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社会経済史学会 
第第第第 85 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 
 

2012012012016666 年 6666 月 11111111 日 (土)・12121212 日 (日) 

会場： 北海道北海道北海道北海道大学大学大学大学 
(札幌キャンパス) 

 

6666 月 11111111 日（土） 8:20 ～ 受付開始（人文・社会科学総合教育研究棟１Ｆ正面玄関） 

 9:00 ～12:30 自由論題報告［午前］ 

  
第１会場（日本史Ⅰ）：人文・社会科学総合教育研究棟１Ｆ W103 

  
第２会場（日本史Ⅱ）：人文・社会科学総合教育研究棟２Ｆ W203 

  
第３会場（日本史Ⅲ）：文系共同講義棟１Ｆ １番教室 

  
第４会場（西洋史Ⅰ）：文系共同講義棟１Ｆ ２番教室 

  
第５会場（西洋史Ⅱ）：文系共同講義棟１Ｆ ５番教室 

  
第 6 会場（アジア・アフリカ史）：文系共同講義棟１Ｆ ６番教室 

 12:30 ～13:30 昼 休 み 

 13:30 ～16:05 自由論題報告［午後］ 

  
第１～６各会場 

 16:15 ～17:00 特別講演（文系共同講義棟２Ｆ ８番教室） 

 17:10 ～18:00 会員総会（文系共同講義棟２Ｆ ８番教室） 

 18:30 ～20:00 会員懇親会（京王プラザホテル札幌） 

6666 月 12121212 日（日） 8:20 ～ 受付開始（人文・社会科学総合教育研究棟１Ｆ正面玄関） 

 9:00 ～12:00 パネル・ディスカッション①～③ 

  
（人文・社会科学総合教育研究棟／文系共同講義棟） 

 12:00 ～13:00 昼 休 み 

 13:00 ～16:00 パネル・ディスカッション④～⑤ 

  
（人文・社会科学総合教育研究棟／文系共同講義棟） 

    

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 85 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 

〒060-0809 北海道札幌市北区北９条西７丁目 

北海道大学大学院経済学研究科 高井哲彦研究室 

TEL･FAX  ：011-706-2792 

E-mail： sehs2016@eis.hokudai . ac . jp
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6 月月月月 11 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））））    

人文人文人文人文・・・・社会科学社会科学社会科学社会科学総合教育総合教育総合教育総合教育研究棟研究棟研究棟研究棟１１１１ＦＦＦＦ    WWWW１０３１０３１０３１０３ 

    

［［［［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    
田沼時代の貨幣政策 

 

報告 藤井 典子（日本銀行金融研究所） 

司会 鎮目 雅人（早稲田大学） 

 

 

 

 1930 年代におけるわが国の児童の体位と栄養

状態 

 

報告 村越 一哲（駿河台大学） 

司会 永島 剛（専修大学） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:25 ～～～～ 15:10    
近世地方城下株仲間の研究 

― 和薬市場の形成と仙台薬種仲間 ― 

 

報告 徐 寤（東北大学大学院） 

司会 井奥 成彦（慶應義塾大学） 

 

 アジア・太平洋戦争における死亡リスクの不平等 

― 1965 年社会階層と社会移動全国調査データ

の再分析 ― 

 

報告 渡邊 勉（関西学院大学） 

司会 岡崎 哲二（東京大学） 

 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:20 ～～～～ 16:05    
近世信州の「出稼ぎ」村落の人口史的分析 

― 川中島町今井村の事例 ― 

 

報告 張 婷婷（東北大学大学院） 

司会 井奥 成彦（慶應義塾大学） 

 

 

 戦前日本における専門医制の形成 

― 放射線学の事例として ― 

 

報告 ピエール＝イヴ・ドンゼ（大阪大学） 

司会 中村 一成（上武大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

戦前期日本農村における学齢児童の体格からみ

た生活水準の変遷 

― 長野県下伊那郡座光寺村を事例とした一考察 ― 

 

報告 木村 多嘉子（大阪大学大学院） 

司会 斎藤 修（一橋大学名誉教授） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：人文・社会科学総合教育研究棟２Ｆ W２０１ 
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6 月月月月 11 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））））    

人文人文人文人文・・・・社会科学社会科学社会科学社会科学総合総合総合総合教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟２２２２ＦＦＦＦ    WWWW２０３２０３２０３２０３ 

    

［［［［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    
京都市営電気の電灯事業方針 

― 「民営主導体制」の形成の一側面 ― 

 

報告 シャ・チェンシャオ（京都大学大学院） 

司会 北浦 貴士（明治学院大学) 

 

 

 戦前期企業社会の学歴評価 

― 貿易商社と学校教育 ― 

 

報告 藤村 聡（神戸大学経済経営研究所） 

司会 鈴木 邦夫（埼玉大学名誉教授） 

 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:25 ～～～～ 15:10    
耕地整理事業と町内会 

― 都市近郊における名望家秩序の変遷 ― 

 

報告 白木澤 涼子（立命館慶祥高等学校・北海道大学大学院） 

司会 高嶋 修一（青山学院大学） 

 

 

 日本における民放創設期の地方民放局の番組編

成について 

― 新聞ラジオ欄の分析を中心に ― 

 

報告 三輪 仁（九州国際大学） 

司会 満薗 勇（北海道大学） 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:20 ～～～～ 16:05    
「娘の身売り」の要因と変遷 

 

報告 安中 進（早稲田大学大学院） 

司会 坂根 嘉弘（広島修道大学） 

 

 

 

 高度成長期北海道における木材工業団地の構想

と実態 

 

報告 谷口 洋斗（慶應義塾大学大学院） 

司会 張 楓（福山大学） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

山陰地方からの北海道移住 

― 島根県人が組織した移住会社 ― 

 

報告 伊藤 康（鳥取県立公文書館） 

司会 竹野 学（北海商科大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：人文・社会科学総合教育研究棟２Ｆ W２０１    
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6 月月月月 11 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（（（（日本日本日本日本史史史史ⅢⅢⅢⅢ））））    

文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟１１１１ＦＦＦＦ    １１１１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］］］］    

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

 

なし 

 

 

 

 

 地方資産家・伊東要蔵の経済活動と有価証券投資 

 

報告 三科 仁伸（慶應義塾大学大学院） 

司会 花井 俊介（早稲田大学） 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:25 ～～～～ 15:10    
明治前期における旧加賀藩主前田家の投資意

思決定過程 

― 藩政から華族家政へ ― 

 

報告 松村 敏（神奈川大学） 

司会 鷲崎 俊太郎（九州大学） 

 

 戦前期日本における東京・大阪米穀市場の統合

過程 

― 電信電話網の利用拡大と関連を中心に ― 

 

報告 前田 廉孝（西南学院大学）・野田 顕彦（京都産業大

学）・伊藤 幹夫（慶應義塾大学） 

司会 大豆生田 稔（東洋大学） 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:20 ～～～～ 16:05    
明治後期町村の資金調達と公的資金 

― 岩手県における町村債の分析から ― 

 

報告 中西 啓太（名古屋商科大学） 

司会 中林 真幸（東京大学） 

 

 

 1930 年代の新市場輸出拡大 

― 輸出補償法の分析を中心に ― 

 

報告 見浪 知信（京都大学大学院） 

司会 沢井 実（大阪大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

寺内正毅内閣期の正貨政策と中国勢力圏構想 

― 内地正貨擁護政策との関係を中心に ― 

 

報告 塚本 英樹（法政大学大学院） 

司会 伊藤 正直（大妻女子大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：人文・社会科学総合教育研究棟２Ｆ W２０２    
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6 月月月月 11 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（（（（西洋西洋西洋西洋史史史史ⅠⅠⅠⅠ））））    

文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟１１１１ＦＦＦＦ    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］］］］    

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

 

なし 

 

 

 

 

 世紀転換期のドイツにおける自転車製造の大規

模化と労働市場 

― ビーレフェルト郡を事例として ― 

 

報告 西 圭介（琉球大学） 

司会 西牟田 祐二（京都大学） 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40            14:25 ～～～～ 15:10    
ブランデンブルク・レカーン領の低湿地開発と農

村近代化 

― 地域社会（領主制と村落）の異種的編成の視

点から ― 

 

報告 山崎 彰（山形大学） 

司会 足立 芳宏（京都大学） 

  

 

なし 

 

 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑤⑤⑤⑤    15:20 ～～～～ 16:05    
国王の高木林経営と農民の林内放牧 

― 18～19 世紀プロイセンにおける「林牧共存」 ― 

 

報告 飯田 恭（慶應義塾大学） 

司会 高橋 基泰（愛媛大学） 

 

 

 両大戦間期イギリスにおける国民健康保険制度

と炭鉱業・炭鉱労働 

― 炭鉱労働者認可組合による運営の実態と諸

言説を手掛かりに ― 

 

報告 梅垣 宏嗣（南山大学） 

司会 永島 剛（専修大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

19 世紀前半ライン河輸送における曳船 

― 遡航動力変化過程の再検討 ― 

 

報告 田中 淳一（早稲田大学大学院） 

司会 鴋澤 歩（大阪大学） 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：人文・社会科学総合教育研究棟２Ｆ W２０２    
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6 月月月月 11 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））））    

文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟１１１１ＦＦＦＦ    ５５５５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］］］］    

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

 

なし 

 1930 年代イタリア北部における絹・人絹織物輸

出拡大の要因 

 

報告 日野 真紀子（近畿大学） 

司会 岡部 芳彦（神戸学院大学） 

 

 

   

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40        ⑤⑤⑤⑤    14:25 ～～～～ 15:10    
再考、K, ポランニーの貨幣論 

 

報告 美馬 佑造 

司会 矢後 和彦（早稲田大学） 

 

 

 

 通貨転換約款と債券価格変動の関連の分析 

― 1930 年代から 1952年までのロンドン金融

市場での日本政府外債価格の推移の検討 ― 

 

報告 高橋 秀直（筑波大学） 

司会 鈴木 俊夫（帝京大学） 

   

②②②②    10:50 ～～～～ 11:35        ⑥⑥⑥⑥    15:20 ～～～～ 16:05    
米英間技術移転と国際特許管理 

―British Thomson-Houstonの事例 1879-1914― 

 

報告 西村 成弘（関西大学） 

司会 谷口 明丈（中央大学） 

 

 

 J・カーター（Jimmy Carter）政権による対日自動車

政策の展開（1979～1980 年） 

 

報告 河﨑 信樹（関西大学） 

司会 須藤 功（明治大学） 

   

③③③③    11:45 ～～～～ 12:30            

1920 年代フランス炭鉱業によるポーランド人労働

者斡旋事業とポーランド人による就労地の選択 

― 労働条件比較を通して ― 

 

報告 定藤 博子（大阪大学大学院） 

司会 石山 幸彦（横浜国立大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：人文・社会科学総合教育研究棟１Ｆ W１０１    
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6 月月月月 11 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（（（（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））））    

文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟１１１１ＦＦＦＦ    ６６６６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］］］］    

    9:00 ～～～～ 10:40        ③③③③    13:30 ～～～～ 14:15    
 

 

なし 

 日本統治期台湾における市場社会の変容 

 

報告 堀内 義隆（三重大学） 

司会 須永 徳武（立教大学） 

 

 

 

   

        ④④④④    14:25 ～～～～ 15:10    
  中華人民共和国の社会主義化をめぐる論争 

― 反右派闘争と大躍進までの中国 ― 

 

報告 三田 剛史（明治大学） 

司会 久保 亨（信州大学） 

 

 

   

①①①①    10:50 ～～～～ 11:35            

近代中国東北部における分家相続制、土地集散

と農家経営の変容 ― 『満州国農村実態調査報

告書』「農家略歴表」を中心に ― 

 

報告 ドルネッティ・フィリッポ（慶應義塾大学経済学部準訪

問研究員） 

司会 江夏 由樹（帝京大学） 

  

   

②②②②    11:45 ～～～～ 12:30            

20 世紀初頭ベトナム南部における原料籾流通と

精米工場の役割 

― チョロン省経済活動報告書より ― 

 

報告 池田 昌弘（神戸大学大学院） 

司会 島田 竜登（東京大学） 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：人文・社会科学総合教育研究棟１Ｆ W１０１    
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6 月月月月 11 日日日日（（（（土土土土））））16:15 ～～～～ 17:00 
文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟２２２２ＦＦＦＦ    ８８８８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    

「「「「韓国韓国韓国韓国のののの経済成長経済成長経済成長経済成長：：：：長期推移長期推移長期推移長期推移とととと国際比較国際比較国際比較国際比較」」」」    

講演者：金金金金    洛年洛年洛年洛年    
（東国大学校経済学科教授） 

 

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：：：：    
 

1957 年    韓国の慶尚北道安東に生まれる 
1981 年    ソウル大学校経済学科卒業 
1982～86 年  韓国開発研究院 研究員 
1993 年    東京大学大学院経済学研究科卒業（経済学博士） 
1993～    東国大学校経済学科 教授 
2011～    落星台経済研究所 所長 
2013 年    経済史学会 会長 

    

    

主主主主なななな業績業績業績業績：：：：    
    

『日本帝国主義下の朝鮮経済』（東京大学出版会、2002 年） 
『植民地期朝鮮の国民経済計算 1910－1945』（編著、東京大学出版会、2008 年） 
『韓国の長期統計：国民経済計算 1911－2010 年』（編著、韓国語、ソウル大学校出版文化院、2012 年） 
 "Korea's First Industrial Revolution, 1911-1940", 

(coauthored with Myung Soo Cha), Explorations in Economic History, 2012. 
 "Top Incomes in Korea, 1933-2010: Evidence from Income Tax Statistics", 

(coauthored with Jongil Kim), Hitotsubashi Journal of Economics, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月月月月 11 日日日日（（（（土土土土））））17:10 ～～～～ 18:00 
文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟２２２２ＦＦＦＦ    ８８８８番教室番教室番教室番教室 

会員総会会員総会会員総会会員総会    

    

6 月月月月 11 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（（（（    京京京京王王王王プラザホテルプラザホテルプラザホテルプラザホテル札幌札幌札幌札幌１１１１ＦＦＦＦ    ブッフェブッフェブッフェブッフェ＆＆＆＆パーティコートパーティコートパーティコートパーティコート    グラスシーズンズグラスシーズンズグラスシーズンズグラスシーズンズ    ）））） 

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 12 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］］］］  ［［［［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④④④④    13:00 ～～～～ 16:00 
人文人文人文人文・・・・社会科学社会科学社会科学社会科学総合総合総合総合教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟１１１１ＦＦＦＦ    WWWW１０３１０３１０３１０３     人文人文人文人文・・・・社会科学社会科学社会科学社会科学総合総合総合総合教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟１１１１ＦＦＦＦ    WWWW１０３１０３１０３１０３    

   

『途上国』日本農業の開発経済史 

 

組織者 有本 寛（一橋大学） 

司会者 坂根 嘉弘（広島修道大学） 

報告者 有本 寛（一橋大学） 

小島 庸平（東京大学） 

齋藤 邦明（立教大学） 

坂根 嘉弘（広島修道大学） 

重冨 真一（明治学院大学） 

塚田 和也（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

討論者 黒崎 卓（一橋大学） 

岡崎 哲二（東京大学） 

 

 

「生活」と「福祉」の交錯 

― 日本と韓国の生活改善運動・新生活運動を

どうみるか ― 

 

組織者 満薗 勇（北海道大学） 

司会者 大門 正克（横浜国立大学） 

問題提起 満薗 勇（北海道大学） 

報告者 満薗 勇（北海道大学） 

松田 忍（昭和女子大学） 

井上 和枝（鹿児島国際大学） 

討論者 倉敷 伸子（四国学院大学） 

長谷川 貴彦（北海道大学） 

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⑤⑤⑤⑤    13:00 ～～～～ 16:00 
人文人文人文人文・・・・社会科学社会科学社会科学社会科学総合総合総合総合教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟２２２２ＦＦＦＦ    WWWW２０３２０３２０３２０３     人文人文人文人文・・・・社会科学社会科学社会科学社会科学総合総合総合総合教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟２２２２ＦＦＦＦ    WWWW２０３２０３２０３２０３    

   

現代アメリカ経済史を構想する 

― 時代区分と論点 ― 

 

組織者 谷口 明丈（中央大学） 

司会者 安部 悦生（明治大学） 

報告者 萩原 伸次郎（横浜国立大学名誉教授） 

須藤 功（明治大学） 

谷口 明丈（中央大学） 

討論者 武田 晴人（東京大学名誉教授） 

鴋澤 歩（大阪大学） 

 

 

戦前期総合商社における組織構造の 

選択と形成 

― 分権組織と集権組織 ― 

 

組織者 大石 直樹（埼玉大学） 

司会者 吉川 容（三井文庫） 

報告者 鈴木 邦夫（埼玉大学名誉教授） 

岡崎 哲二（東京大学） 

大島 久幸（高千穂大学） 

大石 直樹（埼玉大学） 

討論者 武田 晴人（東京大学名誉教授） 

井澤 龍（滋賀大学） 

 

パネルパネルパネルパネル③③③③    9:00 ～～～～ 12:00   

文系共同文系共同文系共同文系共同講義棟講義棟講義棟講義棟１１１１ＦＦＦＦ    １１１１番教室番教室番教室番教室         

   

中京圏の産業化と企業者行動 

 

組織者 石井 里枝（國學院大學） 

司会者 老川 慶喜（跡見学園女子大学） 

問題提起 石井 里枝（國學院大學） 

報告者 橋口 勝利（関西大学） 

杉山 伸也（慶應義塾大学名誉教授） 

石井 里枝（國學院大學） 

討論者 花井 俊介（早稲田大学） 

北澤 満（九州大学） 
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社会経済史社会経済史社会経済史社会経済史学会第学会第学会第学会第８８８８５５５５回回回回全国大会全国大会全国大会全国大会    

 

＜＜＜＜大会実行委員会事務局から＞大会実行委員会事務局から＞大会実行委員会事務局から＞大会実行委員会事務局から＞    

    大会当日、札幌では「よさこいソーラン祭り」と重なり、宿泊の予約が大変混み大会当日、札幌では「よさこいソーラン祭り」と重なり、宿泊の予約が大変混み大会当日、札幌では「よさこいソーラン祭り」と重なり、宿泊の予約が大変混み大会当日、札幌では「よさこいソーラン祭り」と重なり、宿泊の予約が大変混み合っています合っています合っています合っています。。。。

そのためそのためそのためそのため JTBJTBJTBJTB 北海道札幌法人事業部に依頼して、第北海道札幌法人事業部に依頼して、第北海道札幌法人事業部に依頼して、第北海道札幌法人事業部に依頼して、第 85858585 回全国大会回全国大会回全国大会回全国大会参加者のための宿泊予約募集参加者のための宿泊予約募集参加者のための宿泊予約募集参加者のための宿泊予約募集

を行っております。ご自身で手配される方におかれを行っております。ご自身で手配される方におかれを行っております。ご自身で手配される方におかれを行っております。ご自身で手配される方におかれましても、ましても、ましても、ましても、早めの予約早めの予約早めの予約早めの予約をおをおをおをお願いします。願いします。願いします。願いします。 

 

【【【【ご宿泊ご宿泊ご宿泊ご宿泊のご案内のご案内のご案内のご案内】】】】    

 「社会経済史学会第 85 回全国大会」が北海道札幌市で開催される運びとなりましたことを心より歓迎申 

し上げます。皆様の宿泊等のお申込み受付をＪＴＢ北海道札幌法人事業部が担当させて頂くことになりまし 

た。社員一同、全力を挙げて準備する所存でございます。多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

    

J T B 北海道札幌法人事業部 

■■■■お申込みについてお申込みについてお申込みについてお申込みについて    

    

    ご利用希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入の上、ＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクあご利用希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入の上、ＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクあご利用希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入の上、ＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクあご利用希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入の上、ＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクあ    

てにてにてにてに    FAX FAX FAX FAX 又は郵送でお送り下さい。又は郵送でお送り下さい。又は郵送でお送り下さい。又は郵送でお送り下さい。        

    

※ご郵送の場合は必ず原本の控え（コピー）を保管して下さい。 

※お申込み確定後、順次弊社より請求書を送付させていただきますので指定口座へお振込みをお願いいたします。 

 一定期間お振込みが無い場合、お申し込みをお取消しさせていただく場合がございます事をご了承ください。 

 

■宿泊■宿泊■宿泊■宿泊についてについてについてについて（募集型（募集型（募集型（募集型企画旅行企画旅行企画旅行企画旅行））））    

    

◆宿泊設定日：６月１０日（金）・６月１１日（土）・６月１◆宿泊設定日：６月１０日（金）・６月１１日（土）・６月１◆宿泊設定日：６月１０日（金）・６月１１日（土）・６月１◆宿泊設定日：６月１０日（金）・６月１１日（土）・６月１2 2 2 2 日（日）日（日）日（日）日（日）    

◆宿泊条件◆宿泊条件◆宿泊条件◆宿泊条件        ：：：：1111 泊朝食付（サービス料・消費税込）泊朝食付（サービス料・消費税込）泊朝食付（サービス料・消費税込）泊朝食付（サービス料・消費税込） 

ホテルホテルホテルホテル名名名名    
（所在地・札幌市） アクセスアクセスアクセスアクセスなどなどなどなど 

チェックインチェックインチェックインチェックイン////    
アウトアウトアウトアウト時 刻時 刻時 刻時 刻 

客室客室客室客室タイプタイプタイプタイプ 宿泊代金宿泊代金宿泊代金宿泊代金 申込記号申込記号申込記号申込記号 

ホホホホテテテテルルルル法華法華法華法華クラブクラブクラブクラブ札幌札幌札幌札幌    

（中央区北二条西３丁目） 

大浴場完備。北大正門徒歩１５分、JR 札幌駅南口歩６

分、時計台歩２分。道産品たっぷりの朝食バイキング。

北海道クリームシチュウが人気。 

１５：００/１０：００ シングル（１ 名利用） 11,000 円 A－1 

ホホホホテテテテルサンルートルサンルートルサンルートルサンルート札幌札幌札幌札幌    

（北区北７条西 １丁目 １－２２） 

北大正門徒歩１０分、JR 札幌駅北口徒歩３分。北海道

の食材を使用した約３０品～３５品の和食・洋食バイキ

ング、道産イカソーメンが人気。 

１４：００/１０：００ シングル（１ 名利用） 11,500 円 B－1 

ホホホホテテテテルパールシティルパールシティルパールシティルパールシティ札幌札幌札幌札幌    
（中央区北３条西２丁目） 

駅・コンビニから至近。北大正門徒歩１２分、JR 札幌駅

徒歩４分。家庭的な和定食・洋定食、サラダ・ドリンク

バー付。 

１４：００/１０：００ シングル（１ 名利用） 11,500 円 C－1 

ホホホホテテテテルルルルカイコーカイコーカイコーカイコー札幌札幌札幌札幌    

（中央区南七条西５丁目１－７） 

北大正門へ地下鉄利用で約１５分、地下鉄「すすきの

駅」「中島公園」より徒歩にて５分。ホテル自慢のビュ

ッフェ朝食。 

１５：００/１０：００ 

シングル（１ 名利用） 10,000 円 D－1 

ツイン（１ 名利用） 13,500 円 D－5 

ツイン（２ 名利用） 8,500 円 D－2 

札幌札幌札幌札幌ホテルヤマチホテルヤマチホテルヤマチホテルヤマチ    

（西区琴似１条３丁目３－６） 

北大正門へ地下鉄又はＪＲ利用で約２０分、地下鉄「こ

とに駅」徒歩２分、ＪＲ琴似駅徒歩６分。和定職又は洋

定食、北海道産生タラコが人気。 

１５：００/１０：００ 

シングル（１ 名利用） 10,000 円 E－1 

ツイン（１ 名利用） 13,500 円 E－5 

ツイン（２ 名利用） 8,500 円 E－2 

琴似琴似琴似琴似グリーングリーングリーングリーンホテルホテルホテルホテル    

（西区琴似 ３条 １－１－２０） 

ＪＲ駅・コンビニから至近距離。北大正門までＪＲ利用で

約１２分、札幌駅からＪＲで約６分の好アクセス。ご朝食

は和洋バイキング。 

１５：００/１０：００ 

シングル（１ 名利用） 10,000 円 F－1 

ツイン（１ 名利用） 13,500 円 F－5 

ツイン（２ 名利用） 8,500 円 F－2 

ベストウェスタンホテルベストウェスタンホテルベストウェスタンホテルベストウェスタンホテルフィーノフィーノフィーノフィーノ札幌札幌札幌札幌    

（北区北８条西４丁目１５） 

駅近＆快適空間。北大正門まで徒歩４分、ＪＲ札幌駅

北口から徒歩３分、地下鉄さっぽろ駅から徒歩７分。地

産地消の洋食ビュッフェ、本日の肉料理がおすすめ。 

１５：００/１０：００ シングル 16,000 円 G－1 

リッチモンドホテルリッチモンドホテルリッチモンドホテルリッチモンドホテル札幌札幌札幌札幌駅前駅前駅前駅前    

（中央区北三条西 １－１－７） 

北大正門徒歩１５分、ＪＲ札幌駅南改札口まで徒歩７

分。サラダ・ドリンクバー付洋・和定食、海鮮丼、カニ雑

炊が人気。 

１４：００/１０：００ 

シングル（１ 名利用） 16,000 円 H－1 

ツイン（１ 名利用） 21,000 円 H－5 

ツイン（２ 名利用） 12,500 円 H－2 

 ・お申し込みは申込記号でご記入ください。  

 ・お申し込みは、先着順での受付とさせていただきます。  

 ・ツインルームなども準備しております。空室状況、料金などは、お問い合わせください。
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■■■■おおおお申申申申込み込み込み込み後後後後のののの変更変更変更変更・取消・取消・取消・取消についてについてについてについて    

    

    取消し及び変更が生じた場合は、お申込みの際の申込書を変更・取消箇所が分かるよう訂正の上、必ず取消し及び変更が生じた場合は、お申込みの際の申込書を変更・取消箇所が分かるよう訂正の上、必ず取消し及び変更が生じた場合は、お申込みの際の申込書を変更・取消箇所が分かるよう訂正の上、必ず取消し及び変更が生じた場合は、お申込みの際の申込書を変更・取消箇所が分かるよう訂正の上、必ず    

FAX FAX FAX FAX にてＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクにご返信下さい。にてＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクにご返信下さい。にてＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクにご返信下さい。にてＪＴＢ北海道札幌法人事業部大会デスクにご返信下さい。    

    

 ・宿泊取消につきましては下記の料率の金額を取消料として申し受けます。 

宿泊日の前日

から起算し 
７日前から３日前まで 前日・前々日 当日 無連絡 

取消料 ３０％ ５０％ １００％ 

 

■■■■個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取扱扱扱扱にににについてついてついてついて    

    

 当社は今回の大会のお申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡 

に利用させていただくほか、お申込みいただいた運送・宿泊等の提供するサービス受領の為の手続きに 

必要な範囲内でのみ利用させていただきます。合わせて、大会事務局に提出させていただきます。それ 

以外の目的で利用することはございません。 

 

■■■■お申お申お申お申込み込み込み込み・・・・お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先にににについてついてついてついて    

    

    ＪＴＢＪＴＢＪＴＢＪＴＢ北海道北海道北海道北海道札幌札幌札幌札幌法人法人法人法人事業部事業部事業部事業部    大会大会大会大会グループグループグループグループ「「「「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８５８５８５８５回回回回全国大会全国大会全国大会全国大会」」」」係係係係    

    〒〒〒〒060060060060－－－－0001  0001  0001  0001  札幌市中央区北札幌市中央区北札幌市中央区北札幌市中央区北 1111 条西６丁目１－２条西６丁目１－２条西６丁目１－２条西６丁目１－２        アーバンネット札幌ビルアーバンネット札幌ビルアーバンネット札幌ビルアーバンネット札幌ビル 8888 階階階階    

    TEL  TEL  TEL  TEL  ０１１（２２１）４８０００１１（２２１）４８０００１１（２２１）４８０００１１（２２１）４８００                FAX  FAX  FAX  FAX  ０１１（２２２）５１０２０１１（２２２）５１０２０１１（２２２）５１０２０１１（２２２）５１０２    

    EEEE----mail    jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp mail    jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp mail    jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp mail    jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp     

    営業時間営業時間営業時間営業時間        平日：平日：平日：平日：9999：：：：30303030～～～～17171717：：：：00000000（土・日・祝日は休業）（土・日・祝日は休業）（土・日・祝日は休業）（土・日・祝日は休業）    

    

◆ご旅行条件（要約）  

●募集型企画旅行契約  

 この旅行は㈱ＪＴＢ北海道（札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 1‐2  観光庁長官登録旅行業第 978 号  以 

 下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅 

 行契約を締結することになります。  

 また、契約の内容･条件とは、各プランに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確 

 定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。  

●旅行のお申し込み及び契約成立時期  

 お申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金全額をお支払いください。  

 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。  

●旅行条件・旅行代金の基準  

 この旅行条件は、2016 年 1 月 20 日を基準としています。また旅行代金は 2016 年 1 月 20 日現在 

 の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 

    

一般旅行業務取扱管理者  阿部  晃士 

 

一般旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取 

り扱う営業所での取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関し不明な点があれば、ご遠慮な 

く上記の取扱主任者にお尋ね下さい。 

 



 - 12 - 

北海道大学北海道大学北海道大学北海道大学（札幌キャンパス） 大学ホームページ： http://www.hokudai.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》》》》    

JR「札幌」駅北口（西改札口側）より徒歩約１２分 ／ 地

下鉄南北線・地下鉄東豊線「さっぽろ」駅より徒歩１５分 

／ 地下鉄南北線「北１２条」駅より徒歩約９分 

 

《《《《新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港からからからから札幌札幌札幌札幌駅駅駅駅までのまでのまでのまでのアクセスアクセスアクセスアクセス》》》》    

ＪＲ線快速エアポート約４０分 ／ バス（中央・北都交通）

札幌都心行約１時間１０分 

人文・社会科学総合教育研究棟 

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    
パパパパネル・ネル・ネル・ネル・ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    

文系共同講義棟 

自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告    
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    
パネル・パネル・パネル・パネル・ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    

特別会場 

（京王プラザホテル札幌） 

会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会    


