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19 世紀中頃における松江・北堀町新橋の住人と空間構成
－「北堀町新橋町絵図」の分析を通して－

･･････････････････････････････

大矢幸雄・渡辺理絵（１）

史跡松江城の発掘調査（１）
－外曲輪（二之丸下ノ段）－

･･････････････････････････････････････････････････････

大崎下屋敷の拡張・整備と建築に関する考察
松江城の屋根瓦

･･･････････････････････････

岡崎雄二郎（13）

和田嘉宥・安高尚毅（37）

－山陰で活躍した瓦工人と城郭整備－･･･････････････････････････ 乗岡

実（57）

遺跡から見た出雲府中････････････････････････････････････････････････････ 西尾克己・廣江耕史（81）
松江平野北部の平野発達史と古環境変遷史
････････････････････････瀬戸浩二・渡辺正巳・山田和芳・高安克己（99）

松江の中世石塔訪問記････････････････････････････････････････････････････････････････ 狭川真一（117）
松江市史編纂日誌･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 史料編纂室（123）
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21 世紀を迎え、社会の環境や文化が大きく変化しつつある今日、地域の未来を見通すことは
困難な課題です。こうした中でこそ地域の歴史的考察と研究が求められているのではないでしょ
うか。歴史の中に、私たちが住む松江とは何なのか、どのような特質をもっているのか、夢・未
来とは何なのかを見つけていく必要があるのでしょう。
近年、松江の歴史的考察と研究は『松江市史』の編纂などによって大きく深まっています。全
国的な研究動向から刺激を受け、広い視点から松江の歴史を考えることが可能になってきていま
す。また、松江の歴史を通して、地域の歴史や日本の歴史を捉えなおすことも出来るようになっ
てきました。
さて、今号では中世史、近世史、歴史地理学、松江城に関する研究成果を掲載しています。
今後とも、この「歴史叢書」に対し、多くの地域史研究者のご参加をいただくことで、松江の
歴史が一層明らかになるとともに、その成果が未来に向かって歩む人々の生き様に大きな示唆を
与えてくれることを願ってやみません。

2015 年 3 月

松江市長

松 浦 正 敬

『松江市史』刊行計画
（平成 27 年 3 月 31 日現在）

発行年度
（平成）
23
24
25
26

27
28
29
30
31

巻のタイトル

本体価格
（税別）

史料編 5「近世Ⅰ」

5,000 円

史料編 2「考古史料」

7,000 円

史料編 3「古代・中世Ⅰ」

5,000 円

史料編 6「近世Ⅱ」

5,000 円

史料編 4「中世Ⅱ」

5,000 円

史料編 11「絵図・地図」

7,000 円

通史編 1「自然環境・原始・古代」

5,000 円

史料編 7「近世Ⅲ」

5,000 円

別編 2「民俗」

未刊

通史編 2「中世」

未刊

史料編 8「近世Ⅳ」

未刊

史料編 9「近現代Ⅰ」

未刊

史料編 10「近現代Ⅱ」

未刊

別編 1「松江城」

未刊

通史編 3「近世（一）」

未刊

通史編 4「近世（二）」

未刊

通史編 5「近現代」

未刊

史料編 1「地質・自然環境」

未刊
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MATSUE SHISHI KENKYU No.6
Research of Matsue City’s History

The residents and the spatial composition of merchant residential area of Matsue
- Kitahorimachi-Shinbashi in the Middle of 19th century-the study of old map -

OYA Yukio ･ WATANABE Rie

(1)

- outside kuruwa(ninomaru shitanodan) -････････････････････････････････････････････････････････ OKAZAKI Yuziro

(13)

･････････････････････････････････････････････････

Excavational investigation in historic sites Matsue Castle (1)

On the extensions, maintenance and construction of the Osaki suburban residence(Osaki-shimoyashiki)
･･･････････････････････････････････････････････ WADA Yoshihiro ･ ATAKA Naoki

(37)

- active craftsman and castle construction in Sanin Region -････････････････････････････････････NORIOKA Minoru

(57)

About Izumo Fuchu and related remains･･････････････････････････････････････ NISHIO Katsumi ･ HIROE Koji

(81)

Roof-tiles of Matue Castle

The history of plain development and paleoenvironmental change in the North part of Matsue Plain, Southwest Japan
････････････････････････････････････････････････ SETO Koji･WATANABE Masami

YAMADA Kazuyoshi･TAKAYASU Katsumi (99)
A tour report on the Medieval Period stone stupas in Matsue area.････････････････････････････････ SAGAWA shinichi (117)
Matsue City Historiographic Journal･ ･････････････････････････････････････････ Historical Sources Compilation Room (123)

松 江 市
Matsue City
Suetsugu, Matsue-city, Shimane-pre, Japan

ISBN978-4-904911-27-3
C3321 ￥1500E
松江市教育委員会
定価
（本体1500円
【税別】
）

9784904911273

1923321015005

