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社会経済史学会 
第第第第 82回全国大会回全国大会回全国大会回全国大会    

プログラムプログラムプログラムプログラム    
    

2012012012013333 年 6666 月 1111 日 (土)・2222 日 (日) 

会場：東京東京東京東京大学大学大学大学 

(本郷キャンパス) 

 

6666 月 1111 日（土） 8: 30 ～ 受付開始（経済学研究科棟１Ｆ コミュニティ・ラウンジ） 

 9:00 ～12:30 自由論題報告①～④ 

  
第１会場（日本史Ⅰ）：赤門総合研究棟１Ｆ ７番教室 

  
第２会場（日本史Ⅱ）：赤門総合研究棟Ｂ１Ｆ ８番教室 

  
第３会場（日本史Ⅲ）：赤門総合研究棟Ｂ１Ｆ ９番教室 

  
第４会場（日本史Ⅳ／西洋史Ⅰ）：経済学研究科棟３Ｆ ２番教室 

  
第５会場（西洋史Ⅱ）：経済学研究科棟３Ｆ ４番教室 

  
第６会場（西洋史Ⅲ）：経済学研究科棟３Ｆ ３番教室 

  
第７会場（アジア史）：小島ホール２Ｆ 

 12:30 ～13:20 昼 休 み 

 13:20 ～15:55 自由論題報告⑤～⑦ 

  
第１～７各会場 

 16:05 ～17:00 特別講演（経済学研究科棟Ｂ１Ｆ １番教室） 

 17:10 ～18:00 会員総会（経済学研究科棟Ｂ１Ｆ １番教室） 

 18:15 ～20:15 会員懇親会（生協本郷第２食堂） 

6666 月 2222 日（日） 8:45 ～ 受付開始（経済学研究科棟１Ｆ コミュニティ・ラウンジ） 

 9:30 ～12:30 パネル・ディスカッション①～③ 

  
（経済学研究科棟３Ｆ／赤門総合研究棟１Ｆ・Ｂ１Ｆ） 

 12:30 ～13:30 昼 休 み 

 13:30 ～16:30 パネル・ディスカッション④～⑤ 

  
（経済学研究科棟３Ｆ／赤門総合研究棟１Ｆ） 

    

社会経済史学会社会経済史学会社会経済史学会社会経済史学会    第第第第 82 回全国大会実行委員会事務局回全国大会実行委員会事務局回全国大会実行委員会事務局回全国大会実行委員会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷７－３－１ 

東京大学大学院経済学研究科 馬場哲研究室気付 

TEL  ：03-5841-5503（馬場哲研究室） 

FAX ：03-5841-5521（教育研究支援室） 

E-mail：sbaba@e.u-tokyo . ac . jp
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第１１１１会場会場会場会場（（（（日本史日本史日本史日本史ⅠⅠⅠⅠ））））    

赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟１１１１ＦＦＦＦ    ７７７７番教室番教室番教室番教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

両大戦間期日本における海運運賃・港湾諸掛り

と重化学工業化 

 

報告 来 誠一郎（早稲田大学大学院） 

司会 木庭 俊彦（三井文庫） 

 

 

 東上総における肥料叺産地の展開 

― 1910 年代～1930 年代を中心に ― 

 

報告 髙橋 周（東京海洋大学） 

司会 市川 大祐（北海学園大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

昭和恐慌と日本綿業の合理化 

― 第 11 次操業短縮と綿工連 ― 

 

報告 橋口 勝利（関西大学） 

司会 佐々木 淳（龍谷大学） 

 

 

 戦後家具産業の産地間競争  

― 静岡・徳島の鏡台生産に着目して ― 

 

報告 張 楓（広島大学） 

司会 大森 一宏（駿河台大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

業務の配分と誘因の設計 

― 戦間期三井物産の組織改革 ― 

 

報告 中林 真幸（東京大学）／大島 久幸（高千穂大学） 

司会 藤田 幸敏（愛知学泉大学） 

 

 

 日本アルミ製錬業衰退の経済史的意味 

― 資源問題の視角から ― 

 

報告 三和 元（慶應義塾大学大学院） 

司会 武田 晴人（東京大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

日本における医療器械産業の形成と発展 

（1880～1930 年代） 

 

報告 ピエール＝イヴ・ドンゼ（京都大学） 

司会 沢井 実（大阪大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第１～３、７会場共通］：赤門総合研究棟 B１Ｆ 第１２演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第２２２２会場会場会場会場（（（（日本史日本史日本史日本史ⅡⅡⅡⅡ））））    

赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟ＢＢＢＢ１１１１ＦＦＦＦ    ８８８８番教室番教室番教室番教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

戦前・戦後の大規模土地改良事業の展開 

― 新潟県を事例に ― 

 

報告 齋藤 邦明（東京大学大学院） 

司会 坂根 嘉弘（広島修道大学） 

 

 

 戦前期日本における慢性的な不況脱却の実証分析 

 

 

報告 李 昌玟（東京工業大学） 

司会 佐藤 政則（麗澤大学） 

 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

戦時期における「仙塩地方開発総合計画」の登

場とその意義 

 

報告 雲然 祥子（東北学院大学大学院） 

司会 藤井 信幸（東洋大学） 

 

 

 戦前から戦後における郵便貯金運用制度の変遷

とその機能 ― 大蔵省預金部制度から資金運用

部（財政投融資）へ ― 

 

報告 田中 光（東京大学） 

司会 神山 恒雄（明治学院大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

高度成長期における都市近郊の市街地形成と地

主・農民 ― 兵庫県尼崎市を事例として ― 

 

報告 沼尻 晃伸（立教大学） 

司会 永江 雅和（専修大学） 

 

 

 占領期末から独立後初頭の日本における税制の

「公平性」について 

 

報告 村松 怜（慶應義塾大学大学院） 

司会 永廣 顕（甲南大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

戦前期日本におけるマネーと実体経済の関係に

ついて ― フリードマン＝シュワルツの米国金融

史分析を踏まえた戦前期日本の考察 ― 

 

報告 南條 隆（日本銀行）／畑瀬 真理子（日本銀行） 

司会 粕谷 誠（東京大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第１～３、７会場共通］：赤門総合研究棟 B１Ｆ 第１２演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第３３３３会場会場会場会場（（（（日本史日本史日本史日本史ⅢⅢⅢⅢ））））    

赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟ＢＢＢＢ１１１１ＦＦＦＦ    ９９９９番教室番教室番教室番教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

工業化と周産期死亡  

― 大阪市の母と子 1900 年～1926 年 ― 

 

報告 樋上 惠美子（大阪大学大学院） 

司会 脇村 孝平（大阪市立大学） 

 

 

 近代日本の制度外学校の社会的連繋 

― 二松学舎を事例として ― 

 

報告 神立 春樹（岡山大学 名誉教授） 

司会 大門 正克（横浜国立大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

戦間期日本における工業化・都市化・結核 

― 結核死亡率からみた近代 ― 

 

報告 花島 誠人（地域開発研究所） 

司会 永島 剛（専修大学） 

 

 

 戦間期日本におけるトロール・機船底曳網漁業の

発達と水産資源 

 

報告 山口 明日香（慶應義塾大学先導研究センター） 

司会 加瀬 和俊（東京大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

近代日本における地域的救済の研究 

― 福山義倉の救貧事業を中心に ― 

 

報告 平下 義記（日本学術振興会特別研究員） 

司会 大杉 由香（大東文化大学） 

 

 

 零細小売店主の労働力供給源 

― 1950年代後半から1980年代初頭を中心に ― 

 

報告 林 彦櫻（京都大学大学院） 

司会 廣田 誠（大阪大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

市場の統合と後進地域の経済発展 

― 1880～1920年代の長崎県島原地方の農業

生産と農家の家計所得 ― 

 

報告 荻山 正浩（千葉大学） 

司会 清水 洋二（拓殖大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第１～３、７会場共通］：赤門総合研究棟 B１Ｆ 第１２演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第４４４４会場会場会場会場（（（（日本史日本史日本史日本史ⅣⅣⅣⅣ／／／／西洋西洋西洋西洋史史史史ⅠⅠⅠⅠ））））    

経済学経済学経済学経済学研究研究研究研究科科科科棟棟棟棟３３３３ＦＦＦＦ    ２２２２番教室番教室番教室番教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

呉服商奈良屋杉本家の近世期における佐原店の

経営  

 

報告 鈴木 敦子（大阪大学経済学研究科資料室） 

司会 上村 雅洋（和歌山大学） 

 

 

 中世イングランドにおけるマナ化の進展と人口増加 

― ハンドレッド・ロールズとドームスデイ・ブックの

分析 ― 

 

報告 勘坂 純市（創価大学） 

司会 國方 敬司（山形大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

幕末南関東山村における養子制度と百姓株式 

― 職からみた家・村の再生産 ― 

 

報告 戸石 七生（東京大学） 

司会 長谷部 弘（東北大学） 

 

 

 ヨーゼフ 2 世期ウィーンの劇場活動の「生産」過程

における需給関係 ― 国民劇場と芸術家および

営業者との取引関係について ― 

 

報告 大塩 量平（早稲田大学大学院） 

司会 小林 純（立教大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

幕末期における旗本領主財政の運営と地域金融

― 関東地廻り経済圏における在方町の機能を

めぐって ― 

 

報告 酒井 一輔（東京大学大学院） 

司会 落合 功（青山学院大学） 

 

 イギリス産業革命と私的所有権  

― 「新制度学派」説の再検討 ― 

 

報告 安元 稔（駒澤大学 名誉教授） 

司会 坂巻 清（東北大学 名誉教授） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

近世日本農村における農村工業化の進展と借用

利子率の変化 

― その概観と近世後期の長州藩の事例研究 ― 

 

報告 田中 美帆（大阪大学大学院） 

司会 加藤 慶一郎（流通科学大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第４～６会場共通］：経済学研究科棟 ２Ｆ ２０４演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第５５５５会場会場会場会場（（（（西洋西洋西洋西洋史史史史ⅡⅡⅡⅡ））））    

経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科棟棟棟棟３３３３ＦＦＦＦ    ４４４４番教室番教室番教室番教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

グローバルな資源の開発・保全とイギリス帝国 

― 資源の保全と利用に関する国連科学会議

（1949 年）を中心に ― 

 

報告 水野 祥子（九州産業大学） 

司会 赤津 正彦（明治大学） 

 

 20 世紀初頭中欧経済協会の欧州統合運動と対

アメリカ通商問題 

 

報告 杵淵 文夫（東北大学大学院） 

司会 小林 純（立教大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

20 世紀初頭における英米技術の国際的衝突 

― オーストラリアのライフル製造を中心に ― 

 

報告 高柳 翔（明治大学大学院） 

司会 小野塚 知二（東京大学） 

 

 

 戦後日本及び主要諸国の為替政策再考  

― 損失回避バイアスの影響とその結果 ― 

 

報告 李 相佰（カリフォルニア大学バークレー校客員研究員） 

司会 伊藤 正直（大妻女子大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

アメリカ企業における特許管理部門の形成 

― ウェスチングハウス・エレクトリック社の事例 ― 

 

報告 西村 成弘（関西大学） 

司会 安部 悦生（明治大学） 

 

 

 第二次大戦後におけるアメリカの貿易調整支援

政策 

 

報告 渡辺 純子（京都大学） 

司会 浅井 良夫（成城大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

20 世紀前半のイギリスにおける企業行動と税制 

― 所得税制を中心として ― 

 

報告 井澤 龍（京都大学大学院） 

司会 鈴木 俊夫（帝京大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第４～６会場共通］：経済学研究科棟 ２Ｆ ２０４演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第６６６６会場会場会場会場（（（（西洋史西洋史西洋史西洋史ⅢⅢⅢⅢ））））    

経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科棟棟棟棟３３３３ＦＦＦＦ    ３３３３番教室番教室番教室番教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

ロックフェラー家のフィランソロピー活動と一般教

育財団 ― アメリカ南部における中等教育の普

及を中心に ― 

 

報告 鮫島 真人（同志社大学大学院） 

司会 須藤 功（明治大学） 

 

 1920 年代フランスの移民斡旋会社SGI の再評価 

― ポーランド人移民を中心に ― 

 

報告 定藤 博子（大阪大学大学院） 

司会 清水 克洋（中央大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

20 世紀初頭イギリスにおける外国人と福祉社会 

― 1911・1913 年国民保険法とユダヤ人保護

委員会を中心に ― 

 

報告 齋藤 翔太朗（東京大学大学院） 

司会 髙田 実（下関市立大学） 

 

 戦後復興期イギリス都市の社会調査と「民主的

計画」 ― 製鉄工業都市ミドルズバラ市の事例 

1939 年～1951 年 ― 

 

報告 本内 直樹（中部大学） 

司会 唐澤 達之（高崎経済大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

第 1 次世界大戦期ドイツの失業扶助 

― ハンブルクを事例として ― 

 

報告 森 宜人（一橋大学） 

司会 福澤 直樹（名古屋大学） 

 

 

 1970 年代前半西ドイツにおけるドラッグ政策に

ついての一考察 

― ノルトライン・ヴェストファーレン州を事例に ― 

 

報告 塚本 遼平（慶應義塾大学大学院) 

司会 川越 修（同志社大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

アメリカ 1924 年移民法における経営者団体の

取り組み ― 全国産業協議委員会（National 

Industrial Conference Board）の移民会議（1923

年）の検討を通じて ― 

 

報告 下斗米 秀之（明治大学大学院） 

司会 秋元 英一（千葉大学名誉教授） 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第４～６会場共通］：経済学研究科棟 ２Ｆ ２０４演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告 

第第第第７７７７会場会場会場会場（（（（アジアアジアアジアアジア史史史史））））    

小島小島小島小島ホールホールホールホール２２２２ＦＦＦＦ 

［［［［午前午前午前午前］］］］        ［［［［午後午後午後午後］］］］    

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:20 ～～～～ 14:05    

軍馬の飼育からみるジャーギール（地税徴収権分

与）制度 ― 18 世紀後半インド西部マラーター

王国下のインダプール郡に注目して ― 

 

報告 小川 道大（横浜市立大学 非常勤講師） 

司会 神田 さやこ（慶應義塾大学） 

 

 戦間期中国における外国銀行の「現地化」 

― チャータード銀行上海支店を中心に ― 

 

報告 蕭 文嫻（大阪経済大学日本経済史研究所研究員） 

司会 城山 智子（一橋大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:15 ～～～～ 15:00    

ロシア東亜汽船社と義勇艦隊 ― 20 世紀初頭

のユダヤ人移民問題との関連から ― 

 

報告 左近 幸村（日本学術振興会特別研究員） 

司会 鈴木 健夫（早稲田大学） 

 

 

 戦間期日中の貿易・投資・国際収支 

 

報告 新保 博彦（大阪産業大学） 

司会 古田 和子（慶應義塾大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:10 ～～～～ 15:55    

19 世紀末中国におけるイギリスの鉄道利害 

 

報告 湯沢 威（学習院大学 名誉教授） 

司会 久保 亨（信州大学） 

 

 

 

 両大戦間期における在華日本紡績企業の労働賃

金管理 ― 内外綿上海工場を事例として ― 

 

報告 芦沢 知絵（法政大学兼任講師） 

司会 富澤 芳亜（島根大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

20 世紀初頭の清国幣制問題における日本の動

向について ― 1903 年の「国際為替問題協議

会」を中心に ― 

 

報告 奚 伶（神戸大学大学院） 

司会 城山 智子（一橋大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション［第１～３、７会場共通］：赤門総合研究棟 B１Ｆ 第１２演習室    
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6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））16:05 ～～～～ 17:00 

経済学経済学経済学経済学研究研究研究研究科科科科棟棟棟棟ＢＢＢＢ１１１１ＦＦＦＦ    １１１１番教室番教室番教室番教室 

特別講演特別講演特別講演特別講演    

「「「「政治史政治史政治史政治史とととと経済史経済史経済史経済史のののの交錯交錯交錯交錯：：：：近代日本近代日本近代日本近代日本のののの２２２２、、、、３３３３のののの例例例例についてについてについてについて」」」」    

講演者：北岡北岡北岡北岡    伸一伸一伸一伸一    （国際大学） 

司会者：杉山 伸也 （慶應義塾大学） 

 

 

講演者講演者講演者講演者略歴略歴略歴略歴：：：：    
 

1948 年 生 
1971 年 東京大学法学部卒業 

1976 年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了（博士（法学）） 
     立教大学法学部専任講師、助教授、教授を経て 
1997 年 東京大学法学部教授 

2004 年 特命全権大使（日本政府国連代表部次席代表）（～2006 年 9 月） 
2006 年 東京大学大学院法学研究科教授 
2012 年 政策研究大学院大学教授 

2012 年 国際大学学長 

 

主主主主なななな業績業績業績業績：：：：    
    

『日本陸軍と大陸政策 1906～18 年』（東京大学出版会、1978 年） 
『清沢洌』（中公新書、1987 年：増補版 中公新書、2004 年） 

『後藤新平 外交とヴィジョン』（中公新書、1988 年） 
『日本政治史 外交と権力』（日本放送出版協会、1989 年：有斐閣、2011 年） 
『国際化時代の政治指導』（中公叢書、1990 年） 

『日米関係のリアリズム』（中公叢書、1991 年） 
『政党政治の再生』（中公叢書、1995 年） 
『自民党 政権党の 38 年』（読売新聞社、1995 年：中公文庫、2008 年） 

『日本の近代 第 5 巻 政党から軍部へ』（中央公論新社、1999 年） 
『「普通の国」へ』（中央公論新社、2000 年） 
『独立自尊 福沢諭吉の挑戦』（講談社、2002 年：中公文庫、2011 年） 

『日本の自立 対米協調とアジア主義』（中央公論新社、2004 年） 
『国連の政治力学 日本はどこにいるのか』（中央公論新社、2007 年） 
『グローバルプレイヤーとしての日本』（NTT 出版、2010 年） 

『外交的思考』（千倉書房、2012 年） 
『日本政治の崩壊 第三の敗戦をどう乗り越えるか』（中央公論新社、2012 年） 
『官僚制としての日本陸軍』（筑摩書房、2012 年） 

 

 

 

 

6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））17:10 ～～～～ 18:00 

経済学研究科棟経済学研究科棟経済学研究科棟経済学研究科棟 B1B1B1B1ＦＦＦＦ    第第第第１１１１教室教室教室教室 

会員総会会員総会会員総会会員総会    

    

6 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））18:15 ～～～～ 20:15 

特別会場特別会場特別会場特別会場（（（（生協本郷第生協本郷第生協本郷第生協本郷第２２２２食堂食堂食堂食堂）））） 

会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会    
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6 月月月月 2 日日日日（（（（日日日日））））    パネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッション 

   

パネルパネルパネルパネル①①①①    9:30 ～～～～ 12:30  パネルパネルパネルパネル④④④④    13:30 ～～～～ 16:30 

赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟１１１１ＦＦＦＦ    ７７７７番教室番教室番教室番教室     赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟１１１１ＦＦＦＦ    ７７７７番教室番教室番教室番教室 

   

時代区分を考える 

― 東アジアを中心に ― 
 

組織者 濱下 武志（静岡県立大学） 

    川勝 平太（静岡文化芸術大学 名誉教授） 

司会者 濱下 武志（静岡県立大学） 

報告者 川勝 平太（静岡文化芸術大学 名誉教授） 

濱下 武志（静岡県立大学） 

岸本 美緒（お茶の水女子大学） 

鬼頭 宏（上智大学） 

対論者 宮嶋 博史（成均館大学） 

 

 
近代日本の都市庶民金融 

― 東京市芝区 T質店の研究 ― 
 

組織者 井奥 成彦（慶應義塾大学） 

司会者 牛島 利明（慶應義塾大学） 

問題提起 杉山 伸也（慶應義塾大学） 

報告者 加治屋 智実（宮内庁書陵部（非常勤）） 

三科 仁伸（慶應義塾大学大学院） 

重田 麻紀（慶應義塾大学非常勤講師） 

総 括 井奥 成彦（慶應義塾大学） 

対論者 鎮目 雅人（日本銀行金融研究所） 

 

 

 

  

パネルパネルパネルパネル②②②②    9:30 ～～～～ 12:30  パネルパネルパネルパネル⑤⑤⑤⑤    13:30 ～～～～ 16:30 

経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科棟棟棟棟３３３３ＦＦＦＦ    ２２２２番教室番教室番教室番教室     経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科棟棟棟棟３３３３ＦＦＦＦ    ２２２２番教室番教室番教室番教室 

   

イギリス農業革命の諸相 

― １８世紀後半～１９世紀中葉のイギリス農業― 
 

組織者 國方 敬司（山形大学） 

司会者 長谷部 弘（東北大学） 

報告者 伊藤 栄晃（関東学園大学） 

武長 玄次郎（木更津高専） 

國方 敬司（山形大学） 

対論者 平井 進（小樽商科大学） 

佐藤 睦朗（神奈川大学） 

長谷部 弘（東北大学） 

 
帝国主義・帝国論争の百年史 

―政治、経済、思想、文化そして帝国意識― 
 

組織者 竹内 幸雄（日本大学） 

司会者 横井 勝彦（明治大学） 

報告者 竹内 幸雄（日本大学） 

平田 雅博（青山学院大学） 

前川 一郎（創価大学） 

竹内 真人（日本大学） 

対論者 木畑 洋一（成城大学） 

 

 

 

  

パネルパネルパネルパネル③③③③    9:30 ～～～～ 12:30 

赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟赤門総合研究棟１１１１ＦＦＦＦ    ７７７７番教室番教室番教室番教室 

 

戦後経済史のなかの OECD ―成長と開発― 

組織者 矢後 和彦（早稲田大学） 

司会者 矢後 和彦（早稲田大学） 

報告者 Yann Decorzant（ジュネーヴ大学） 

Matthieu Leimgruber（ジュネーヴ大学） 

Catherine Schenk（グラスゴー大学） 

西川 輝（横浜国立大学） 

対論者 李 相佰（カリフォルニア大学バークレー校 客員研究員） 

Carlo Edoardo Altamura（ジュネーヴ大学） 

 

 

Alix Heiniger（ジュネーヴ大学） 

Matthias Schmelzer（ヴィアドリナ・ヨーロッパ大学） 

Emmanuel Mourlon-Druol（グラスゴー大学） 
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東京大学東京大学東京大学東京大学（本郷キャンパス） 大学ホームページ：http://www.nu-tokyo.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ■ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

《《《《鉄道鉄道鉄道鉄道でおでおでおでお越越越越しのしのしのしの場合場合場合場合》》》》    

地下鉄丸ノ内線「本郷三丁目」駅より徒歩約

６分／都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」

駅より徒歩約５分／地下鉄千代田線「湯島」

駅より徒歩約８分／地下鉄千代田線「根津」駅

より徒歩約１２分／地下鉄南北線「東大前」駅

より徒歩約１０分 

 

《《《《バスバスバスバスでおでおでおでお越越越越しのしのしのしの場合場合場合場合》》》》    

ＪＲ中央線・総武線「御茶ノ水」駅より「茶５１ 駒

込駅・王子駅」乗車、「東大赤門前」下車／ＪＲ

山手線「御徒町」駅より、「都０２ 大塚駅行」乗

車、「本郷三丁目駅前」下車 

生協本郷第２食堂 

会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会 

経済学研究科棟・赤門総合研究棟 

受付受付受付受付・・・・自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告    
パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    
特別講演特別講演特別講演特別講演・・・・会員総会会員総会会員総会会員総会 

小島ホール 

自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告    


