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　地域づくりは「人づくり」。何もないと
思っていた地域に多くの人が訪れ、資源が
ないと思っていた地域に名産品が生まれる
現象が、全国各地で起こっていますが、そ
の変化の原動力となっているのは「人」。
面白いことが起こっている地域には、求心
力や行動力のある人物が必ず存在していま
す。そして個性豊かなリーダーの存在が地
域に新しい息吹をもたらしています。
　地域で輝きながら活動に取り組み、地域
を輝かせている人たちは、なぜその地域に
思いを寄せるのか、どうやって人の心を動
かしてきたのか、どうしてそんなに熱い気
持ちを持っているのか。さまざまな角度か
ら「輝き人」の「熱さ」の源を探ります。

内　容

単行本
モノクロ印刷
B6判 257ページ
発売：2017年4月

1,400円＋税
第１章  まちづくりと人
新しい時代を拓く人たち…………………………………………………………………………………… 島根大学教授　	 作野　	広和
やりたいことはまちにある… ……………………………………………………………………………… 県立広島大学准教授	 和田	　　崇

第２章  中国地域の輝く人々
… ［鳥取県］	チャンスがあれば積極的にかかわっていく		そのエネルギーが次のチャンスにつながる… …福嶋	登美子
	 ［島根県］	他人任せで変えられないことは自分でやる…………………………………………………………長谷川	陽子
	 	 「このまちが好きだから必ずここに戻ってきたい」と思う心を育む… …………寺本　	英仁
	 	 10 年前こんなに痩せて苦労していた時代があったことを忘れてはいけない………豊田	　庄吾
	 ［岡山県］	自分がなりたい未来になりなさい… ………………………………………………………………………加藤	せい子
	 	 やろうと思えばできる　やめたときが失敗…………………………………………………………鳴本	　浩二
	 ［広島県］	守りたいのはものを介してつながる人の心やそこに根付く精神……………………豊田	　雅子
	 	 距離やリスクに比例してチャンスは広がる…………………………………………………………植田	紘栄志
	 ［山口県］	一番に海に飛び込む勇気のある「ファーストペンギン」の役割を担う覚悟………坪内	　知佳
	 	 地方には手付かずの資源や可能性がまだまだたくさん眠っている… ……………松嶋　	匡史
第３章  中国地域と輝き人
中国地域と輝き人… ………………………………………………………………………………………… 法政大学名誉教授	 岡﨑	　昌之



鉄道探見 　 鉄路の歴史とその魅力

●「鉄道と社会」（石井幸孝、JR九州初代社長・会長）
●「山陽鉄道の敷設」（長船友則、鉄道研究家）
●「軍事的背景で敷設された路線とその後」	
		（三宅俊彦、鉄道史研究家）
●「産業の発達と資材輸送のための鉄道」	
		（松永和生、鉄道友の会中国支部長）
●「魅力的な駅舎のデザイン」	
		（杉﨑行恭、鉄道フォトライター）
●「鉄道路線の変遷をたどる」	
		（今尾恵介、鉄道・地形図研究家）
●「文学に描かれた中国地方の鉄道」	
		（原口隆行、鉄道研究家）
●「都会の足となる路面電車～岡山電気軌道～」	
		（岡將男、公共の交通RACDA会長）
●「都会の足となる路面電車～広島電鉄～」	

		（加藤一孝、広島市こども文化科学館元館長）
●「最新システムで運行する新たな路線」	
		（河野俊輔、鉄道友の会中国支部事務局長）
●「可部線廃線区間と今福線未成線区間を歩く」	
		（森口誠之、鉄道研究家）
●「備後地域を走った民営鉄道」	
		（浦田慎、広島大学大学院特任助教）
●「人々を引き付ける異色の駅長」	
		（江種浩文、中国地方総合研究センター主任研究員）
●「若桜鉄道のダイナミズム」	
		（米山淳一、日本鉄道保存協会事務局長）
●「レールバイク先進国韓国の鉄道廃線利用」	
		（秋田紀之、中国地方総合研究センター主任研究員）
●「	廃止路線と廃止車両を生かした地域活動」
					（浜中裕史、ふるさと鉄道保存協会広報担当理事）他

　鉄道は人や貨物を運ぶ手段であると
ともに地域経済や文化の発展をもたら
してきた。また路線とその沿線は人々
を引き付ける地域の財産ともなってい
る。さまざまな路線網が明治以来構築
されてきた過程で地域がどのように変
貌してきたのか、各路線はどんな魅力
を持っているのかを知ることが、鉄道
路線と鉄道遺産の今後の活用や地域の
魅力向上にもつながる。

［単行本、モノクロ、306ページ、B6判］
発売：2014 年 9 月

内　容

発売中

「道」の文化史
　道は人や獣が生きていくために山や
平野を行ったり来たりして踏み固める
ことによってできていった。古代律令
国家が成立すると、中央と各地を結ぶ
ため道が整備され七道が定められた。
中でも山陽道は最も重要な道であり、
中国山地には網の目のように小路が造
られた。やがて時代とともに道は産業
を生み文化や信仰を育み、歴史の舞台
となった。中国地域の道の姿をたどる
ことは、この地域の歴史を理解する上
できわめて重要な意味を持っている。

［単行本、モノクロ、266ページ、B6 判］
発売：2013 年 12 月

残部わずか

中国総研・地域再発見 BOOKS【ご購入申込書】	
第２刊　よみがえる建築遺産　ご購入部数（　　）部	 第３刊　「道」の文化史　　ご購入部数（　　）部
第４刊　鉄道探見　　　　　　ご購入部数（　　）部	 第５刊　藩と人　　　　　		ご購入部数（　　）部
第６刊　豊かな食　　　　　				ご購入部数（　　）部	 第7刊　なぜそんなに熱いのか		ご購入部数（　　）部

お名前… TEL… （　　　　　　）

〒… ご住所

※ご購入を希望される方は上枠内に必要事項をご記入のうえ、申込書を FAXまたはメールでお送りください。
〒 730-0041　広島市中区小町 4-33　公益社団法人 中国地方総合研究センター　中国総研・地域再発見 BOOKS 編集部  行
TEL: 082-245-7900　FAX: 082-245-7629　mail: crrc@crrc.or.jp　　※代金のお支払い方法については、冊子お届け時にご案内いたします。

1,700円＋税

お届け先

藩と人 　 地域を支えた人びと

第１章「「藩」とは何か」
第１節「幕藩体制と藩の特質」
第２節「中国地域の藩の盛衰の物語」

第２章「名君たちの偉業、時代を動か
した実力者たち」

第１節「名君たちの偉業」
第２節「時代を動かした実力者たち」

第３章「各分野で藩と領国を支えた人たち」
第１節「江戸期の官僚と専門家」
第２節「地域を支えた産業と人」
第３節「夫や子どもを支えた女性の力」

第４章「歴史を創った藩校と私塾」
第１節「特色ある藩校」
第２節「歴史を動かした私塾」

第５章「幕末維新と長州藩の群像」
第１節「誤解の中にあった長州藩

の幕末維新史」
第２節「吉田松陰」
第３節「長井雅楽」
第４節「周布政之助」

　江戸時代、徳川政権を支えたのは、
全国の300余の「藩」であった。中
国地域にも多くの藩が存在し、財政改
革、殖産興業に努めた名君や実力者が
生まれ、独自の藩風や文化を築いた。
その藩風はいまも県民意識に引き継が
れている。藩の誕生から激動の幕末維
新まで、中国地域の藩と人々の盛衰の
ドラマを探る。

［単行本、モノクロ、271ページ、B6判］
発売：2014 年 11 月

内　容

発売中 1,600円＋税

中国地域の豊かな食 伝統食から現代の美味まで時代を越えて一堂に

第１章  中国地域の豊かな食
民俗学者　神崎宣武

第２章  まわりはすべて海　魚介がウマイ！
１		瀬戸内の特色ある魚たち
２「はも塾」を開催し天神鱧を全国に発信
３		バラエティ豊かな山陰の魚たち
４		広島に根付くカキ食文化
５		夏の味覚　山陰の岩ガキ
６		山陰の松葉がにと瀬戸内海のワタリガニ
７		豊かな魚類から生まれた水産加工品

第３章  山や川にも　ウマイ！がいっぱい
１		豊饒の湖「宍道湖」の恵み
２		日本一の清流高津川のアユ
３		たたら製鉄の里・奥出雲のコメ、ソバが旨いわけ
４		山間部の貴重な魚─備北のワニ
５		大山─肥沃な大地と信仰が生んだ食

第４章  ウマイ！には　わけがある

１		中国山地のブランド和牛
２		お殿様の愛した野菜とびっくり新品種
３		瀬戸内の天候がつくり出す柑橘類

第５章  祭りと伝統の国の　ウマイ！
１		ハレの日の料理─祭りと食の関係
２		伝統料理の寿司・おこわ
３		「中世の食」を再現し文化資源に
４		郷土料理「うずみ」で食ブランド創出

第６章  だれがつくった？　こんなウマイ！もの
１		多彩な麺の面々
２		地産食材が生きる選りすぐりの鍋
３		広島のソウルフード「広島お好み焼き」
４		海軍グルメの町
５		「食のみやこ」からグルメストリートへ
６		スタジアムで楽しむスポーツと食

第 7 章  言葉でひもとく「食べものがたり」　
地域文化研究家　小沢康甫

　食に関する、風土、文化、歴史、
人などの知識を提供するとともに、
伝統や歴史に培われた食文化や新し
い食の未来を展望する事例等を紹介
し「食の魅力」を再発見。全編フル
カラーで写真をふんだんに盛り込み、
知的好奇心を呼び起こす歴史的事実
や食にまつわる情報をコンパクトに
紹介する。

［単行本、カラー、248ページ、B6判］
発売：2016 年 3 月

内　容

発売中 1,800円＋税

よみがえる建築遺産
　従来の「文化財」が凍結保存され、文
化や観光振興面で活用されるのに対し、
「建築遺産」を修復し用途変更することで
新たな価値を創造する行為は、それに加
え、芸術文化創造、中心市街地活性化、
商業振興面での役割や可能性を有してい
る。建築遺産を再生することで、現代に
活用している事例を紹介し、今後の可能
性を考える。

［単行本、カラー、299 ページ、B6 判］
発売：2013 年６月

発売中 1,800円＋税 1,400円＋税


