔基（小樽商科大学）、越野剛（北海道大学）、中山大将（京都大学）、野添憲治（作

家）、麓慎一（新潟大学）、三木理史（奈良大学） ＊五十音順 

 

 

 



2009年度 

研究成果刊行物 

＊【著書】…著書、編書、翻訳書など。【論文集】…定期刊行物以外の文献に掲載された論文など。【定期刊行物】…学術誌、紀

要、会誌などに掲載された論文など。 

―研究成果刊行物― 

（五十音順） 

天野尚樹 ······················································· ロシア極東近現代史・北東アジア国際関係史 

【著書】 

天野尚樹『境界における帝国の論理 : 帝政期サハリンのイメージと実態』博士論文（北海道大学スラ

ブ研究センター）、2010 年 3 月。 

 

【論文集】 

Амано Н., “Дискурс А.А. Панова о Сахалине в 1905 году”,ответственный редактор М.С. Высоков, 

Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 

2009. 

Амано Н., “Почему не удалось добиться успеха в разработке угольных месторождений Сахалина 

до русско-японской войны? Торговля углём в Северо-Восточной Азии,” ответственный 

редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : 

Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 

【定期刊行物】 

Севела Мария.（天野 尚樹 訳）「翻訳 無秩序対無慈悲：副次的戦場としてのサハリン｣『北海道・東

北史研究』5 号、2009 年。 

 

池田裕子 ······································································································ 教育史 

【論文集】 

Икэда Ю., “Практика преподавания краеведения на Карафуто,” ответственный редактор М.С. 

Высоков, Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское 

книжное изд-во, 2009. 

 

【定期刊行物】 

池田裕子「戦時期の樺太における教育政策：中学校と実業学校を中心に(【一般 A-2】教育史(5),一般

研究発表 II,発表要旨) ｣『日本教育学会大會研究発表要項』68 号、2009 年 8 月 12 日。 

池田裕子「樺太庁師範学校における樺太史教育 ｣『日本の教育史学 : 教育史学会紀要』52 号、

2009 年 10 月 1 日。 

 



2009年度 

研究成果刊行物 

＊【著書】…著書、編書、翻訳書など。【論文集】…定期刊行物以外の文献に掲載された論文など。【定期刊行物】…学術誌、紀

要、会誌などに掲載された論文など。 

井澗裕 ········································································································· 建築史 

【論文集】 

Итани Х., “Строительство домов русского стиля на Хоккайдо Колонизационным управлением в 

эпоху Мэйдзи,” ответственный редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого 

океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

Итани Х., “Тоёхара как японский призамковый город. Был ли Тоёхара настоящим «маленьким 

Саппоро»?” ответственный редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого 

океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

井澗裕「周縁の周縁の中央：空間的ヒエラルキーと建築の辺境性（１）」望月恒子編『辺境と異境―非

中心におけるロシア文化の比較研究（科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）報告書）」』北海道大

学大学院文学研究科、2010 年 3 月 31 日。 

 

板橋政樹 ························································································· サハリン近現代史 

【論文集】 

Итахаси М., “Военные действия на Сахалине и судьба местного населения острова летом 1905 

года,” ответственный редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого океана. 

Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 

出村文理 ······································································································ 出版史 

【論文集】 

出村文理「樺太（一九〇五～一九四五）の出版事情」北海道文学館編『サハリンを読む－遥か［樺太］

の記憶』北海道文学館、2009 年。 

 

【定期刊行物】 

出村文理「樺太関係主要書誌｣『文献探索人』2009 年号、2009 年。 

 

今西一 ····································································································日本近代史 

【定期刊行物】 

今西一「国内植民地論・序論｣『商學討究』第 60 巻 1 号、2009 年 7 月 25 日。 

今西一「「植民地責任」への旅｣『アリーナ』8 号、2010 年 3 月 31 日。 

 



2009年度 

研究成果刊行物 

＊【著書】…著書、編書、翻訳書など。【論文集】…定期刊行物以外の文献に掲載された論文など。【定期刊行物】…学術誌、紀

要、会誌などに掲載された論文など。 

尾形芳秀 ····························································· 豊原郷土史、サハリン・ポーランド人研究 

【定期刊行物】 

尾形芳秀「樺太時代の天主公教会の現状｣『鈴谷』25 号、2009 年 8 月。 

尾形芳秀「樺太・あの街この街探訪：小沼編｣『鈴谷』25 号、2009 年 8 月。 

尾形芳秀「今も樺太であり続ける豊原時代の記念碑｣『鈴谷』25 号、2009 年 8 月。 

尾形芳秀「樺太鳥瞰図と豊原鳥瞰図のいわれ｣『鈴谷』25 号、2009 年 8 月。 

 

倉田有佳 ································································ ロシア極東史・来日亡命ロシア人問題 

【論文集】 

Курата Ю., “Из жизни Х. П. Бирича (1857-1923): Каторжный Сахалин. Русско-японская война,” 

ответственный редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого океана. 

Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 

越野剛 ····································································································· ロシア文学 

【論文集】 

E.A.イコンニコヴァ（翻訳：越野剛）「ロシア文学におけるサハリンとクリル諸島のイメージ」『科研「辺境

と異境―非中心におけるロシア文化の比較研究」平成 21 年度研究報告集』、2010 年 3 月。 

 

塩出浩之 ·································································································日本政治史 

Сиодэ Х., “Политическая принадлежность японских колонистов на Сахалине,” ответственный 

редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : 

Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 

白木沢旭児 ····················································································· 日本近現代経済史 

【論文集】 

白木沢旭児「戦時期華北占領地区における綿花生産と流通」野田公夫編『農林資源開発の比較史的

研究：戦時から戦後へ（科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）報告書）』京都大学大学院農学研

究科、2010 年 3 月 15 日。 

 



2009年度 

研究成果刊行物 

＊【著書】…著書、編書、翻訳書など。【論文集】…定期刊行物以外の文献に掲載された論文など。【定期刊行物】…学術誌、紀

要、会誌などに掲載された論文など。 

シュラトフ・ヤロスラブ ······························································· ロシア外交史・日露関係史 

【著書】 

シュラトフ・ヤロスラブ『日露戦争後から第一次世界大戦にかけての日露関係：1905-1914』慶應義塾

大学博士論文、2010 年 3 月 23 日。 

 

竹野学 ··························································································· 日本植民地経済史 

【著書】 

竹野学『日本統治下樺太の社会経済史的研究』北海道大学大学院経済学研究科博士論文、2010 年

3 月 25 日。 

 

【論文集】 

Такэно М., “Школа колониальной политики в Хоккайдском университете и проведенные ей 

исследования сельского хозяйства Карафуто,” ответственный редактор М.С. Высоков, 

Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

Такэно М., “Положение предпринимателей на Карафуто в предвоенный период: деятельность 

Торгово-промышленной палаты Тоёхара,” ответственный редактор М.С. Высоков, Россия 

и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 

田島佳也 ·································································································日本近世史 

【論文集】 

田島佳也「「海民的」企業家・時国左門の秘められた北方交易」神奈川大学日本常民文化研究所編

『海と非農業民 ：網野善彦の学問的軌跡をたどる』岩波書店、2009 年 7 月。 

 

田村将人 ····································································································· アイヌ史 

【定期刊行物】 

田村将人「研究潮流 サハリンとウラジオストクにある博物館、文書館の刊行物あれこれ ｣『北海道・東

北史研究』5 号、2009 年。 

 



2009年度 

研究成果刊行物 

＊【著書】…著書、編書、翻訳書など。【論文集】…定期刊行物以外の文献に掲載された論文など。【定期刊行物】…学術誌、紀

要、会誌などに掲載された論文など。 

中山大将 ··················································································· 農林業史・歴史社会学 

【著書】 

中山大将『植民地樺太の農業拓殖および移民社会における特殊周縁的ナショナル・アイデンティティの

研究』京都大学大学院農学研究科博士論文、2010 年 3 月 23 日。 

 
【論文集】 

Накаяма Т., “ Выражение национальной идентичности через основной продукт питания на 

Карафуто,”  ответственный редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого 

океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009.  

中山大将「樺太の資源化と樺太庁中央試験所」野田公夫編『農林資源開発の比較史的研

究：戦時から戦後へ（科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）報告書）』京都大学大学院農

学研究科、2010 年 3 月 15 日。 
 
【定期刊行物】 

나카야마 타이쇼「일본의 쌀과 <식민지 망각>」『쌀ㆍ삶ㆍ문명연구통신』창간호, 전북대학교 

쌀ㆍ삶ㆍ문명연구원, 2009년. 

中山大将「樺太植民地農政の中の近代天皇制：樺太篤農家家業と昭和の大礼の関係を中心にして ｣

『村落社会研究ジャーナル 』第 16 巻 1 号、2009 年 10 月。 

麓慎一 ····································································································日露関係史 

【論文集】 

麓慎一「近代日本と千島アイヌ」浪川健治ほか編『周辺史から全体史へ：地域と文化』清文堂出版、

2009 年 9 月。 

 

松井憲明 ··························································································ロシア社会経済史 

【論文集】 

Мацуи Н., “Из истории колхозов Сахалина: в связи с принятием устава сельскохозяйственной 

артели в марте 1956 г,” ответственный редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир 

Тихого океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 
【定期刊行物】 

Vysokov Mikhail （松井憲明 訳）「翻訳 サハリンと千島列島：編年史、1931-35 年 ｣『』18 号、2009

年 12 月。 

Vysokov Mikhail （松井憲明 訳）「翻訳 サハリンと千島列島：編年史、1986-90 年 ｣『人文・自然科

学研究』22 号、2010 年 3 月。 



2009年度 

研究成果刊行物 

＊【著書】…著書、編書、翻訳書など。【論文集】…定期刊行物以外の文献に掲載された論文など。【定期刊行物】…学術誌、紀

要、会誌などに掲載された論文など。 

三木理史 ·································································································歴史地理学 

【論文集】 

Мики М., “Карафуто в системе японских колоний,” ответственный редактор М.С. Высоков, 

Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 

2009. 

Мики М., “Развитие исследований по Карафуто в Японии в XX столетии,”  ответственный 

редактор М.С. Высоков, Россия и островной мир Тихого океана. Южно-Сахалинск : 

Сахалинское книжное изд-во, 2009. 

 

【定期刊行物】 

三木理史「樺太時代の歴史地理｣『地理』第 54 巻 5 号、2009 年 5 月。 

 

 



 

＊掲載している研究プロジェクトは、本会関係者が代表者をつとめるもののうち、サハリン樺太史関連のもののほか、周辺地地

域・領域をテーマにする物も含んでいる。[新規]…今年度より開始したもの。[継続]…中間年度にあたるもの。[最終]…最終年

度にあたるもの。[単年]…今年度開始した単年度のもの。 

―研究プロジェクト― 

（代表者五十音順） 

井竿富雄 ·································································································国際政治史 

[単年]井竿富雄「シベリア出兵収拾期の日本の諸政策：保障占領と「救恤」」北海道大学スラブ研究セ

ンター「スラブ・ユーラシア地域（旧ソ連・東欧）を中心とした総合的研究」共同利用型、2009

年。 

 

今西一 ····································································································日本近代史 

[新規]今西一「19～20 世紀北東アジア史のなかのサハリン・樺太 」科学研究費補助金・基盤研究(B)、

2009-2011 年。 

[単年]今西一「北海道・韓国・ロシアの新たな関係に向けてのサハリンからの永住帰国韓国人へのイン

タビュー調査」小樽商科大学重点領域推進研究、2009 年。 

 

塩出浩之 ·································································································日本政治史 

[最終]塩出浩之「明治初期の新聞による公論形成と東アジア国際秩序 」科学研究費補助金・若手研

究(B)、2007-2009 年。 

 

麓慎一 ····································································································日露関係史 

[最終]麓慎一「露米会社の極東経営と北方世界  」科学研究費補助金・萌芽研究→挑戦的萌芽研究、

2007-2009 年。 

[継続]麓慎一「19世紀後半における露清関係の変容と日本の北東アジア政策  」科学研究費補助金・

基盤研究(B)、2007-2010 年。



 

 

サハリン・樺太史研究会会則 

2009 年 5 月 16 日採択 

 

1. 本研究会はサハリン・樺太史研究会と称する。 

2. 本研究会は、サハリン・樺太を対象地域とし、主として歴史分野に関する研究の促進と研究者

の交流を目的とする。 

3. 本研究会は、その目的を達成するために次の事業をおこなう。 

(1) 定例研究会（例会）・シンポジウムなどの開催。 

(2) 共同の研究・調査、およびその成果の公開。 

(3) サハリンの大学・研究機関との交流、情報交換および共同研究の促進。 

(4) その他本研究会の目的を達成するために適当な事業。 

4. 本研究会は、サハリン・樺太の歴史に関心があり、その目的に賛同し、事業に協力する個人の

会員からなる。 

5. 新年度最初の例会時に総会を開催する。総会は本研究会の最高議決機関であり、総会の議

決は原則として出席会員の過半数によって成立する。 

6. 本研究会には次の役員をおく。 

会長（1 名）・副会長（1 名）・事務局長（1 名）。 

7. 役員選出までは 4 名からなる世話人が研究会の運営にあたる。世話人は役員を互選し、総会

の承認を得る。 

8. 会長は本研究会を代表し、会務を統括する。 

9. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

10. 本研究会に事務局をおく。事務局長は会長・副会長のもとで本研究会の事務全般を担当す

る。 

11. 役員の任期は 2 年とする。ただし再任はさまたげない。 

12. 本会則は 2009 年 4 月から発効する。本会則の改正は役員の議を経たのち総会の議決によ

る。 

------------------------------------------------------------------------- 

サハリン・樺太史研究役員 

2009 年 5 月 16 日選出 

 

会長：原暉之   

副会長：今西一   

事務局長：天野尚樹  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
サハリン樺太史研究会 2009 年度活動報告書 

 

発行日：2012年 1月 31日 

編集者：中山大将 

発行者：サハリン樺太史研究会 
【公式 HP】 http://sakhalinkarafutohistory.com/home.html  
お問い合わせは、上記 HPの問い合わせフォームよりお願いいたします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 


