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社会経済史学会 
第第第第 84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    
    

2012012012015555 年 5555 月 30303030 日 (土)・31313131 日 (日) 

会場： 早稲田早稲田早稲田早稲田大学大学大学大学 

(早稲田キャンパス) 

 

 

5555 月 33330000 日（土） 8:30 ～ 受付開始（国際会議場１階ロビー） 

 9:00 ～12:00 パネル・ディスカッション①～② 

  
（国際会議場 第一会議室～第二会議室） 

 12:00 ～13:00 昼 休 み 

 13:00 ～16:00 パネル・ディスカッション③～⑤ 

  
（国際会議場 第一会議室～第三会議室） 

 16:15 ～17:00 特別講演（国際会議場 井深大記念ホール） 

 17:15 ～18:00 会員総会（国際会議場 井深大記念ホール） 

 18:30 ～20:00 会員懇親会（２５号館 大隈ガーデンハウス） 

5555 月 31313131 日（日） 8:30 ～ 受付開始（３号館１階ロビー） 

 9:00 ～12:30 自由論題報告［午前］ 

  第１会場（日本史Ⅰ）：３号館３階 ３０４ 

  第２会場（日本史Ⅱ）：３号館３階 ３０５ 

  第３会場（日本史Ⅲ）：３号館３階 ３０６ 

  第４会場（日本史Ⅳ）：３号館４階 ４０４ 

  第５会場（西洋史Ⅰ）：３号館６階 ６０１ 

  第６会場（西洋史Ⅱ）：３号館６階 ６０２ 

  
第７会場（アジア・アフリカ史）：３号館４階 ４０５ 

 12:30 ～13:30 昼 休 み 

 13:30 ～16:05 自由論題報告［午後］ 

  
第１～７各会場 

    

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 84 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 

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田１－６－１ 

早稲田大学政治経済学術院 川口浩研究室 

E-mail： SEHS2015@list .waseda . jp 
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5 月月月月 30 日日日日（（（（土土土土））））    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］］］］ 

     

［［［［午後午後午後午後］］］］ 

パネルパネルパネルパネル①①①①    9:00 ～～～～ 12:00  パネルパネルパネルパネル③③③③    13:00 ～～～～ 16:00 

第一会議室第一会議室第一会議室第一会議室     第一会議室第一会議室第一会議室第一会議室 

   

商品と社会 

― ランドマーク商品の研究 ― 

 

組織者 川満 直樹（同志社大学） 

司会者 廣田 誠（大阪大学） 

報告者 天野 了一（四天王寺大学） 

水原 紹（大阪学院大学） 

小西 浩太（龍谷大学非常勤講師） 

鍛冶 博之（徳島文理大学） 

川満 直樹（同志社大学） 

討論者 上村 雅洋（和歌山大学） 

大内 秀二郎（近畿大学） 

 
民間芸能の発展と地域社会 

― 徳島の事例を中心に ― 

 

組織者 佐藤 正志（摂南大学） 

問題提起 佐藤 正志（摂南大学） 

司会者 杉山 伸也（慶應義塾大学名誉教授） 

報告者 三好 昭一郎（郷土史家） 

松下 師一（徳島県松茂町歴史民俗資料館） 

木村 涼（日本学術振興会特別研究員） 

討論者 天野 雅敏（岡山商科大学） 

神田 さやこ（慶應義塾大学） 

パネルパネルパネルパネル②②②②    9:00 ～～～～ 12:00  パネルパネルパネルパネル④④④④    13:00 ～～～～ 16:00 
第二会議室第二会議室第二会議室第二会議室     第二会議室第二会議室第二会議室第二会議室 

   

戦前日本帝国下の植民地・ 

占領地経済に関する関係史的接近 

 

組織者 竹内 祐介（首都大学東京） 

平井 健介（甲南大学） 

司会者 谷ヶ城 秀吉（名城大学） 

報告者 平井 健介（甲南大学） 

竹内 祐介（首都大学東京） 

兒玉 州平（九州産業大学） 

木越 義則（名古屋大学） 

討論者 松本 俊郎（岡山大学） 

山﨑 志郎（首都大学東京） 

 
｢近代｣雑貨、模造品市場、工業化 

― １９００-２０００年代、東アジアの事例研究 ― 

 

組織者 古田 和子（慶應義塾大学） 

司会者 古田 和子（慶應義塾大学） 

報告者 リンダ・グローブ（上智大学名誉教授） 

平井 健介（甲南大学） 

谷本 雅之（東京大学） 

伊藤 亜聖（東京大学社会科学研究所） 

討論者 植田 浩史（慶應義塾大学） 

飯島 渉（青山学院大学） 

  パネルパネルパネルパネル⑤⑤⑤⑤    13:00 ～～～～ 16:00 

     第三会議室第三会議室第三会議室第三会議室 

   

 

 

 
両大戦間期航空機産業の世界的転回 

― 軍需・民需相互連関の視角から ― 

 

組織者 横井 勝彦（明治大学） 

問題提起 横井 勝彦（明治大学） 

司会者 横井 勝彦（明治大学） 

報告者 永岑 三千輝（横浜市立大学名誉教授） 

西牟田 祐二（京都大学） 

高田 馨里（大妻女子大学） 

福士 純（岡山大学） 

討論者 小野塚 知二（東京大学） 
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5 月月月月 30 日日日日（（（（土土土土））））16:15 ～～～～ 17:00 

国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場    井深大記念井深大記念井深大記念井深大記念ホールホールホールホール 

特別講演特別講演特別講演特別講演    

「「「「経済行動経済行動経済行動経済行動とととと宗教宗教宗教宗教        ――――日英比較史日英比較史日英比較史日英比較史によるによるによるによる接近接近接近接近――――」」」」    

講演者：寺西寺西寺西寺西    重郎重郎重郎重郎    （一橋大学名誉教授） 

司会者：沢井 実 （大阪大学） 

 

 

講演者講演者講演者講演者略歴略歴略歴略歴：：：：    
 

1942 年    広島県に生まれる 
1965 年    一橋大学経済学部卒業 

1970 年    一橋大学大学院博士課程単位取得退学 
一橋大学専任講師（経済研究所） 

1983 年    経済学博士（一橋大学）取得 

1984 年    一橋大学経済研究所教授 
一橋大学助教授・教授を経て、2012 年より同名誉教授 

2000～01 年  一橋大学副学長 

2003～05 年  大学評価学位授与機構特任教授 
2006～13 年  日本大学商学部教授、2013 年より同客員教授 

    

    

    

主主主主なななな業績業績業績業績：：：：    
    

『日本の経済発展と金融』（岩波書店、1982 年） 

『工業化と金融システム』（東洋経済新報社、1991 年） 
『経済開発と途上国債務』（東京大学出版会、1995 年） 

Evolution of the Economic System in Japan（Cheltenham：Edward Elgar, 2005） 

『日本の経済システム』（岩波書店、2003 年） 
『戦前期日本の金融システム』（岩波書店、2011 年） 
『経済行動と宗教――日本経済システムの誕生』（勁草書房、2014 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月月月月 30 日日日日（（（（土土土土））））17:15 ～～～～ 18:00 

国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場    井深大記念井深大記念井深大記念井深大記念ホールホールホールホール 

会員総会会員総会会員総会会員総会    

    

5 月月月月 30 日日日日（（（（土土土土））））18:30 ～～～～ 20: 00 

特別会場特別会場特別会場特別会場（（（（    ２５２５２５２５号館号館号館号館    大隈大隈大隈大隈ガーデンハウスガーデンハウスガーデンハウスガーデンハウス    ）））） 

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 31 日日日日（（（（日日日日））））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））））    

３３３３号館号館号館号館３３３３階階階階    ３０４３０４３０４３０４ 

    

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:30 ～～～～ 14:15    
 

 

 

なし 

 

 

 

 

 徳川後期における九州地方商人の海運活動と商

品流通  ― 肥後国天草郡御領村石本家の活動

を中心に ― 

 

報告 齋藤 和平（日本学術振興会特別研究員） 

司会 中西 聡（慶應義塾大学） 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:25 ～～～～ 15:10    

近世東北農村における中小都市と農村の歴史人

口学的分析 

― 陸奥国二本松藩を中心として ― 

 

報告 高橋 美由紀（立正大学）・黒須 里美（麗澤大学） 

司会 長谷部 弘（東北大学） 

 

 

 19 世紀日本の屎尿流通と社会的変化 

― 大阪地域を事例として ― 

 

報告 荒武 賢一朗（東北大学東北アジア研究センター） 

司会 井奥 成彦（慶應義塾大学） 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:20 ～～～～ 16:05    

近世日本農村社会における人口移動 

― 長野県川中島町今井村の宗門帳分析を中心

として ― 

 

報告 張 婷婷（東北大学大学院） 

司会 友部 謙一（大阪大学） 

 

 

 経済と道徳  ― 徳川、明治時代の塩業政策と道

徳との関係 ― 

 

報告 来 誠一郎（早稲田大学大学院） 

司会 神立 孝一（創価大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

近世薬種市場形成における地方株仲間の組織

的な活動 

― 仙台薬種仲間の事例分析 ― 

 

報告 徐 寤（東北大学大学院） 

司会 天野 雅敏（岡山商科大学） 

 

 

  

※アフター・セッション：３号館３階 ３０１ 
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5 月月月月 31 日日日日（（（（日日日日））））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））））    

３３３３号館号館号館号館３３３３階階階階    ３０５３０５３０５３０５ 

    

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:30 ～～～～ 14:15    
 

 

 

なし 

 

 

 

 

 近代日本における中央卸売市場システムの変化

と継続性 

― 大蔵省預金部資金と築地市場の近代化 ― 

 

報告 田中 光（神戸大学） 

司会 原田 政美（福井県立大学） 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:25 ～～～～ 15:10    

フリーバンキングの視点からみた国立銀行制度 

 

報告 鎮目 雅人（早稲田大学） 

司会 粕谷 誠（東京大学） 

 

 

 

 

 金融市場未発達下のインフォーマル金融の計量

分析  ― 沖縄模合の機能と資金循環上の位置

づけ分析 ― 

 

報告 中村 研二（株式会社日本経済研究所） 

司会 鎮目 雅人（早稲田大学） 

 

 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:20 ～～～～ 16:05    

産業革命期における旧岩国藩主吉川家の土地・

株式投資について 

― ｢外生的資本｣に関する石井説の再評価 ― 

 

報告 三浦 壮（鹿児島大学） 

司会 松村 敏（神奈川大学） 

 

 

 明治前期日本における陸運企業と商取引 

― 中牛馬会社を事例として ― 

 

報告 王 慧子（東北大学博士研究員） 

司会 老川 慶喜（跡見学園女子大学） 

 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

地方資産家・伊東要蔵と銀行事業 

― 1901年から1904年の三十五銀行を中心に ― 

 

報告 三科 仁伸（慶應義塾大学大学院） 

司会 阿部 武司（国士舘大学） 

 

 

 

  

※アフター・セッション：３号館３階 ３０１    
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5 月月月月 31 日日日日（（（（日日日日））））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））））    

３３３３号館号館号館号館３３３３階階階階    ３０６３０６３０６３０６ 

    

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

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:30 ～～～～ 14:15    

明治初期における知多商人の商業活動 

― 萬屋三郎商店を例にして ― 

 

報告 落合 功（青山学院大学） 

司会 大森 一宏（駿河台大学） 

 

 

 

 戦前期上海における日本人中小工業の経営動向

と排外主義  ― 『支那在留邦人人名録』（1916

－42 年）の分析を中心に ― 

 

報告 山村 睦夫（和光大学名誉教授） 

司会 柳澤 遊（慶應義塾大学） 

 

 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:25 ～～～～ 15:10    

戦前期日本における米穀先物市場の統合と情報

効率性  ― 東京米穀商品取引所・大阪堂島米

穀取引所を中心に ― 

 

報告 前田 廉孝（西南学院大学）・野田顕彦（和歌山大学）・

伊藤幹夫（慶應義塾大学） 

司会 大豆生田 稔（東洋大学） 

 

 近代日本における国有林野経営 

― 比較史的視点からみた日本の特質 ― 

 

報告 青木 健（慶應義塾大学非常勤講師） 

司会 斎藤 修（一橋大学名誉教授） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:20 ～～～～ 16:05    

竹材・竹製品の欧米輸出の振興と展開 

 

報告 岩松 文代（北九州市立大学） 

司会 大島 久幸（高千穂大学） 

 

 

 

 

 近代日本の経済発展と商業展開 

 

報告 松本 貴典（成蹊大学） 

司会 牛島 利明（慶應義塾大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

農家副業における先発地域の課題 

― 1920年代から 1930年代の千葉県での藁工

品検査を事例として ― 

 

報告 高橋 周（東京海洋大学） 

司会 中村 尚史（東京大学） 

 

 

  

※アフター・セッション：３号館３階 ３０１    
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5 月月月月 31 日日日日（（（（日日日日））））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））））    

３３３３号館号館号館号館４４４４階階階階    ４０４４０４４０４４０４ 

    

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

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:30 ～～～～ 14:15    

小野浜造船所にみる技術移転の方法とその効率

性  ― 清国人織工の処遇からの考察 ― 

 

報告 小野寺 香月（神戸大学大学院） 

司会 池田 憲隆（弘前大学） 

 

 

 

 娘の身売りは昭和恐慌期に増えたのか 

― 『警視庁統計書』による検証 ― 

 

報告 原田 泰（早稲田大学）・安中 進（早稲田大学大学院） 

司会 白木沢 旭児（北海道大学） 

 

 

 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:25 ～～～～ 15:10    

大阪市電気局の配電事業 

― 都市政策的展開を中心として ― 

 

報告 花木 完爾（大阪市立大学大学院） 

司会 北浦 貴士（明治学院大学） 

 

 

 

 沖縄県先島（宮古・八重山）から日本植民地下台

湾への｢移動｣ 

― 近代産業による移動状況の差異 ― 

 

報告 本村 育恵（青山学院大学大学院） 

司会 湯澤 規子（筑波大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:20 ～～～～ 16:05    

戦前・戦中期における｢技術者団体｣の人的構成

と活動方針 

― 工政会を中心に ― 

 

報告 佐竹 康扶（早稲田大学大学院） 

司会 沢井 実（大阪大学） 

 

 

 第二次世界大戦後における引揚者の職業体験 

― 南満州鉄道旧社員の職業活動を事例として ― 

 

報告 西崎 純代（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学

院・同非常勤講師） 

司会 松本 俊郎（岡山大学） 

 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

20 世紀前半の乳児死亡率の高い都市とその特

徴  ― 乳児死亡死因比較から ― 

 

報告 樋上 惠美子 

司会 永島 剛（専修大学） 

 

 

 

  

※アフター・セッション：３号館４階 ４０６    
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5 月月月月 31 日日日日（（（（日日日日））））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））））    

３３３３号館号館号館号館６６６６階階階階    ６０１６０１６０１６０１ 

    

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:30 ～～～～ 14:15    
 

 

 

なし 

 

 

 

 

 アメリカ合衆国反トラスト政策による特許開放過

程  1940’s －1950’s 

 

報告 安岡 邦浩（京都大学大学院） 

司会 谷口 明丈（中央大学） 

 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:25 ～～～～ 15:10    

国家政策なき保健行政 

― 20 世紀初頭のアメリカ合衆国における保健

行政の展開とロックフェラー財団の役割 ― 

 

報告 平体 由美（札幌学院大学） 

司会 折原 卓美（名城大学） 

 

 

 近代ベルリンの銀行業の組織化と宗教的なマイ

ノリティの解放  ― ユダヤ教徒とキリスト教徒の

資金統合の過程 ― 

 

報告 竹原 有吾（東京大学大学院） 

司会 三ツ石 郁夫（滋賀大学） 

 

 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:20 ～～～～ 16:05    

世界恐慌期ロサンゼルスにおける石油開発と環

境・地域社会問題 

― 1927－1938 年ハンティントン・ビーチの例 ― 

 

報告 張 淼（九州大学大学院） 

司会 豊田 太郎（駒澤大学） 

 

 

 マイノリティと｢労働忌避｣ 

― 世紀転換期ドイツ・バイエルンにおける「ツィ

ゴイナー」政策をめぐって ― 

 

報告 大谷 実（同志社大学大学院） 

司会 矢野 久（慶應義塾大学） 

 

 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

1934 年のアメリカ銀買い上げ法とアメリカ国内

へ与えた経済効果の評価 

 

報告 高橋 秀直（筑波大学） 

司会 須藤 功（明治大学） 

 

 

 

  

※アフター・セッション：３号館６階 ６０５    
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5 月月月月 31 日日日日（（（（日日日日））））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））））    

３３３３号館号館号館号館６６６６階階階階    ６０２６０２６０２６０２ 

    

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

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:30 ～～～～ 14:15    

《三区分イデオロギー》の社会的・経済的基礎 

― 前 5 千年紀末、原インド・ヨーロッパ語族生成

における遊牧開始の意義 ― 

 

報告 中川 洋一郎（中央大学） 

司会 杉原 薫（政策研究大学院大学） 

 

 

 社会主義者 G.D.H.コールのイギリス戦後再建構

想  ― ｢ナフィールド・カレッジ社会再建調査｣

（1941～1945 年）の意義と限界 ― 

 

報告 本内 直樹（中部大学）・松村高夫（慶應義塾大学名誉

教授） 

司会 大森 真紀（早稲田大学） 

 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:25 ～～～～ 15:10    

中世後期イングランドにおける穀物・土地取引の

変動に関する一考察 

 

報告 吉田 敬洋 

司会 勘坂 純市（創価大学） 

 

 

 

 1970 年代初頭のイギリスにおける｢移民問題｣と

その解決 

― 1971 年移民法を中心に ― 

 

報告 原田 桃子（東北学院大学大学院） 

司会 椿 建也（中京大学） 

 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:20 ～～～～ 16:05    

フランス革命・ナポレオン戦争末期の英国におけ

る戦時財政と請願運動 ― 戦時増税に対する全

般的な批判と終戦以降の減税要求への影響 ― 

 

報告 板倉 孝信（早稲田大学大学院・早稲田大学政治経済

学術院助手） 

司会 伊藤 栄晃（埼玉学園大学） 

 

 初期ユーロダラー市場と BOLSA 

― 市場の起源と機能 ― 

 

報告 菅原 歩（東北大学） 

司会 金井 雄一（名古屋女子大学） 

 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

二十世紀前半の企業と税制 

― イギリス多国籍企業と法人所得への国際的

二重課税との関係を中心として ― 

 

報告 井澤 龍（京都大学大学院経済学研究科附属プロジェ

クトセンター特任研究員） 

司会 安部 悦生（明治大学） 

 

  

※アフター・セッション：３号館６階 ６０５    
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5 月月月月 31 日日日日（（（（日日日日））））自由論題報告 

第第第第７７７７会場会場会場会場（（（（アジア・アアジア・アアジア・アアジア・アフリカフリカフリカフリカ史史史史））））    

３３３３号館号館号館号館４４４４階階階階    ４０５４０５４０５４０５ 

    

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

        9:00 ～～～～ 9:45        ④④④④    13:30 ～～～～ 14:15    
 

 

 

なし 

 

 

 

 

 1960 年代から 1980 年代の台湾における寄生

虫症対策と日本の医学協力 

 

報告 井上 弘樹（青山学院大学大学院） 

司会 脇村 孝平（大阪市立大学） 

 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:25 ～～～～ 15:10    

清代中期の経済変動と財政支出 

 

報告 豊岡 康史（信州大学） 

司会 岸本 美緒（お茶の水女子大学） 

 

 

 

 

 17 世紀後半の西アフリカにおける商取引 

― 英国王立アフリカ会社と｢担保｣ ― 

 

報告 髙橋 裕悠（九州大学大学院） 

司会 北川 勝彦（関西大学） 

 

 

 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:20 ～～～～ 16:05    

辛亥革命期上海共同租界内での債権回収訴訟

処理、1906～1917 年 

 

報告 本野 英一（早稲田大学） 

司会 古田 和子（慶應義塾大学） 

 

 

 

 南アフリカにおける労働集約型工業化の研究 

― 1930 年代西ケープの果実栽培と缶詰産業に

おける季節労働者の事例研究にもとづいて ― 

 

報告 宗村 敦子（関西大学大学院） 

司会 前川 一郎（創価大学） 

 

 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

台湾の南方｢協力｣と仏領インドシナ 

― 資源調査と人員派遣を中心に ― 

 

報告 湯山 英子（北海道大学大学院経済学研究科地域経

済経営ネットワーク研究センター研究員） 

司会 龍谷 直人（京都大学） 

 

 

  

※アフター・セッション：３号館４階 ４０６    
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早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学（早稲田キャンパス） 大学ホームページ：http://www.waseda.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》》》》    

地下鉄東京メトロ東西線 「早稲田」 駅にて下

車、徒歩５分 ／ 都電荒川線「早稲田」駅に

て下車、徒歩５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山手線・西武新宿線「高田馬場」駅にて下

車、駅前より都営バスの学０２（学バス）に乗車、

５/３０（土）：「西早稲田」停留所にて、５/３１

（日）：「早大正門」停留所にてそれぞれ下車、

いずれも徒歩すぐ 

３号館 

２２２２日目受付日目受付日目受付日目受付    
自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告    

国際会議場 

１１１１日目日目日目日目受付受付受付受付    
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    

大隈ガーデンハウス 

会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会    


