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社会経済史学会 
第第第第 83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    
    

2012012012014444 年 5555 月 24242424 日 (土)・22225555 日 (日) 

会場： 同志社同志社同志社同志社大学大学大学大学 

(今出川キャンパス) 

 

5555 月 24242424 日（土） 8:30 ～ 受付開始（良心館１Ｆ ルーセント・プラザ（南西側）） 

 9:00 ～12:30 自由論題報告［午前］ 

  
第１会場（日本史Ⅰ）：良心館１Ｆ ＲＹ１０１ 

  
第２会場（日本史Ⅱ）：良心館１Ｆ ＲＹ１０２ 

  
第３会場（日本史Ⅲ）：良心館１Ｆ ＲＹ１０５ 

  
第４会場（日本史Ⅳ）：良心館１Ｆ ＲＹ１０６ 

  
第５会場（西洋史Ⅰ）：良心館３Ｆ ＲＹ３０１ 

  
第６会場（西洋史Ⅱ／アジア・アフリカ史Ⅰ）：良心館３Ｆ ＲＹ３０２ 

  
第７会場（アジア・アフリカ史Ⅱ）：良心館３Ｆ ＲＹ３０６ 

 12:30 ～13:20 昼 休 み 

 13:20 ～15:55 自由論題報告［午後］ 

  
第１～７各会場 

 16:10 ～17:05 特別講演（寒梅館１Ｆ ハーディーホール） 

 17:15 ～18:05 会員総会（寒梅館１Ｆ ハーディーホール） 

 18:30 ～20:30 会員懇親会（京都タワーホテル９Ｆ「八閣の間」） 

5555 月 22225555 日（日） 8:45 ～ 受付開始（良心館１Ｆ ルーセント・プラザ（南西側）） 

 9:30 ～12:30 パネル・ディスカッション①～③ 

  
（良心館１Ｆ ＲＹ１０１～ＲＹ１０６） 

 12:30 ～13:30 昼 休 み 

 13:30 ～16:30 パネル・ディスカッション④～⑦ 

  
（良心館１Ｆ ＲＹ１０１～ＲＹ１０６） 

    

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 83 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 

〒602-8580 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入 

同志社大学経済学部 布留川研究室 

TEL･FAX  ：075-251-3571 

E-mail： 83shakei@mail.doshisha . ac . jp
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5 月月月月 24 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））））    

良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０１０１０１０１ 

［［［［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    

近代日本における雇用関係の転換点 

― 鐘紡と中央同盟会との紛議事件を通して ― 

 

報告 千本 暁子（阪南大学） 

司会 山本 長次（佐賀大学） 

 

 

 1930 年代日本の同業者組合と労働条件規制 

 

報告 平沢 照雄（筑波大学） 

司会 白木沢 旭児（北海道大学） 

   

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

戦間期三井物産職員の定期昇給とボーナス決定

のメカニズム 

― 支店長と人事課の相克 ― 

 

報告 若林 幸男（明治大学） 

司会 藤村 聡（神戸大学） 

 

 乳児の下痢による死亡と母乳栄養 

― 1910 年代・1920 年代の大阪市の乳児死亡

低減の取り組み ― 

 

報告 樋上 惠美子 

司会 永島 剛（専修大学） 

   

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

過渡期炭鉱業の労働市場と労働組織 

― 筑豊麻生炭鉱における鉱夫の募集と管理 ― 

 

報告 酒井 真世（東京大学大学院） 

司会 市原 博（獨協大学） 

 

 

 戦間期日本における農家女性労働供給と家計内

資源配分 

 

報告 小笠原 浩太（日本学術振興会特別研究員） 

司会 坂根 嘉弘（広島修道大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

戦時期の企業内｢技術者｣・｢技術員｣養成 

― 太平洋戦争期の動向を中心に ― 

 

報告 佐竹 康扶（早稲田大学大学院） 

司会 平本 厚（東北大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３１６ 
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5 月月月月 24 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））））    

良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０２０２０２０２ 

［［［［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    

近世後期南関東の村の再生産戦略と跡式管理 

― 上名栗村古組町田家文書を素材として ― 

 

報告 戸石 七生（東京大学） 

司会 鬼頭 宏（上智大学） 

 

 

 神田孝平と兵庫県内における交通手段の整備 

― 神田の政治・経済論との関係を中心に ― 

 

報告 南森 茂太（関西学院大学大学院研究員） 

司会 大島 真理夫（大阪市立大学） 

 

   

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

近世日本の国内総生産 

― マディソン推計改訂の試み ― 

 

報告 斎藤 修（一橋大学名誉教授） 

      高島 正憲（一橋大学大学院） 

司会 天野 雅敏（岡山商科大学） 

 

 明治～大正中期日本石油産業における第三のタイプ 

― 中野家と個人精製業者の事業活動 ― 

 

報告 内藤 隆夫（東京経済大学） 

司会 谷本 雅之（東京大学） 

   

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

幕末期の貨幣供給 

― 万延二分金・銭貨を中心に ― 

 

報告 藤井 典子（日本銀行金融研究所） 

司会 鹿野 嘉昭（同志社大学） 

 

 

 20 世紀初頭における三菱合資会社の不動産経

営と地所課の役割 

― ｢収支証書｣を事例に ― 

 

報告 鷲崎 俊太郎（九州大学） 

司会 石井 里枝（愛知大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

北海道開拓使官有物払下げ事件についての再検討 

 

報告 宮地 英敏（九州大学） 

司会 中西 聡（慶應義塾大学） 

 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３１７    
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5 月月月月 24 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（（（（日日日日本史本史本史本史ⅢⅢⅢⅢ））））    

良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０５０５０５０５ 

［［［［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    

日野売薬における事業承継 

― 正野玄三家を中心に ― 

 

報告 本村 希代（福岡大学） 

司会 上村 雅洋（和歌山大学） 

 

 

 アメリカで日本産生糸は絹織物の経糸にならな

かったのか 

― 1900 年前後を中心に ― 

 

報告 大野 彰（京都学園大学） 

司会 松村 敏（神奈川大学） 

   

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

近代石炭鉱業における事故の発生と防止技術 

― 炭塵爆発をめぐって ― 

 

報告 西尾 典子（九州大学大学院） 

司会 島西 智輝（香川大学） 

 

 

 太平洋戦争初期における予算編成と官僚 

― 昭和 18 年度予算の｢先議画定事項｣の検討を

中心に ― 

 

報告 中村 陵（立教大学大学院） 

司会 岡崎 哲二（東京大学） 

   

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

戦前期名古屋市における屎尿処理市営化 

― 汲取処理の存続と屎尿流注所を通じた下水

処理化の推進 ― 

 

報告 星野 高徳（慶應義塾大学） 

司会 藤井 信幸（東洋大学） 

 

 戦前・戦後の楽器卸商のマーケティング戦略 

― 大阪三木楽器の事例を中心に ― 

 

報告 田中 智晃（東京経済大学） 

司会 廣田 誠（大阪大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

明治 37 年―昭和 17 年『浦安町統計一覧表』分析 

 

報告 吉田 敦（明海大学） 

司会 加藤 要一（九州産業大学） 

 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３１８    
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5 月月月月 24 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））））    

良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０６０６０６０６ 

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

        9:00 ～～～～11:35        ②②②②    13:20 ～～～～ 14:05    

 

 

なし 

 戦後日本レコード産業の成長と企業間競争 

― 1956～1980 年 ― 

 

報告 大久保 いづみ（一橋大学大学院） 

司会 牛島 利明（慶應義塾大学） 

 

 

   

        ③③③③    14:15 ～～～～ 15:00    

 

 

 

 ミカン産地の生存競争と量販店の成長 

― 1970 年代 80 年代の静岡県三ヶ日地域と愛

媛県宇和地域を事例として ― 

 

報告 松原 日出人（一橋大学大学院） 

司会 廣田 誠（大阪大学） 

 

   

        ④④④④    15:10 ～～～～ 15:55    

 

 

 

 日本アルミニウム産業の原材料対策 

― 地金開発輸入の役割 ― 

 

報告 三和 元（慶應義塾大学大学院） 

司会 沢井 実（大阪大学） 

 

 

   

①①①①    11:45 ～～～～ 12:30            

大蔵省預金部資金運用委員会設立の具体的な

役割と意義 

― 1925 年預金部改革の政治経済的影響 ― 

 

報告 田中 光（東京大学） 

司会 松村 敏（神奈川大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３１９    
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5 月月月月 24 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ⅠⅠⅠⅠ））））    

良心館良心館良心館良心館３３３３ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ３３３３０１０１０１０１ 

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:20 ～～～～ 14:05    

 

 

なし 

 19 世紀イギリスの共同墓地 

― ある王族の埋葬（1843 年） ― 

 

報告 久保 洋一（同志社大学） 

司会 重富 公生（神戸大学） 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:15 ～～～～ 15:00    

中世後期イングランドにおける農民の保有地・地

代と土地取引 

― ワルシャム・ウィローズを個別事例として ― 

 

報告 吉田 敬洋 

司会 勘坂 純市（創価大学） 

 

 18～19 世紀プロイセン御料林における粗朶拾集 

― 臣民の燃料需要に対する当局の持続的配慮 ― 

 

報告 飯田 恭（慶應義塾大学） 

司会 足立 芳宏（京都大学） 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:10 ～～～～ 15:55    

近世イングランドにおけるコモンズの解体とロー

カル・ガバナンス 

― Gillingham Royal Forest の事例を中心に ― 

 

報告 乾 秀明（小樽市立末広中学校） 

司会 山本 千映（大阪大学） 

 

 1930 年代イギリス通商政策の展開と多角的貿

易・決済システムの解体 

― 対デンマーク政策の検討を中心に ― 

 

報告 佐藤 純（八戸工業高等専門学校） 

司会 秋田 茂（大阪大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

反革命戦争初期の英国における戦時財政と請願運動 

― 国債危機の発生と戦時所得税の導入 ― 

 

報告 板倉 孝信（早稲田大学大学院） 

司会 酒井 重喜（熊本学園大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３２０    



 - 7 - 

 

5 月月月月 24 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ⅡⅡⅡⅡ／／／／アジア・アフリカアジア・アフリカアジア・アフリカアジア・アフリカ史史史史ⅠⅠⅠⅠ））））    

良心館良心館良心館良心館３３３３ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ３３３３０２０２０２０２ 

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:20 ～～～～ 14:05    

 

 

なし 

 満州における葉煙草栽培地域とその農業経営 

― 南満州における商品作物生産の一形態 ― 

 

報告 曹 建平（北海道大学大学院） 

司会 江夏 由樹（一橋大学） 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:15 ～～～～ 15:00    

両大戦間期フランスの官民協調と外国人労働者

の導入 

― フランス石炭中央協会会長ペランオフの活動 ― 

 

報告 定藤 博子（大阪大学大学院） 

司会 中島 俊克（立教大学） 

 

 植民地期台湾における糖業鉄道の成立 

 

報告 渡邉 恵一（駒沢大学） 

司会 久保 文克（中央大学） 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:10 ～～～～ 15:55    

欧州共通付加価値税制の創設 

― 「欧州租税協調」の歴史研究― 

 

報告 小西 杏奈（パリ第一大学大学院） 

司会 小島 健（東京経済大学） 

 

 

 スペインからアメリカ統治移行期におけるマニラ社会 

― コレラ流行からみた衛生と生活 ― 

 

報告 千葉 芳広（北海道医療大学) 

司会 飯島 渉（青山学院大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

標準化の視点からみた米国貿易政策史 

 

報告 小山 久美子（長崎大学） 

司会 谷口 明丈（中央大学） 

 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３２１    
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5 月月月月 24 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・アフリカアジア・アフリカアジア・アフリカアジア・アフリカ史史史史ⅡⅡⅡⅡ））））    

良心館良心館良心館良心館３３３３ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ３３３３０６０６０６０６ 

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:20 ～～～～ 14:05    

 

 

なし 

 金融秩序の維持に関する銀莊の自助努力 

― 莊票の発行と流通を中心として ― 

 

報告 霍 永收（横浜市立大学大学院） 

司会 黒田 明伸（東京大学） 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:15 ～～～～ 15:00    

19 世紀前半の西アフリカにおけるインド産綿布

の流通 

― セネガル川流域のゴム交易を中心にして ― 

 

報告 小林 和夫（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学院 ） 

司会 布留川 正博（同志社大学） 

 

 1910 年代～1930 年代の中国幣制における分

区制度と地名券制度の役割 

 

報告 諸田 博昭（慶應義塾大学大学院） 

司会 黒田 明伸（東京大学） 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:10 ～～～～ 15:55    

英領インドにおける19世紀前半の不況と貴金属供給 

 

報告 谷口 謙次（大阪市立大学） 

司会 西村 雄志（関西大学） 

 

 

 

 戦間期の香港上海銀行と中国系銀行借款団の

資本市場における協力関係 

― 新国際借款団の枠組みとの関連で ― 

 

報告 蕭 文嫻（大阪経済大学非常勤講師・大阪経済大学日

本経済史研究所研究員） 

司会 濱下 武志（静岡県立大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

19 世紀中葉の東南アジアにおける銀流通の拡大 

― シンガポールを中心に ― 

 

報告 小林 篤史（日本学術振興会特別研究員） 

司会 西村 雄志（関西大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：良心館 ３Ｆ ＲＹ３２２    
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5 月月月月 24 日日日日（（（（土土土土））））16:10 ～～～～ 17:05 

寒梅館寒梅館寒梅館寒梅館１１１１ＦＦＦＦ    ハハハハーディーホールーディーホールーディーホールーディーホール 

特別講演特別講演特別講演特別講演    

「「「「産業化産業化産業化産業化とエネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギー」」」」    

講演者：杉山杉山杉山杉山    伸伸伸伸也也也也    （慶應義塾大学） 

司会者：古田 和子 （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：：：：    
 

1972 年    早稲田大学政治経済学部卒業 
1975 年    早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了 

1981 年    ロンドン大学大学院博士課程修了（Ph.D.） 
1981～84 年  ロンドン大学（LSE）専任研究員 
1984～91 年  慶應義塾大学経済学部助教授 

1991～2014 年 慶應義塾大学経済学部教授 

    

主主主主なななな業績業績業績業績：：：：    
    

＜著書＞ 
『日本経済史 近世―現代』（岩波書店、2012 年） 

『明治維新とイギリス商人―トマス・グラバーの生涯―』（岩波書店、1993 年） 
Japan's industrialization in the world economy 1859～1899: Export trade and overseas competition（London：Athlone Press, 
1988） 

 
＜編著書＞ 
『日本石炭産業の衰退―戦後北海道における企業と地域―』（共編）（慶應義塾大学出版会、2012 年） 

『 ｢帝国｣の経済学』（岩波講座『 ｢帝国｣日本の学知』第２巻）（岩波書店、2006 年） 
『日英交流史』第４巻：経済（共編）（東京大学出版会、2001 年） 

（英語版：The history of Anglo-Japanese relations, 1600～2000（co-editor）vol.4：Economic and business relations

（London：Palgrave, 2001）） 
『近代アジアの流通ネットワーク』（共編）（創文社、1999 年） 

（英語版：Commercial networks in modern Asia（co-editor）（Richmond, Surrey：Curzon Press, 2001）） 

『戦間期東南アジアの経済摩擦―日本の南進と欧米―』（共編）（同文舘出版、1990 年） 
（英語版：International commercial rivalry in Southeast Asia in the interwar period（co-editor）（New Haven：Yale University 

Southeast Asia Center, 1994）） 

『徳川社会からの展望―発展・構造・国際関係―』（共編）（同文舘出版、1989 年） 
『馬場辰猪全集』全４巻（共編）（岩波書店、1987～88 年） 

 

 

 

 

 

5 月月月月 24 日日日日（（（（土土土土））））17:15 ～～～～ 18:05 

寒梅館寒梅館寒梅館寒梅館１１１１ＦＦＦＦ    ハハハハーディーホールーディーホールーディーホールーディーホール 

会員総会会員総会会員総会会員総会    

    

5 月月月月 24 日日日日（（（（土土土土））））18:30 ～～～～ 20: 30 

特別会場特別会場特別会場特別会場（（（（    京都京都京都京都タワーホテルタワーホテルタワーホテルタワーホテル９９９９ＦＦＦＦ「「「「八八八八閣閣閣閣のののの間間間間」」」」    ）））） 

会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会    
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5 月月月月 25 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［［［［午前午前午前午前］］］］ 

   

パネルパネルパネルパネル①①①①    9:30 ～～～～ 12:30   
良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０１０１０１０１      
   

欧米諸国の開発援助戦略の多極化と 

アジア国際秩序の変容 
 

組織者 渡辺 昭一（東北学院大学） 

司会者 柳澤 悠（東京大学名誉教授） 

報告者 渡辺 昭一（東北学院大学） 

秋田 茂（大阪大学） 

横井 勝彦（明治大学） 

宮田 敏之（東京外国語大学） 

討論者 脇村 孝平（大阪市立大学） 

 

 

  

パネルパネルパネルパネル②②②②    9:30 ～～～～ 12:30   
良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０５０５０５０５      
   

私札・手形にみる 

中近世日本信用取引史の新地平 

― ｢アプローチ接続｣の視座に立脚して ― 

 

組織者 千枝 大志（皇學館大学） 

司会者 千枝 大志（皇學館大学） 

報告者 千枝 大志（皇學館大学） 

加藤 慶一郎（流通科学大学） 

高木 久史（安田女子大学） 

討論者 井上 正夫（松山大学） 

川戸 貴史（千葉経済大学） 

 

  

パネルパネルパネルパネル③③③③    9:30 ～～～～ 12:30   
良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１００００２２２２      
   

近代日本における戦傷病者 

― 制度・救護・生活 ― 
 

組織者 藤原 哲也（福井大学） 

司会者 鈴木 晃仁（慶應義塾大学） 

報告者 藤原 哲也（福井大学） 

今城 徹（阪南大学） 

山下 麻衣（京都産業大学） 

討論者 中野 智世（京都産業大学） 

大谷 誠（同志社大学） 
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5 月月月月 25 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［［［［午後午後午後午後］］］］ 

   

パネルパネルパネルパネル④④④④    13:30 ～～～～ 16:30  パネルパネルパネルパネル⑦⑦⑦⑦    13:30 ～～～～ 16:30 

良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０１０１０１０１     良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０６０６０６０６ 

   

武器移転の連鎖・環流と道徳的な問い 

 

組織者 小野塚 知二（東京大学） 

問題提起 小野塚 知二（東京大学） 

司会者 西牟田 祐二（京都大学） 

報告者 高橋 裕史（苫小牧駒澤大学） 

竹内 真人（日本大学） 

高柳 翔（明治大学） 

討論者 鈴木 淳（東京大学） 

夏木 碧（オックスファム・ジャパン） 

 

 
２０世紀前半におけるインド社会経済の 

変容と日印貿易関係 

― 消費、表象、アイデンティティ ― 
 

組織者 大石 高志（神戸市立外国語大学） 

神田 さやこ（慶應義塾大学） 

司会者 神田 さやこ（慶應義塾大学） 

報告者 大石 高志（神戸市立外国語大学） 

龍谷 直人（京都大学） 

豊山 亜希（国立民族学博物館） 

柳澤 悠（東京大学名誉教授） 

討論者 沢井 実（大阪大学） 

古田 和子（慶應義塾大学） 

パネルパネルパネルパネル⑤⑤⑤⑤    13:30 ～～～～ 16:30   
良良良良心館心館心館心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１０５０５０５０５      
   

近世後期越後平野における割地制度 

 

組織者 山内 太（京都産業大学） 

司会者 高橋 基泰（愛媛大学） 

報告者 村山 良之（山形大学） 

長谷部 弘（東北大学） 

山内 太（京都産業大学） 

討論者 高橋 基泰（愛媛大学） 

佐藤 康行（新潟大学） 

平井 進（小樽商科大学） 

 

  

パネルパネルパネルパネル⑥⑥⑥⑥    13:30 ～～～～ 16:30   
良心館良心館良心館良心館１１１１ＦＦＦＦ    ＲＹＲＹＲＹＲＹ１１１１００００２２２２      
   

いま、成長の経済史を問う 

 

組織者 武田 晴人（東京大学） 

司会者 渡辺 純子（京都大学） 

報告者 武田 晴人（東京大学） 

西野 肇（静岡大学） 

久保 文克（中央大学） 

討論者 宮本 又郎（大阪大学名誉教授） 

呂 寅満（江陵大学） 
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同志社同志社同志社同志社大学大学大学大学（今出川キャンパス） 大学ホームページ：http://www.doshisha.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》》》》    

｢京都｣駅より市営地下鉄烏丸線・上り国際会

館方面へ約９分乗車、「今出川」駅にて下車、

徒歩すぐ ／ ｢京橋｣駅より京阪本線特急・

出町柳方面へ約５０分乗車、「出町柳」駅に

て下車、徒歩約１５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》》》》    

京都市営バスの５１系統（四条河原町・立命館

大学前ゆき）、５９系統（竜安寺・山越・三条京

阪ゆき）、２０１系統（百万遍・祇園・千本今出

川・みぶゆき）、２０３系統（北野天満宮・西大路

四条ゆき）、１０２系統洛バス（銀閣寺・金閣寺ゆ

き）のいずれかのバスに乗車、「烏丸今出川」

停留所にて下車、徒歩すぐ 

寒梅館 

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    

良心館 

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    


