
 

 

MATRIX 第７１号～第８０号の見出し 

 

No.80 号 Matrix，No.80(April 15, 2013) 

（第 116 回例会(平成 25 年 2 月 8 日) 「魚離れ、日本離れ・・日本の水産・漁業を考える」 関連記事） 

     1・第 116 回例会概要 「魚離れ、日本離れ・・日本の水産・漁業を考える」  村上 馨 

    5・第 116 回例会チラシ 「魚離れ、日本離れ・・日本の水産・漁業を考える」 

    6・講演資料  第 116 回 例会の企画を振り返って（挨拶要旨）  工藤 栄介 

      9・講演資料  日本水産業の現状課題と再生の戦略  有路 昌彦 

    18・講演資料  漁船漁業の「なぜ」と「これから」  藤田 純一 

   38・講演資料  MTS 研究会 116 例会（水産例会） コメント  鷲尾 圭司 

     39・日本水産漁業の再生の論点  岡本洋 

    48・魚好きとして魚産業・魚食文化を学ぶ MTS116 例会の感想  神田 修治 

     51・第 116 例会「水産・漁業」…生なましさ・とまどい…にわか勉強  山村 晋一郎 

（一般記事） 

   54・日本の伝統食文化「なまず」とおちょぼさん  津垣 昌一郎 

    56・惜しまれる「なにわの海の時空館」と菱垣廻船「浪華丸」  宮脇 正明 

 57・会報（①117、118 回例会予定、②新入会員・新幹事紹介 等） 

裏表紙 編集後記    神田 修治・津垣 昌一郎 

表紙見返し（前）・一般社団法人 海洋水産システム協会   

表紙見返し（後）・海上保安官採用情報 第五管区海上保安本部 

   

No.79 号 Matrix，No.79(February 1, 2013)  

（第 115 回例会(平成 24 年 11 月 30 日) 「日本をとりまく海洋の諸問題 PartⅡ」 関連記事） 

1・第 115 回例会概要「日本をとりまく海洋の諸問題 PartⅡ」  村上 馨  

5・講演資料  海洋における基盤情報の整備を目指す海洋調査  加藤 幸弘 

14・講演資料 我が国周辺海域のエネルギー・鉱物資源  徳山 英一 

28・講演資料 非伝統的安全保障分野における中国の活動  下平 拓哉 

30・「わかりにくいこと」に取組む - 海洋調査･海洋資源に関する 115 例会の感想  神田 修治 

35・「日本周辺の海底資源の現状と課題」を聴いて  濱 巌 

36・「非××・・」～非対称・非伝統的という言葉についてのノート  山村 晋一郎 

（一般記事） 

42・韓国・麗水海洋 EXPO 見学記  在田 正義 

46・中国の海洋進出と日米の対応 その 3  岡本 洋 

57・小笠原航路の高速化とそのフィージビリティスタディについて  塩田 浩平 

64・会報（116,117 回例会予定 他） 

裏表紙 編集後記   神田 修治・津垣 昌一郎 

表紙見返し（前）・高知大学海洋コア総合研究センター 

表紙見返し（後）・海幹校戦略研究（海上自衛隊幹部学校） 

 

No.78 号 Matrix，No.78(November 1, 2012) 

（第 114 回例会(平成 24 年 8 月 27 日) 「海事の楽しみ」 関連記事） 

  1・第 114 回例会概要「海事の楽しみ」  村上 馨 
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       5・講演資料 平  清盛にみる時代の流れ  村上 馨 

 12・Gone to the Fiddlers Green  稲葉 八州雄 

   22・講演資料 クルーズ産業の現状と将来展望  池田 良穂 

 30・講演資料 海の楽しみ おさかなのよもやま話  鷲尾 圭司 

34・「海事の楽しみ」と古代史 － 遣唐使停止と清盛の評価  岡本 洋 

44・魚をとる楽しみとその周辺 ノールウェイでのタラ釣り ほか  岡本 洋 

53・趣味と仕事 「やりたいこと」と「やるべきこと」  神田 修治 

（一般記事） 

      58・既存船の有効活用による被災地支援ネットワークの提案  森重 萌木子 

 61・会報（116 回例会予定） 

 62・海上交通システム研究会規約 

裏表紙 編集後記 神田 修治・津垣 昌一郎 

表紙見返し（前）・(PR)   日本クルーズ&フェリー学会   

表紙見返し（後）・(資料)  世界最大のクルーズ客船 OASIS OF THE SEAS 

 

No.77 号 Matrix，No.77(August 1, 2012) 

（第 113 回例会 故･石田憲治先生追悼例会・平成 24 年 5 月 31 日  記事） 
1・第113回例会概要 故･石田憲治先生追悼例会  村上 馨  

5・MTS の航跡と展望  古莊 雅生 

14・石田憲治先生との研究室での思い出  西村 真太郎 

18・講演資料 大規模海難演習システム構築における石田憲治先生のご活躍  世良 亘 

25・石田憲治先生との 30 年の軌跡  寺田 政信 

30・世界海事大学と憲治先生  工藤 栄介 

34・石田憲治先生と造船資料保存委員会  藤村 洋 

35・先生とわたしのこと  菅原 ちはる 

39・あの笑顔にもう会えない - Platform(作業環境)作りの達人石田憲治先生を偲ぶ  山村 晋一郎 

41・石田憲治先生の思い出  津垣 昌一郎 

42・石田憲治先生と「リーダーシップ工学」  赤木 新介 

44・石田憲治先生を偲んで  長谷川 和彦 

45・秘めた情熱  在田 正義 

46・石田先生！有難うございました  田淵 丈雄 

47・石田憲治先生を偲んで  花木 章 

48・拝啓 石田憲治先生  奥野 誠 

49・石田先生を偲ぶ（海事プレス・青灯 2012.6.8）  坪井 聖学 

（一般記事） 

50・中国の海洋進出と日米の対応 － 東シナ海を中心とした戦略的緊張と対応 その 2  岡本 洋 

61・近海域クルーズフェリー航路の開設について 

 － 海洋国家日本の積極的なクルーズ市場の開拓  塩田 浩平 

71・会報（117 回例会予定 新幹事紹介 他）  

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ   表紙見返し（前）・世界海事大学奨学事業 

表紙見返し（後）・昭陽汽船株式会社・株式会社キャプテンライン 
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No.76 号 Matrix，No.76(May 1, 2012) 

 1・石田会長急逝 後継会長古荘先生決定等の経緯  神田 修治 

（第 112 回例会 日本をとりまく海洋の諸問題 特集 ・平成 24 年 2 月 11 日） 

 5・第112回例会概要 日本をとりまく海洋の諸問題  村上 馨 

9・第112回 例会チラシ 日本をとりまく海洋の諸問題 ～カルタゴ 同じ轍を踏まないために～ 

10・講演資料 日本をとりまく海洋の諸問題  澤井 弘保 

21・講演資料 海上警察権について  広瀬 肇 

26・講演資料 海洋の自由と日中関係 - 安全保障の分野から  下平 拓哉 

34・有事に於いて守るべきもの  赤塚 宏一 

35・中国の海洋進出と日米の対応 - 東シナ海を中心とした戦略的緊張と対応  岡本 洋 

43・MTS 112 例会「日本をとりまく海洋の諸問題」の感想  津垣 昌一郎 

47・舐められるな、海洋国家日本  宮脇 正明 

48・記憶のカケラから～迷想・妄言の記 － 第 112 回例会に呼び起こされた想念  山村 晋一郎 

（一般記事） 

53・原発の危機管理  斉藤 了文 

57・会報（MTS 研究会幹事リスト 113 回例会案内 他）   

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ  

表紙見返し（前）・海上保安官になるには？ 第五管区海上保安本部 

表紙見返し（後）・海幹校戦略研究 海上自衛隊幹部学校研究論文集 

 

No.75 号 Matrix，No.75(January 1, 2012) 

（第 111 回例会 東日本大震災・津波 特集・平成 23 年 11 月 25 日） 

 1・第 111 回例会概要 東日本大震災・津波  村上 馨 

5・岩手県の津波災害調査報告  前野 史朗 

13・津波警報発令、その時船長は何をすべきか － 係留中船舶の津波対策を考える  中村 紳也 

25・スーパー広域災害の防災・減災とは － 東日本大震災から学ぶ  奥村 与志弘 

33・津波発生！その時どうする！？ 

     － 津波来襲に対する作業船の安全確保に関するガイドライン  小畠 進一郎 

44・阪神港における作業船の津波対策の現状  小畠 進一郎 

46・大災害の悲嘆と挫折から立ち上がる力 

     － MTS 111 例会「東日本大震災・津波」の感想  神田 修治 

51・東日本大震災・津波 - あえて原発事故を問う  寺田 政信 

54・これまでに見聞したことのない“極限の恐怖”「東日本大震災・津波」 

－ 第 111 回 MTS 例会について  山村 晋一郎 

62・会報（MTS 研究会幹事リスト 112 回例会案内 他） 

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ  

表紙見返し（前） 株式会社日本海洋科学 

表紙見返し（後） 寄神建設株式会社 
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No.74 号 Matrix，No.74(November 1, 2011) 

（第 110 回例会 故･石谷清幹先生追悼例会 特集・平成 23 年 9 月 9 日） 

1・会長挨拶 石谷先生をしのんで  会長 石田 憲治 

2・第 110 回 例会概要 故･石谷清幹先生追悼例会   村上 馨 

5・石谷清幹先生を偲んで  長谷川 和彦 

   － 石谷清幹先生 MATRIX 寄稿記事集 -  

9・ご挨拶（第 51 回研究会）   

11・全体像とはどんなものか－時間軸と空間軸 

13・創立 11 年目の新年にあたって 

15・グローバリゼーションの進展とわが国海上交通界の一問題 

22・2000 年の元旦にあたって 

24・「造船は死語か」を転換期と衰退期の差異から考える 

26・21 世紀元年の元旦にあたって 

28・えひめ丸沈没事件をめぐって 

29・えひめ丸沈没事件をめぐってⅡ 

30・「渋谷文庫」－旧海軍技術資料－の刊行を喜ぶ 

31・第 70 回例会でのご挨拶 

32・新年のご挨拶（2003 年 1 月 1 日） 

33・第 71 回記念例会でのご挨拶 

34・巨大システムの安全性 - 福島原発事故を考える - 石谷安全法則の紹介  赤木 新介 

46・MTSと石谷清幹先生  在田 正義 

48・石谷清幹先生のこと  小澤 守 

52・生涯の恩師、石谷清幹先生を偲んで  西川 榮一 

56・故石谷先生追悼例会  寺田 政信 

59・石谷清幹先生とのささやかな関係  神田 修治 

64・MTS初代会長石谷先生に御会いできたこと  山村 晋一郎 

65・会報（111 回例会予定 他）  

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ  

表紙見返し（前） 旧海軍造機資料「渋谷文庫」の紹介  神戸大学海事図書分館 蔵 

表紙見返し（後） 海上交通システム研究会 規約 

 

No.73 号 Matrix，No.73（October 1, 2011) 

（追悼・石谷清幹先生） 

1・石谷清幹先生を忍んで  赤木 新介 

（第 109 回例会(平成 23 年 7 月 1 日)  海事の楽しみ 関連記事） 

4・第 109 回例会概要 海事の楽しみ  村上 馨 

7・講演資料 コンラッド研究欧州紀行から - ある作家が垣間見た日本  田中 賢司           

15・講演資料 海事文化財として新造されたレシプロ蒸気船  岸本 紀久男 

21・講演資料 運河シリーズ南仏編 

－ ミディ運河からマルセイユへ － 自然と歴史ロマン  岡本 洋 

36･ 海事の文化と情報化 - 109 例会「海事の楽しみ」の感想  神田 修治 
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（一般記事） 

40・MV DISNEY DREAM 乗船記  大森 康平 

43・近所の昆虫ものがたり  津垣 昌一郎 

46・東日本大震災 - 震災数日後とりあえず思ったこと、そして震災 120 日後に思うこと  寺田 政信 

54・会報（110 回例会予定 新入会員紹介 他）  

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ  

表紙見返し（前） 独立行政法人 海技教育機構 海技大学校 

表紙見返し（後） 第 3 回 船の美術展 

 

No.72 号 Matrix，No.72（May 1, 2011) 

（東日本大震災） 

1・東北関東震災から見えたもの  会長 石田 憲治 

（第 108 回例会(平成 23 年 2 月 10 日)  海事社会のボーダーレス化 関連記事） 

2・第108回例会概要 海事社会のボーダーレス化  村上 馨 

6・講演資料 北東アジアにおける日中韓の近海物流の政策比較  具 京摸 

14・講演資料 近年の海上犯罪への日本の国内法の対応  鶴田 順 

20・講演資料 尖閣諸島沖中国漁船衝突事件（法学教室 No363 2010）  鶴田 順 

21・講演資料 海賊行為への対応（法学教室 No345 2009）  鶴田 順 

22・講演資料 海洋境界画定をめぐる日中韓の対立  坂元 茂樹 

31・EEZ と海洋覇権  岡本 洋 

39・グアナバラ号のオマーン沖における海賊被害事件の概要  岡本 洋 

43・ボーダーレス時代におけるボーダー問題  神田 修治 

（一般記事） 

46・MRTH コンテナ船による太平洋航路の超高速化の検討  塩田 浩平 

53・伊 58 潜の重巡インデアナポリス撃沈 津垣 昌一郎 

56・会報（震災支援基金に寄付 他）  

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ  

表紙見返し（前） 海上保安大学校試験日程等 

表紙見返し（後） Ship & Ocean Newsletter  海洋政策研究財団 

 

No.71 号 Matrix，No.71（February 1, 2011) 

（第 107 回例会 (平成 22 年 11 月 26 日)  アジア巨大コンテナ港への日本海運の取組 関連記事） 

 1・第 107 回例会概要 アジア巨大コンテナ港への日本海運の取組  村上 馨 

6・講演資料 東アジアの経済競争と国際物流の展望  宮下 国生 

12・講演資料 日本近海航路における日本海運 講演レジメ  森 隆行 

16・講演資料 日本近海航路における日本海運 パワーポイント  森 隆行 

21・講演資料 荷主による国際コンテナ貨物輸送経路の選択実態について 

         － 神戸港・大阪港圏における対中国貨物を対象として  秋田 直也 

27・第 107 回例会に参加しておもう  秋田 直也 

29・東アジアの通商未来を拓く日本近海航路  神田 修治 
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35・MRTH コンテナ船による近海域航路の超高速化の実現  塩田 浩平 

42・日本の国と日本人の像（カタチ）   

    － 聖徳太子の和の精神と遣隋使に見る外交戦略  寺田 正信 

（一般記事） 

45・交通輸送における犠牲量モデルの拡張 

    － 神田修治氏による「負の犠牲量」の提案  赤木 新介 

47・創立 60 周年を迎えた日本船長協会  赤塚 宏一 

49・2010 年 - 私のスクラップ帳から  田淵 丈雄 

54・「神戸 客船ものがたり」を読んで  花木 章 

56・会報（108 回例会予定 他） 

裏表紙 編集後記  神田 修治・津垣 昌一郎 

・PR ページ 

表紙見返し（前） 流通科学大学 

表紙見返し（後） IMOTO LINES 井本商運株式会社 

 


