
「竹島の日」記念事業(第1～6回)

回 式典 記念行事
記念事業

表彰者 功績(人数)/ 氏名
関連行事

第1回
平成18年
(2006)

❏主催者挨拶
❏期成同盟挨拶

竹島を考えるフォーラム
①下條正男(拓殖大学教授)
「竹島の日条例制定から1年」

②谷口博繁(鳥取県立博物館)
「鳥取藩政資料から見た竹島問題」

③塚本孝(国会図書館参事)
「国際法や外交文書からみる竹島問題」

④舩杉力修(島根大学助教授)
「地図・絵図から見る竹島」

※2006(平成18)年の第1回目は、
表彰式を行っていない

・竹島コーナー展示(県庁1階)
「ニホンアシカ等」

第2回
平成19年
(2007)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

領土問題を考えるフォーラム
①佐瀬昌盛(防衛大学名誉教授)
「日本を取り巻く領土問題」

②黒田勝弘(産経新聞論説委員)
「韓国は何故、竹島に熱狂するのか」

③舩杉力修(島根大学助教授)
「地図・絵図から見る竹島・鬱陵島」

④下條正男(拓殖大学教授)
「2年間の研究会活動と今後の展望に
ついて」

【感謝状】
・資料提供(6名)/田村のり子(故
田
村清三郎)、藤間亨、高見良平、
村上助九郎、佃恒治(久見漁師

会
会長)、藤田久子(故藤田茂正)

・竹島資料室のプレオープン

第3回
平成20年
(2008)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

領土問題講演会
①兵藤長雄(元在外大使)
「変化するプーチンのロシアと北方領土」

②下條正男(拓殖大学教授)
「日韓新時代と歴史問題の処理」

【感謝状】
・資料提供(4名)/故橋本いせ子、
馬庭将光、山本立子、佐々木邦夫

・証言協力(4名)/吉岡博、
米澤昭利、岩滝克己、伊達彪

・竹島資料室特別展示
「竹島と日露戦争」

・竹島広告塔(JR松江駅)除幕
式

第4回
平成21年
(2009)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

領土問題講演会
①山谷えり子(参議院議員)
「領土問題と国政の現状」

②伊藤博敏(研究スタッフ)
「全国に先駆ける島根県の竹島問題
学習」

③下條正男(拓殖大学教授)
「最近の竹島問題に関する論争点」

【感謝状】
・資料提供(4名)/樋野俊晴、
毛利彰、奥村平治、石橋智紀

・証言協力(2名)/故八幡尚義、
吉山武

・竹島資料室特別展示
「中井養三郎と竹島」

第5回
平成22年
(2010)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏要望書手交
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

パネルディスカッション
「竹島の日条例制定5周年を迎えて」

・有村治子(参議院議員)
・下條正男(拓殖大学教授)
・八幡昭三(隠岐の島町久見)
・常角敏(布施中学校教頭)
・梶谷萬里子(県土・竹島を守る会)
・司会/杉原隆(竹島顧問)

【感謝状】
・資料提供(1名)/小原誠
・証言協力(1名)/近藤宮子

・条例制定5周年誌の発行
・竹島資料室特別展示
「条例制定5周年を迎え
て」

・竹島問題を考える集いの開
催

第6回
平成23年
(2011)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏要望書手交
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

竹島教育フォーラム
「竹島教育を考える」

・伊藤由紀夫(島根県教育委員会教育監)
・新藤義孝(衆議院議員)
・常角敏(知夫中学校教頭)
・山口修司(伊野小学校校長)
・渡辺周(衆議院議員)
・司会/下條正男(拓殖大学教授)

【感謝状】
・韓国語翻訳協力(19名)/［東京地
区16名：赤松真歩子、石田淑子、
大澤俊雅(代表)、加藤重徳、清
水広恵、内藤茂昭、仲田美香、
並木正子、野村喜章、平田慶子、
松澤幹治、茂木守、山口恵子、
山崎知昭、吉田孝子、吉本ふき
子］［大阪府：松井淳］［鳥取
市：秋田和久］［出雲市：佐藤
寛一］

・片江地区聞き取り調査協力(10
名)/都田修康、寺本邦夫、宮崎
敏良、佐々木宏(代表)、寺本幹、
河本克、澁谷吉清、寺本勝彦、
澁谷俊弘、河本宏

・中学生作文コンクール優秀
作品発表(5名)

・竹島資料室特別展示
「竹島と鬱陵島」

(敬称略)※役職は当時のもの

▲多くの報道陣の前で、杉原顧問より資料の
説明を受ける澄田知事(2007年2月22日)

▲「竹島の日」の集いの様子(2006年2月22日)

▲竹島資料室特別展示「竹島と鬱陵島」(2011年2月)

▲竹島教育フォーラム(2011年2月22日)

ニホンアシカの剥
製が展示された
(2009年2月22日)

2020年1月 竹島資料室



「竹島の日」記念事業(第7～14回)

回 式典 記念行事
記念事業

表彰者 功績(人数)/ 氏名
関連行事

第7回
平成24年
(2012)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏要望書手交
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

鼎談
「竹島問題を語る」～竹島問題、過去から
現在、そして未来へ～
・加藤達也(産経新聞ソウル支局長)
・佐々木茂(松徳学院高校教諭)
・下條正男(拓殖大学教授)

【感謝状】
・資料提供(3名)/杉原由美子、
野本晃史、脇田和彦

・竹島資料室特別展示
「李承晩ラインと竹島」

第8回
平成25年
(2013)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏要望書手交
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

記念事業
①講演
・黒田勝弘(産経新聞ソウル駐在特別
記者・論説委員)
「竹島問題で韓国社会はどう動く」

②対談
・黒田勝弘(産経新聞ソウル駐在特別
記者・論説委員)

・下條正男(拓殖大学教授)

【特別感謝状】
・元竹島問題研究顧問/杉原隆

【感謝状】
・資料提供(2名)/清水三四郎、
森崎玉子

・証言協力(2名)/池田邦幸、
小川岩夫

・竹島資料室特別展示
「竹島と隠岐の人々」

第9回
平成26年
(2014)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏要望書手交
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

講演
「『竹島問題100問100答』の発刊にあたって」

【第3期竹島問題研究会】
・司会/下條正男(拓殖大学教授)
・佐々木茂(松徳学院高校教諭)
・塚本孝(東海大学教授)
・藤井賢二(姫路市立姫路高校教諭)

【感謝状】
・資料提供(3名)/奥原篤子、
長久保甫、濵田ヤスミ

・証言協力(2名)/池田正孝、
佐々木恂

・竹島資料室特別展示
「絵図・地図に見る竹島」

第10回
平成27年
(2015)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

鼎談「竹島の日」条例制定10周年を迎えて
・新藤義孝(領土議連会長)
・藤井賢二(島根県竹島問題研究顧問)
・下條正男(拓殖大学教授)

【感謝状】
・資料提供(4名)/庄司武久、
手﨑りえ子、野津豊、八幡智之

・証言協力(1名)/吉田徹

・竹島資料室特別展示
「条例制定10周年を迎え
て」

・条例制定10周年誌の発行

第11回
平成28年
(2016)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

講演会
・髙井晉(笹川平和財団特別研究員)
「竹島問題に関する発信継続の意義と重
要性」

・下條正男(拓殖大学教授)
「国家主権と歴史認識問題―今、何が問
題なのか―」

【感謝状】
・資料提供(1名)/馬庭典子
・研究協力(2名)/田中隆一、
米村進

・竹島資料室特別展示
「日本海におけるロシアと
日本」

「李承晩ラインの背景とそ
の問題点」

「平成28年度中学校社会科
教科書」

第12回
平成29年
(2017)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

講演会
・原田環(県立広島大学名誉教授)
「竹島と韓国ナショナリズム」

・下條正男(拓殖大学教授)
「未解決の竹島問題と政治の不在」

【感謝状】
・資料提供(3名)/石井洋子、
嶋田孝夫、中本臣

・証言協力(1名)/作田アイコ

・竹島資料室特別展示
「竹島問題10のポイント」
「平成29年度高等学校地理
歴史・公民教科書」

「中学生作文コンクール受
賞作品」

第13回
平成30年
(2018)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶

シンポジウム「竹島問題解決に向けた取組み」
・下條正男(拓殖大学教授)
・高田潔(領土室長)
・佐々木茂(松徳学院教諭)
・曽田和彦(大田二中教頭)

【感謝状】
・資料提供(2名)/大野由喜代、
松浦梅春

・証言協力(1名)/木瀬一郎

・竹島資料室特別展示
「全国に広がる竹島学習と
啓発活動」
(新学習指導要領と島根
県の竹島に関する学習の
取り組み、中学生作文コ
ンクール受賞作品ほか)

第14回
平成31年
(2019)

❏主催者挨拶
❏来賓挨拶
❏感謝状贈呈
❏期成同盟挨拶
❏特別決議

講演会
・中野徹也(関西大学法学部教授)
「国際法による竹島問題の解決」
・下條正男(拓殖大学教授)
「竹島問題と日本海呼称問題」

【感謝状】
・資料提供(2名)/齋藤昭一、
宮田洋

・研究協力(1名)/前田安住

・竹島資料室特別展示
「国際司法裁判所と竹島
問題」

(敬称略)※役職は当時のもの

▲内閣府大臣政府官として初めて島尻安伊子氏
が出席した(2013年2月22日)

シンポジウム(2018年2月22日)
感謝状の贈呈
(2018年2月22日)

2020年1月 竹島資料室



竹島資料室の設置運営

▶資料室前広告塔除幕式 ▶資料室オープニング ▶資料室リニューアルオープン

▶夏休み展示

▶資料室案内看板リニューアル

平成19年4月、島根県が所有する竹島関係の歴史的公文書や「竹島問題研究会」の研究成果と収集資料を公開し、広く利用し

てもらうため、そして竹島問題についてより一層の啓発活動を行うため、竹島資料室を設立しました。

平成24年11月、室内スペースを拡張し、リニューアルしました。

さらに平成26年9月には研修室を併設しました。

夏休み中の子供たちに竹島への理解を深めてもらおうと毎年違うテーマで企画展示をしています。

↑ 2018(平成30)年夏展示
「竹島とニホンアシカ」

↑ 2019(令和元)年夏展示
「竹島ってどんな島？」

▶杉原由美子氏読み聞かせ

隠岐の島町久見地区の杉原由美子氏は、2013(平成25)年に絵本『メチのいた島』を出版しました。
絵本のため、杉原氏は地区のお年寄りの家を一軒ずつ訪ね、聞き取り調査を行いました。この調査の結果が、『メチのいた
島』の執筆に生かされています。
また、子どもたちに竹島への関心と理解を深めてもらおうと、県内外の学校や図書館で『メチのいた島』の読み語りを行って
います。竹島資料室でも夏休み企画として読み語りに来ていただきました。

資料室開設時に整備して以来老朽化が進んだため、デザインを一新して、リニューアルしました。

旧看板

（令和元年10月）

配布
グッズ

絵本『メチのいた島』

2020年1月 竹島資料室



1.竹島問題の概要、県の取組み等について／島根県総務課

竹島問題とは何か／杉原隆氏

2.近・現代史における竹島問題−明治期の「竹島問題」を中

心に−／佐々木茂氏

3.学校教育と竹島問題／伊藤博敏氏

小中学校でこう教えています竹島問題／常角敏氏

4.古文書が語る竹島問題／内田文恵氏

5.国際法から見た竹島問題／塚本孝氏

6.島根漁民の朝鮮近海出漁／伊藤康宏氏

7.「竹島事件一件」−今津屋八右衛門について／森須和男氏

8.古代出雲歴史博物館所蔵の竹島関係地図について

／岡宏三氏

9.最近の竹島問題に関する論争点について−外務省「竹島10

のポイント」への反論を批判する−／下條正男氏

【平成21年度】全4回

【平成20年度】全9回

1.韓国のナショナリズム／原田環氏
2.日韓会談と竹島問題／藤井賢二氏
3.古文書から読み解く「竹島一件」／内田文恵氏
4.韓国の国会図書館が刊行した『竹島＝独島論争』の問題
点について／下條正男氏

【平成22年度】全4回
1.隠岐の中学校における領土問題の教育について／常角敏氏
2.安龍福の供述～古文書と記録から〜／内田文恵氏
3.明治10年太政官指令-竹島外一島之儀ハ本邦関係無之-をめ
ぐる諸問題／杉原隆氏
4.「竹島の日」と「尖閣の日」／下條正男氏

【平成23年度】全3回

1.サンフランシスコ平和条約と領土問題−条約調印60周年に
当たって−／塚本孝氏
2.高校における竹島学習の現状（いま）〜「地理A｣の実践事
例から〜／佐々木茂氏
3.李承晩ライン問題再考−宣言60周年を迎えて−／藤井賢二氏

【平成24年度】全4回

1.小中学校における竹島教育の現状〜竹島学習リーフレット
に学ぶ〜／常角敏氏
2.これからの「竹島学習」のあり方〜高校での「竹島学習」
指導案を事例として〜／佐々木茂氏
3.1905年竹島領土編入措置の法的性質〜国際法の観点から竹
島問題を学ぶ〜／中野徹也氏
4.「日本外交と竹島・尖閣問題について」／下條正男氏

竹島問題を考える講座(平成20年度～令和元年度)

竹島問題の研究成果を県民に広く紹介し、竹島問題に関する理解を深めていただくことを目的として、毎年「竹島
問題を考える講座」を開催しています。
最近では、松江だけでなく、隠岐地区、浜田や益田等の西部地区でも講座を開催し、広がりを見せています。

2020年1月 竹島資料室

【平成25年度】全4回

1.竹島問題と尖閣諸島問題の類似点・相違点／塚本孝氏
2.韓国大統領上陸から1年〜日本国内の竹島問題をめぐる言説

／藤井賢二氏
3.韓国のナショナリズムと竹島／原田環氏
4.島根県をターゲットにした韓国側の論理／下條正男氏

【平成26年度】全4回

1.これからの学校教育と竹島問題〜「領土教育」と島根県の
取り組みから考える〜／佐々木茂氏
2.竹島問題と国際司法裁判所／中野徹也氏
3.浜田藩と天保竹島一件／森須和男氏
4.竹島問題と韓国の‘歴史認識問題’／下條正男氏

1.日韓会談と竹島問題／藤井賢二氏
2.竹島に関する教育の推進状況／植田道氏
3.竹島に関する隠岐調査の成果と現状／忌部正英氏
4.韓国の竹島研究の現状とその限界／下條正男氏

【平成27年度】全4回

1.「竹島問題」研究の現状と啓発／佐々木茂氏
2.韓国は何を根拠に竹島領有を主張しているのか／塚本孝氏
3.南シナ海仲裁判決と竹島問題／中野徹也氏
[特別]竹島が韓国領でない理由とその歴史的根拠／下條正男氏

【平成28年度】全3回＋特別講演会

1.地域資源としての竹島問題の活用／下條正男氏
2.韓国の主張を考える／藤井賢二氏
3.竹島問題の平和的解決に向けて／髙井晉氏
4.竹島に関する教育の現状／田村康雄氏

【平成29年度】全4回

1.竹島学習この10年～教育のこれまでとこれから～／常角敏氏
2.「竹島問題」から考える～最近の研究動向と「意識調査」
の現状～／佐々木茂氏
3.竹島問題の理解のために－竹島問題と韓国の歴史認識問
題－／下條正男氏
4.国際司法裁判所による竹島問題の解決／中野徹也氏
5.竹島問題と韓国の歴史認識問題－韓国の竹島教育の現状と
その問題点―／下條正男氏

【平成30年度】全5回

1.イギリスと竹島問題／藤井賢二氏
2.明治後期における竹島のアシカ漁業－明治38(1905)年竹島
島根県編入前を中心として－／舩杉力修氏
3.昨今の日韓関係悪化の遠因としての竹島問題／下條正男氏
4.竹島に関する教育の現状／大坂慎也氏

【令和元年度】全4回



出前講座

出前講座の実施状況

島根県では、啓発活動の一環として出前講座を実施しています。
平成24年度8月10日、李明博韓国大統領（当時）の竹島上陸をきっかけに、国民の竹島に対する関心が一気に高まっ
たことにより講座の問合せや実施研修が伸びました。

年度 ／出前講座実施件数 ／(出前講座を含む全研修等実施件数)

平成22年度 ／ 4件実施 ／ (7件)

平成23年度 ／ 6件実施 ／ (10件)

平成24年度 ／ 17件実施 ／ (28件)

平成25年度 ／ 21件実施 ／ (61件)

平成26年度 ／ 10件実施 ／ (31件）

平成27年度 ／ 9件実施 ／ (34件)

平成28年度 ／ 7件実施 ／ (24件）

平成29年度 ／ 10件実施 ／ (36件)

・立正大学淞南高校／徳育授業

・「竹島の領土権確立を求める集い」実行委員会／第11回竹島の領土権確立を求める集いin松江

・西部県民センター／浜田地区県職員研修

・隠岐支庁県民局／隠岐地区県職員研修

・鳥取 竹島問題を学ぶ会／学習会 第5回 他

平成30年度 ／ 8件実施 ／ (37件)

・鳥取県連合婦人会／鳥取県連合婦人会役員研修

・島根県自治研修所／島根県新規採用職員研修 他

令和元年度 ／ 4件実施 ／ (23件） ※現時点での計

・松江西高等学校／学習会

・出前講座／安来市大塚交流センター 他

研修会での講義内容

出前講座だけでなく、資料室や隣に併設された研修室での研修は次のような内容で行っています。

●「竹島問題と島根県の取り組み」

●啓発DVD視聴

●各種資料配付

・竹島問題入門編パネル
・領土に関する作文コンクール
・これまでの特別展示のパネル 他

※竹島資料室のラックにて配布中

2020年1月 竹島資料室



竹島領土権確立隠岐期成同盟

①浜田市

2020年1月 竹島資料室

竹島問題啓発パネル展
島根県は、竹島問題啓発のため、竹島資料室で展示してい

るパネルを中心に展示する「出張竹島資料室」を開催してい
ます。

「出張竹島資料室」は、島根県内の市町村の協力のもと、

2016(平成28)年から毎年開催しています。それまでは松江市
の竹島資料室でしか見ることができなかった、解説パネルや
地図の複製、書籍やビデオなどを設置し、竹島についての
様々な情報を得られるよう実施しています。

■2016(平成28)年8月3日～29日
■浜田市役所本庁舎
■入門編、年表、絵本原画、中学生
作文コンクール作品、内閣官房
領土・主権対策企画調整室提供
パネル
など

②隠岐

■2017(平成29)年7月3日～31日
■隠岐汽船フェリーターミナル
(隠岐の島町、海士町、西ノ島
町)、知夫村役場

■入門編、年表、絵本原画、中学生
作文コンク
ール作品、
内閣官房領
土・主権対
策企画調整
室提供パネ
ルなど

③大田市

■2017(平成29)年9月19日～10月13日
■大田市役所本庁舎
■入門編、竹島写真、中学生作文
コンクール作品、ペーパークラ
フト、啓発ビデオなど

④出雲市

■2018(平成30)年7月3日～30日
■出雲市役所本庁舎
■入門編、年表、県の取り組み解説
パネル、ペーパークラフト、啓発
ビデオなど

⑤益田市

■2018(平成30)年8月1日～31日
■益田市役所本庁舎
■入門編、年表、県の取り組み解説
パネル、ペーパークラフト、啓発
ビデオなど

⑥安来市

■2019(令和元)年6月4日～28日
■安来市役所本庁舎
■入門編、年表、県の取り組み解説
パネル、ペーパークラフト、啓発
ビデオなど

⑦江津市

■2019(令和元)年7月2日～30日
■パレット江津
■入門編、年表、県の取り組み解説
パネル、ペーパークラフト、啓発
ビデオなど

隠岐の島町



島根県内竹島広告板・広告塔等所在マップ（全10か所）

広告板（2か所）
県庁第3分庁舎南側交差点、七類港隠岐汽船ターミナルビル内

広告塔（8か所）
JR松江駅前広場、松江合庁前、松江市宍道体育センター前、出雲空港、大田警察署前、浜田
合庁前、益田合庁前、西郷港ターミナルビル駐車場

隠岐の島町

益田市

浜田市

大田市

出雲市 松江市

《広告塔》西郷港
ターミナルビル駐車場

《
広
告
塔
》

Ｊ
Ｒ
松
江
駅
前
広
場

《
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》
松
江
合
庁
前

《
広
告
板
》
県
庁
第
３
分
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南
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点

《広告板》七類港隠岐汽船
ターミナルビル内

《広告塔》松江市宍道
体育センター前

《広告塔》出雲空港

《広告塔》浜田合庁前

《広告塔》益田合庁前

《広告塔》大田警察署前

制作：竹島資料室（2020.1改訂）

島根県庁

松江駅

松江合同庁舎

2020年1月 竹島資料室

http://www.web-sanin.co.jp/local/chibu/
http://www.miracle.ne.jp/oki-nisi/
http://plaza.miracle.ne.jp/ama/
http://www.web-sanin.co.jp/local/hamada/hamada.htm
http://ohda.iwamigin.or.jp/
http://www.web-sanin.co.jp/local/nichihara/nichihar.htm
http://www.town.akagi.shimane.jp/
http://www.miracle.ne.jp/yokota/
http://www.web-sanin.co.jp/matsue/matsue.htm
file://///FILESV2_P/DATA/GYOUSEI/SHINKOU/市町村課/個人用ファイル/馬場康行/平成１４年度/合併/リレーシンポ/島根県/合併の状況/H14.7現在/市町村合併の取組み状況 .doc
http://www.daikonshima.or.jp/
http://www.daikonshima.or.jp/
http://www.web-sanin.co.jp/local/higashiizumo/
http://www.web-sanin.co.jp/local/hirata/
http://www.web-sanin.co.jp/local/hikawa/hikawa.htm

