
１．はじめに

　民俗学者・宮本常一（1907～1981）は，従来

の民俗学の枠を超え，生活誌，農業技術，農村経済，

産業，民具，考古学，観光文化，地域振興といった

分野にも幅広く，その業績が及んでいる．また，そ

の生涯において約160,000㎞（地球４周）にもお

よぶ旅をし，彼のパトロンであった渋沢敬三に「日

本列島の白地図の上に，宮本くんの足跡を赤インク

で印していったら，日本列島は真っ赤になる」と言

われた．まさに “旅する巨人” であった．

　そうした宮本の履歴については，多数の自著の中

で，とりわけ自伝的著書である『民俗学の旅』（宮

本 1978）や，代表的な評伝である『旅する巨人』

（佐野 19 9 6）や『宮本常一の伝説』（さなだ 

2002）といった書籍の中で詳しく触れられている

ので，そちらを参照して頂きたい．

　宮本は各地を訪れた際，メモは勿論のこと，当時

はまだ稀であったカメラを活用していることが大き

な特徴の一つであり，且つそれがまた大きな業績と

なっている．何故ならば，宮本が遺した膨大な記録

写真（画像）は，主に戦後日本における高度経済成

長期（昭和30・40年代）にあたるもので，今とな

ってはすっかり失われた情景であり，貴重な資料群

といえるものだからである． 

　当時，宮本が愛用していたカメラはオリンパスペ

ンで，それは１枚で２コマ撮影可能なハーフサイズ

のフィルムカメラであった．これまでにも言い尽く

されているように，宮本の写真には，ピントが合っ

ていない（ピンぼけ）写真も多く認められる（石川

ほか 2014）．そもそも，ハーフサイズカメラは，
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要旨
　民俗学者・宮本常一（1907－1981）は，1930年代から亡くなるまで，日本各地を旅した稀代のフィールド

ワーカーとして知られている．また，現地調査においては，まだ貴重であったカメラを使用し，行く先々でメ

モ代わりに記録撮影を行っている．それらは主に戦後日本における高度経済成長期（昭和30・40年代）にあ

たり，今となってはすっかり失われた情景である．そのために，宮本が遺した総数10万点にも及ぶ写真ネガ

は，貴重な資料群となっている．現在，それらは故郷である山口県大島郡周防大島町に設立された【周防大島

文化交流センター（宮本常一記念館）】において保管され，そしてデジタル化されて，『宮本常一データベー

ス』として，WEB上で広く公開されている．

　さて，宮本常一の足跡については，広島県福山市においても認められ，市内各所における写真が確認でき

る．そこで今回，改めて福山地域における写真の抽出作業を【周防大島文化交流センター（宮本常一記念

館）】にて行った．

　本稿では，当地域における宮本の足跡を日記や著作物から辿るとともに，集成した写真の一部を紹介してみ

たい．また，これらは福山における戦後の地域史を考える上でも，貴重な資料であるといえる．

キーワード：宮本常一，写真資料，アーカイブ，周防大島文化交流センター（宮本常一記念館），

　　　　　　昭和30・40年代，福山市



画面面積がフルサイズより小さいため，どうしても

画質はフルサイズより劣る．つまり，宮本は写真に

芸術性を求めることなく，ピンぼけといった画質に

多少の問題があっても構わないというスタイルであ

った．まさに，宮本は質よりも量を撮る人であった

といえる（図１）．

　現在，宮本が遺した総数10万点にも及ぶ写真ネ

ガは，多数の著作や蔵書とともに，宮本の故郷であ

る山口県大島郡周防大島町に設立された【周防大島

文化交流センター（宮本常一記念館）】において保

管され，それらはデジタル化されて，『宮本常一デ

ータベース』として，WEB上で広く公開されてい

る．

　周知のように，宮本の主要なフィールドが瀬戸内

海地域であったことに加え，広島県（教育委員会）

等の機関とも関わりが多かったこともあり，広島県

内の写真は比較的多く，その中には福山市域の写真

も何枚か確認できる．先述したように，宮本が遺し

た写真は、現在ではとても貴重な記録であるととも

に，それらは在りし日の地域の歴史・文化を考える

上での重要な資料であるといえるものである．

　以下，本稿では宮本が撮影した福山と、福山にお

ける宮本の足跡について，日記や著作から辿ってみ

たいと思う．

２．宮本常一が撮った福山

　今回，数回に亘って【周防大島文化交流センター

（宮本常一記念館）】を訪問し，宮本常一が撮った

膨大な写真資料の中から福山市域のものを対象に抽

出した．その結果、約650点の写真を集成すること

ができた．それら中には既に刊行物として公表され

ているものもあり（宮本 1969，毎日新聞社編 

2005，高木 2010），本稿でも重複するものが一部

みられるが，敢えて取り上げている．また当然なが

ら，紙幅の関係で集成した写真（画像）のすべて掲

載することはできない．今回はそのうちの一部に過

ぎないことを事前にお断りしておく．

　なお，本稿では紹介するにあたって，便宜的に福

山市内を下記のようなエリアで分類し，整理してお

く（図２）．

66

走島

ⅠⅠ：中心部

神石高原町

府中市

笠岡

尾道市

井原

Ⅱ：東部

Ⅲ：西部

Ⅳ：南部

Ⅴ：北部

Ⅵ：島嶼部

※Ⅶ：航空写真

図１　カメラを手にする宮本常一

図２　福山市内のエリア区分



　　Ⅰ：福山中心部：18点

　　Ⅱ：福山東部：２点　

　　Ⅲ：福山西部（赤坂・松永）：12点

　　Ⅳ：福山南部（沼隈・鞆の浦）：12点

　　Ⅴ：福山北部（神辺）：２点

　　Ⅵ：福山島嶼部（田島・横島・走島）：４点

　　Ⅶ：その他（航空写真）：４点

３．福山における宮本常一の足跡

　ここでは，公刊された日記（毎日新聞社編 

2005）を基に，福山市域における宮本常一の足跡

を辿ってみよう．

　冒頭で触れたように，山口県大島郡東和町長崎

（現，周防大島町）に生まれ育った宮本の主要なフ

ィールドは，身近に存在した瀬戸内海地域であった．

その年譜によれば，早くに1937年（昭和12）には，

渋沢敬三が主宰したアチック・ミューゼアムの瀬戸

内海巡航に同行し，東瀬戸内海の島々を踏査してい

る．また，1949年（昭和24）には，農林水産省資

料保存委員会調査員を嘱託され，それ以降も主とし

て瀬戸内海漁村の調査・史料収集にあたった．そう

した活動成果の一つが後に『瀬戸内海島嶼の開発と

その社会形成－海人の定住を中心に』としてまとめ

られ（宮本 1992），1961年（昭和36）には東洋

大学より文学博士の学位を授与された．

　さらに，1958年（昭和33）には広島県文化財専

門委員に就任（1972年（昭和47）７月辞任）し，

それを機に『広島県史』や『三原市史』の自治体史

の編纂・監修に携わる等，これまで以上に広島県内

における活動がみられるようになる（田村 2004）．

　さて，宮本の日記から “福山” に関連した部分を

抜き出してみる（表１）．そもそも，日記はごく短

い記述に留まっているため，その内容は漠然とした

ものであり，この表からは具体的な活動は見えてこ

ない．そうした状況の中で，ここでは以下の点だけ

を補足しておきたい．

①1957年（昭和32）８月29日・30日に訪れ

た沼隈郡内海町（現，福山市）横島と田島

での詳しい行程内容については，『私の日本

地図６ 瀬戸内海Ⅱ芸予の海』所収の「15 田

島・横島」の項で記されている（宮本 

1969）．

②福山を起点として，備後北部に位置する神石

郡油木町（現，神石郡神石高原町）と神石

郡豊松村（現，神石郡神石高原町）に足繁

く通っていることが目に付くであろう．そ

の事由の一つには，新成羽川ダム（中国電

力）の建設に伴って実施された「油木・豊

松民俗資料緊急調査」に参加したことにあ

る．

③1965年（昭和40）２月13日における福山

市内（神辺 ⇒ 草戸千軒・明王院 ⇒ 鞆）の

行程内容については，前述した『私の日本

地図６ 瀬戸内海Ⅱ 芸予の海』所収の「４ 福

山付近」の項に記されている．その書き出

し部分を少し引用してみると，「いま『中

国新聞』の編集局次長をしている山本二郎

氏が福山の支局長をしているとき，ぜひい

ちど福山へも寄るようにとのことで，つい

下車してお世話になった．それまで福山で

下車することは多かった．鞆へいったり，

またここから奥の村々へゆくためのバスの

のりばとしての下車であった．ただそれだ

けのことで，この町をあるいて見たことは

ない．戦災以前は見るべきものもあったの

だろうが，とにかくすっかり焼けてしまっ

てからの町には，たいして魅力も感じなか

ったのである．さて，山本さんをたずねる

と，どこへ行きたいかという．私は神辺本

陣と鞆が見たいといった．するとすぐ案内

しようとのことで，まず神辺本陣へ出かけ

ていった．・・・（後略）・・・．」とその

経緯が記述されている．

④1972・1973年（昭和47・48）には，福山

市松永町に頻繁に訪れていることが注目さ

れよう．これは「塩の民俗資料緊急調査」

に伴うもので，松永町と豊田郡瀬戸田町

（現，尾道市）を対象に実施されたもので

ある．ちなみに，そうした経緯もあってか，

宮本が撮影した福山の写真（画像）の中で
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表１　日記にみる福山市域における宮本常一の足跡
年年月日 場所 記述 典拠 備考
19560613 …→姫路→広島→大畠→小松→下田 『日記』上55 ネガ2

19570829 岩城島→弓削島→因島→尾道→横島→田島
　岩城より弓削島へ。そして役場でしばらく村長とはなし、因島にわたる。因島より東まわり
で尾道に出る。万年筆、手帳を失ったので買う。それより横島にわたる。横島と田島はいま
つずいている。門田翁のはなし、フィリッピン出漁のはなしなどきく。

『日記』上98

19570830 田島→鞆：船釘屋→福山→笠岡…
　田島より鞆に出て船釘屋の写真をとり、福山までバス。福山から汽車で笠岡へ。更に船で
神島にわたる。肥料会社あり。神島より北木島へわたって石切場の写真をとり、大浦から
真鍋島にわたる。真鍋氏来てくれて島のはなしをきく。夜は真鍋氏をたずねてはなしをきく。

『日記』上99

19591123 …→大阪→広島→周防大島 『日記』上168 ネガ109

19610822
…→鳳→沢田先生宅→伊丹→岩国→周防大
島

『日記』上291 ネガ240

19620311
岡山県奈義町→津山→岡山。岡山大学→広
島→大畠

『日記』上358 ネガ273

19631020 …広島→福山→油木→豊松
　朝早く家を出て、大畠に出、広島に向う。駅にて木下君とおちあい福山までゆき、そこから
油木行のバスにのる。この道を通るははじめて。油木より豊松へ車をとばし、役場へいく。
ここの宗教民俗資料を見る。このあたりは時間をかけて調査したい。

『日記』上417 ネガ415-416

19650212 広島→三原→福山

　広島、三原、福山。朝、三原へ向う。三原へいって鮓本氏をたずねる。神明さまの写真を
とりにいって留守だとのこと。そこで奥さんとさがしにいき、戻って来て見るとかえっていた。
3時ごろまではなして、それからバスで福山に向う。あたたかい日である。福山で中国新聞
社へデンワすると、山本氏駅へ迎えに来てくれ、村上正名氏もやって来て、大学というのみ
屋へゆき、さらにリマというのへゆく。村上氏のうちへとまることになる。

『日記』下52 ネガ534-535

19650213 福山→神辺→福山：草戸千軒→明王院→鞆
　神辺、鞆、福山。朝、山本さんが迎えに来てくれて一しょに神辺の本陣にゆく。ここはまだ
よくのこっているが、この保存は大へん骨の折れることであろう。午后、福山にかえり、村上
氏も同行して草戸、明王院、鞆をあるく。よい勉強になる。

『日記』下52 ネガ534-535

19650909
福山→呉（バス）→音戸→呉：奥江→広島→
福山

　朝6時すぎ広島着。雨がふっている。呉までバスでゆく。呉駅でのりかえて音戸へ。音戸
ロッジで新生活の中国ブロック大会がある。何にも用意してないので、「人間尊重」につい
て昼まではなす。午后、呉市の奥江地区の視察。市民館でその見学についてのはなしあ
い。3時、私は広島行のバスにのる。そして中国新聞へゆき山本二郎、金井氏らにあう。夕
方からザクロでごちそうになる。そして6.52の急行にのる。8.30福山着。神保さんも東京から
来る。村上氏、迎えに来てくれている。桑田氏の車で夕はんをたべにゆき、桑田氏の家で
草木ぞめを見せてもらい、村上氏の家にいってとまる。［欄外「音戸―福山」］

19650910 福山→姫谷→豊松

　大雨になる。桑田さんが豊松までおくってくれることになって9時出発。途中姫谷を見る。
豊松へつくと雨やむ。午后、赤木さんの家へいって私は赤木さんからはなしをきき、神保さ
んは民具の写真をうつす。夜は宿へ教育委員会の江草氏、井平、赤木氏らとおそくまでの
む。［欄外「豊松」］

19650912 豊松村：矢原→福山→尾道

　今日矢原でメグリ祈祷があるのでいく。土居さんの家で神体をミコシにうつして1軒1軒大
祓をしてあるく。のどかでたのしい風景。3時まえまでいて辞し、バスにのる。今日ははれて
いるので見はらしもよい。福山で村上氏とわかれ、バスで尾道へゆく。すぐ宿へついて風呂
へはいる。

？？？？115691 ？？ ネガ572

19651223 …福山→福山：草戸千軒・明王院→尾道

　朝9時半のバスで手入をたつ。途中パンクしてタイヤをとりかえているうちにおくれて油木
10時発のバスに間にあわなくなる。油木で教育委員会により、さらに八幡宮へまいり、
12.47の福山行にのる。車中ねむってしまう。福山へおりて草戸千軒の発掘地へゆく。町の
形をうかがうものが掘られていておもしろい。村上、松崎、福尾、松岡、斎藤、小山富士夫
氏ら来る。神保さんに明王院を見せ、福山で夕はんをたべ、尾道へ出てとまる。

『日記』下64 ネガ576-578

19661210 （東京→）福山→豊松
　9.30福山着。駅へラジオ中国の山崎氏来ており、支社へゆく。22日に本社へよるようにた
のまれる。11時のバスで豊松へ。赤木氏をとひ、神殿カグラを徹夜して見る。

19661211 豊松→福山→尾道
　朝早く赤木氏の家にゆき、しばらくやすみ午后のバスで福山に出、ラジオ中国支社にゆ
き、村上氏をよび出して姫田、伊藤、山崎氏といっしょにのみ、私は尾道へ出てとまる。

］。島広。原庄「ーダンレカ。しな事記［原庄70110791

］。島広。釈帝「ーダンレカ。しな事記［釈帝80110791

19710323 …→広島。東照宮→せとうち苑 『日記』下264 ネガ897

19710810 芳井町→井原→福山→由木

　朝9時半、自動車にて井原へ出る。高原を下って谷をゆき芳井町をすぎて井原へ出る。古
い町。あついことはなはだし。そこより福山に出て光は汽車にのり、私は福山城にのぼる。
午后1時の油木行にのる。油木まで2時間山の上の道をゆくとすずしい。3時27分の豊松行
にのり4時つく。[？]部へゆき赤木さんをまって収ゾウ庫を見、神社の社ム所ではなす。夜、
村長、助役ら来てはなす。

19710813 豊松→福山→（夜行）福岡
　農協ではなしをきき、午后追谷へいって高木氏からはなしをきく。3時のバスにのる。赤木
氏の世話になることが大きかった。福山へ出て夕はんをすまし、町をあるいてみる。福山ま
つりとて人びとうたをうたってあるく。夜行にて福岡に向う。

19721214 府中［東京→広島県福山市松永］ ［記事なし。予定欄「東京発」］

］」永松「欄定予。しな事記［］永松［51212791

］」永松「欄定予。しな事記［］永松［61212791

］」永松「欄定予。しな事記［］永松［71212791

19721218 松永→尾道→生口島、瀬戸田 [記事なし。予定欄「生口」]

]」永松「欄定予。しな事記[永松22303791

]」永松「欄定予。しな事記[永松32303791

]」永松「欄定予。しな事記[永松42303791

]」永松「欄定予。しな事記[永松52303791

]」鞆「欄定予。しな事記[中府→京東→鞆62303791

？？？？？00804791 ？？ ネガ1130

19741212 府中→東京→三原→福山 東京発―三原―福山。

19741213 福山→鞆→走島→常石→横島 福山―鞆―走島―鞆―常石―横島。

19741214 横島→百島→尾道→三原 横島―百島―尾道―三原。

19750608 広島→周防大島→福山

　晴。塩業研究会。昼まで会あり。12.40分の汽車で通津まで乗りフェリーで久賀へわたる。
鶴田へよって車のセワをたのむ。マキタという人いってくれる。家まで帰る。カギをわすれて
来たので便所の窓があいていたのではいる。10分ほど家にいてまた久賀へかえりフェリー
で通津へわたる。広島で新幹線。福山着。映画『キッド』を見る。

『日記』下355-
356

ネガ1179-1180？

19750609 福山→三原→福山→東京
　三原。朝、鮓本氏の家へゆく。10時まではなし香月君と市役所へゆき調査契約を市長と
する。午后4時まで鮓本邸ではなし、新幹線にのる。福山からすわられ9時半東京着。

『日記』下356 ネガ1179-1180？

19780424 周防大島→東京→府中 『日記』下446 ネガ1434

『日記』下338 ネガ1157-1158

『日記』下292 ネガ1016-1019

『日記』下317 ネガ1051-1055

『日記』下240 ネガ890

『日記』下268 ネガ941-942

ネガ40

『日記』下60 ネガ565-568

『日記』下98 ネガ631-632



は，松永地域のものが圧倒的に多く認めら

れる．

４．宮本常一が遺した写真資料の活用とその可能性

　宮本常一の遺した写真資料とは，いったい何なの

か．残念ながら，単なる古い写真といってしまえば，

それまでのことである．しかし，「はじめに」でも

指摘したように，それらは在りし日の地域の歴史・

文化を考える上での重要な資料であって，且つまた

地域史研究にとってもかけがえのない資料であるこ

とを改めて強調しておきたい．

　また，高木泰伸は宮本の写真資料の活用をめぐっ

て，①聞き取り調査の際に，写真を見せることで，

当時の記憶を思い出してもらうのに有用である．②

宮本写真の時点からの地域社会の変遷をたどる方法

があげられる．いわゆる定点観測である．③視覚的

に把握できるので，研究者だけでなく広く住民にも

共有してもらうことができる．といった幾つかの可

能性を指摘している（高木 2010）．

　以下，私が実際に宮本の写真資料を活用した事例

の一端を紹介しておく．

　福山市の生涯学習の一役を担っている福山市東部

市民大学では，毎年秋季に大学祭を開催し，各講座

の日頃の学習成果を披露している．私が講師を務め

ている【郷土の歴史】講座では，第４回福山市東部

市民大学祭（2011年11月26日・27日開催）にお

いて，『民俗学者・宮本常一のみた福山－昭和30～

40年代の風景－』と題した展示を行った（図３・

４）．

　当日の展示では，写真パネルやキャプションだけ

ではなく，各家庭に所蔵されている昭和30～40年

代の品々を各自が持ち寄り，その思い出も記して展

示を行った．２日間という短い展示期間ではあった

ものの，約800名の来場者があり，結果として好評

に終わったものと自画自賛している．なかでも特に

印象深かったのは，やはり多くの方々が展示資料か

ら往時を懐かしみ，同行者にその当時の記憶を語ら

れている姿であった．そうしたことからも，宮本の

写真資料は同時代に生きた人々の記憶装置でもある

といえるだろう．

５．結びにかえて

　一般的に写真は文献史料（古文書）と異なり，そ

の内容を視覚的に捉えることができる上で，とても

有効な資料である．そのため，学校教育における地

域学習の一教材としても，取り上げやすいと思われ

る．実際に，宮本常一の写真資料を利用した学習も

幾つか見受けられ，周防大島町では学校教育の場で，

萩博物館では生涯学習の場で取り上げられていると

いう（高木 2010）．

　このところ小学校の国語科授業において，「言語

活動」と呼ばれる活動が授業単元の最後に置かれる

ことが主流となっているという．「言語活動」の多

くは，冊子づくりや新聞づくりを目指しており，子

どもたちには，写真や映像に対するリテラシーが求
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図３　展示パネルの作成風景

図４　展示会場の様子



められている．宮本の写真資料は，対象地域に暮ら

す子どもたちのメディア・リテラシーを育む上で重

要な資料となり得るし，今後はそうした可能性につ

いて探っていく必要があるであろう．

　また，近年では○○学と地域名を冠した所謂，地

域学が各地で盛んに行われている．2011年４月に

開学した福山市立大学においても，地域に根差した

大学として教養科目の一つに「地域学（福山学）」

を開講している．そうした地域学の構築と実践に取

り組む上でも，宮本の写真資料は非常に重要なツー

ルとなるであろうことは言を俟たない．

　最後に，今後及び喫緊の課題を述べておきたい．

当然のように、宮本の写真資料を共時した世代は今

ではすっかり高齢者となり，その数も日に日に少な

くなり，やがては一人も居なくなってしまうであろ

う．そして，また宮本が撮った風景も時代とともに

変容し，場合によっては風景そのものが消滅さえし

てしまうかもしれない．つまり，写真から読み取る

ことができる人々の “記憶” と写真の背景である

“風景” が，やがては失われてしまうということで

ある．そのためには，一刻も早く宮本の写真資料か

ら読み取ることができる情報の聞き取り調査や，写

真構図（風景復元）の特定といった作業に取り組み

が求められる．

　先述したように，宮本は別に上手に写真を撮ろう

と思ったのではない．ただ単にメモの代わりに手当

たり次第にシャッターを押し続けたのである．した

がって，フラッシュもたかず，三脚も使っていない．

実際に，写真資料の中には車窓からの風景が多く，

ピントの外れたものも多くみられる．

　さらには，撮影された地域や場所が明らかでない

写真資料も実に多い．これら特定不明な資料につい

ては，繰り返しになるが，今となってはそれぞれの

地域において，地道な聞き取り調査と写真構図（風

景復元）の特定といった作業を行うほかはあるまい．

残された課題は実に多いが，同時にそれは遣り甲斐

のある作業でもあるといえるだろう．

「付記」

　本稿は，2011年度福山市立大学教員研究費（重

点）の「宮本常一が撮った福山の風景」（研究代表

者：八幡浩二，共同研究者：藤井輝明・西川龍也・

森 美智代）の成果の一部である．

　また，本稿を作成するにあたっては，以下の諸

氏・諸機関に御高配頂きました．末筆ながら，記し

て感謝申しあげます（敬称略，順不同）．

内田 実，唐津彰治，倉田義朗，桒田哲司，高木泰

伸，中崎友徳，西川龍也，林 良司，藤井輝明，森 

美智代，森田 弘，森原 勇，米田 博，福山市東部

市民大学【郷土の歴史】の受講生の皆様，周防大島

文化交流センター（宮本常一記念館），福山市情報

発信課，福山市文化振興課，福山市立大学事務局総

務課．

参考文献

石川直樹・須藤 功・赤城耕一・畑中章宏（2014）

『宮本常一と写真』平凡社．

さなだ ゆきたか（2002）『宮本常一の伝説』阿吽

社，2002年．

佐野眞一（1996）『旅する巨人』文藝春秋．

佐野眞一（2001）『宮本常一が見た日本』日本放

送出版協会．

高木泰伸（2010）「宮本常一写真資料の紹介－昭

和三十二年の田島・横島－」『アーカイブ

スふくやま』創刊号，福山市，27－32.

田村善次郎（2004）『宮本常一略年譜』私家版．

広島県教育委員会編（1966）『油木・豊松民俗資

料緊急調査報告書』広島県教育委員会．

広島県教育委員会編（1974）『塩の民俗資料緊急

調査報告書』広島県教育委員会．

毎日新聞社編（2005）『宮本常一 写真日記集成 上

巻 昭和30－39年（1955－64）』毎日新聞

社．

毎日新聞社編（2005）『宮本常一 写真日記集成 下

巻 昭和40－56年（1965－81）』毎日新聞

社．

宮本常一（1969）『私の日本地図６ 瀬戸内海Ⅱ 芸

予の海』同友館，1969年（2011年に未来

社より復刊）．

70



71

都市経営　No.11（2019），pp.65-100

宮本常一（1978）『民俗学の旅』文藝春秋（1993

年に講談社学術文庫）．

宮本常一監修（1978）『広島県史』民俗編，広島

県．

宮本常一監修（1979）『三原市史』第７巻 民俗編，

三原市役所．

宮本常一（1992）『瀬戸内海の研究－島嶼の開発

とその社会形成 海人の定住を中心に－』未

来社．



72

Scenery of Fukuyama city taken by Tsuneichi MIYAMOTO (1907‐1981)

Koji YAHATA

Tsuneichi Miyamoto is a well-known folkrolist for his field work in recording cities and towns all over Japan for about 

twenty years from 1955, a period of expanding Japanese economy after the Second World War (namely so-called 30s 

and 40s of Showa Era). His recordings are particularly characterized by taking photographs in such an environment 

where cameras were expensive. All his photographs of more than one hundred thousand in negative from are kept in the 

archives of the Suo-oshima Cultural Exchange Center (so-called the Miyamoto Tsuneichi Museum) in Yamaguchi prefec-

ture. His work is really useful for now because we can see a past of the cities and towns through his photographs; and 

those photographs provide us in our present time with digitized WEB page that are available to all.

He has been particularly interested in scenes of the Setouchi Inland-Sea that consequently includes those of the 

Fukuyama city, Hiroshima prefecture. As some points of the city have been indentified with his photographs, I have 

recently pursued what he has done on the basis of his materials.

This paper introduces Miyamoto’s Fukuyama-related photographs together with his diaries and writings, which would 

suggest what has taken place in the city from the history perspective.

Keywords : Tsuneichi MIYAMOTO (1907-1981), photograph, 1955 and 1965 's, archives, 

                   Suo-oshima Cultural Exchange Center (Miyamoto Tsuneichi Museum), Fukuyama city
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