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社会経済史学会 
第第第第 86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 
 

2012012012017777 年 5555 月 27272727 日 (土)・28282828 日 (日) 

会場： 慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾大学大学大学大学 
(三田キャンパス) 

 

5555 月 27272727 日（土） 8:30 ～ 受付開始（西校舎１階） 

 9:00 ～12:30 自由論題報告［午前］ 

  
第１会場（日本史Ⅰ）：西校舎２階 ５２２教室 

  
第２会場（日本史Ⅱ）：西校舎２階 ５２４教室 

  
第３会場（日本史Ⅲ）：西校舎２階 ５２７教室 

  
第４会場（日本史Ⅳ）：西校舎３階 ５３２教室 

  
第５会場（西洋史Ⅰ）：西校舎１階 ５１２教室 

  
第６会場（西洋史Ⅱ）：西校舎１階 ５１３教室 

  
第７会場（アジア・アフリカ史Ⅰ）：西校舎１階 ５１５教室 

  
第８会場（アジア・アフリカ史Ⅱ）：西校舎１階 ５１６教室 

 12:30 ～13:30 昼 休 み 

・The Abe Fellowship program 説明会：西校舎１階 ５１６教室 

 13:30 ～16:05 自由論題報告［午後］ 

  
第１～８各会場 

 16:15 ～17:00 特別講演（西校舎３階 ５３３教室） 

 17:10 ～18:00 会員総会（西校舎３階 ５３３教室） 

 18:15 ～20:00 会員懇親会（西校舎Ｂ１階 慶應義塾生活協同組合三田食堂） 

5555 月 22228888 日（日） 8:30 ～ 受付開始（西校舎１階） 

 9:00 ～12:00 パネル・ディスカッション①～④ 

  
（西校舎１階 ５１７教室 ～ ２階 ５２８教室） 

 12:00 ～13:00 昼 休 み 

 13:00 ～16:00 パネル・ディスカッション⑤～⑦ 

  
（西校舎１階 ５１７教室 ～ ２階 ５２６教室） 

    

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 86 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 

〒108-8345 東京都港区三田２－１５－４５ 

慶應義塾大学商学部 牛島利明研究室 

FAX：03-5427-1578 

E-mail： ushijima @ fbc . keio . ac . jp 
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5 月月月月27 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））））    

西校舎西校舎西校舎西校舎２２２２階階階階    ５２２５２２５２２５２２教室教室教室教室 

    

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

①①①① 9:00 ～～～～ 9:45        ⑤⑤⑤⑤    13:30 ～～～～ 14:15    
近世後期日本奥羽地方物価変動に関する一考察 

－ 物価の長期変動と天明・天保大飢饉期の短期

変動との関連性も踏まえつつ － 

 

報告 大越 良裕 

司会 岩橋 勝（松山大学名誉教授） 

 

 化政期における長崎五ヵ所商人の活動基盤 

－ 三井越後長崎貿易関係記録にみる長崎商人

中野用助家の様相 － 

 

報告 五味 玲子（千葉大学大学院） 

司会 賀川 隆行（公益財団法人三井文庫特任研究員） 

   

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40        ⑥⑥⑥⑥    14:25 ～～～～ 15:10    
九州鯨組の出漁による近世日本海沿岸捕鯨業の

展開 

 

報告 末田 智樹（中部大学） 

司会 古賀 康士（九州大学） 

 

 

 呉服商と貨幣改鋳 

－ 元文改鋳期における三井越後屋 － 

 

報告 鈴木 敦子（大阪大学大学院経済学研究科資料室助手） 

司会 賀川 隆行（公益財団法人三井文庫特任研究員） 

 

   

③③③③    10:50 ～～～～ 11:35        ⑦⑦⑦⑦    15:20 ～～～～ 16:05    
近世越後漁村にみられる特殊技能集団の広域労

働移動 

－ 新潟県西蒲原郡旧角田浜村の事例分析 － 

 

報告 張 婷婷（東北大学大学院） 

司会 谷本 雅之（東京大学） 

 

 幕末銭貨の価格構造 

－ 長崎における銭貨流通政策及び物価問題を

中心に － 

 

報告 福田 真人（東京大学大学院） 

司会 岩橋 勝（松山大学名誉教授） 

   

④④④④    11:45 ～～～～ 12:30            

近世における人口・世帯の変化と地域経済 

 

報告 髙橋 美由紀（立正大学）・黒須 里美（麗澤大学） 

司会 鬼頭 宏（静岡県立大学） 

 

 

 

 

 

 

  

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２３Ａ教室 
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5 月月月月27 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））））

西校舎西校舎西校舎西校舎２２２２階階階階    ５２４５２４５２４５２４教室教室教室教室 

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

①①①①    9:00 ～～～～ 9:45 ⑤⑤⑤⑤ 13:30 ～～～～ 14:15
牛痘種痘法の普及にともなう旧神奈川縣におけ

る天然痘死亡率の低下 

報告 川口 洋（帝塚山大学） 

司会 永島 剛（専修大学） 

戦間期における人口密度と腸チフスの関係 

－ 大正後期の京都市を事例として － 

報告 井上 達樹（東京大学大学院） 

司会 村越 一哲（駿河台大学） 

②②②② 9:55 ～～～～ 10:40 ⑥⑥⑥⑥ 14:25 ～～～～ 15:10
近代日本の医療費支払い様式 

－ 北海道漁業経営史料における「薬価通帳」の

分析 － 

報告 中村 一成（上武大学） 

司会 二谷 智子（愛知学院大学） 

戦時経済体制の日本 

－ 陸軍の経済思想 － 

報告 荒川 憲一（東京国際大学非常勤講師） 

司会 岡崎 哲二(東京大学）

③③③③ 10:50 ～～～～ 11:35 ⑦⑦⑦⑦ 15:20 ～～～～ 16:05
世紀転換期における何鹿郡蚕糸業の発展と教育 

報告 橋口 三千代 

司会 井川 克彦（日本女子大学） 

戦時ペニシリン開発研究からみる技術と社会の分析 

－ 「研究および教育組織の再構造化」と「技術と

社会・組織の相互性」 － 

報告 小松 明子（筑波大学大学院） 

司会 沢井 実（南山大学）

④④④④ 11:45 ～～～～ 12:30
商家の妻を育成する 

－ 大正期の近江地域における女子実務学校設

立の過程 － 

報告 荒木 康代（大阪経済法科大学） 

司会 千本 暁子（阪南大学） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２３Ａ教室
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5 月月月月27 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））））

西校舎西校舎西校舎西校舎２２２２階階階階    ５２７５２７５２７５２７教室教室教室教室 

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

①①①① 9:00 ～～～～ 9:45 ⑤⑤⑤⑤ 13:30 ～～～～ 14:15
明治期における地域共有金穀の維持と運用 

－ 愛媛県と「郡中貯え」を中心に － 

報告 酒井 一輔（東京大学大学院） 

司会 中西 啓太（名古屋商科大学） 

帝国日本の国際課税制度と特質 

－ 英米との比較を視野に入れて － 

報告 井澤 龍（滋賀大学） 

司会 高橋 秀直（筑波大学） 

②②②② 9:55 ～～～～ 10:40 ⑥⑥⑥⑥ 14:25 ～～～～ 15:10
都市近郊農村における部落協議費の検討 

－ 兵庫県武庫郡武庫村生津を事例に － 

報告 出口 雄大（慶應義塾大学大学院） 

司会 永江 雅和（専修大学） 

戦間期大阪堂島米穀取引所における先物市場の

価格形成と米穀政策 

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 武田 晴人（東京大学名誉教授） 

③③③③ 10:50 ～～～～ 11:35 ⑦⑦⑦⑦ 15:20 ～～～～ 16:05
共有資源の使用権と資源利用の効率化 

－ 1920～30 年代長野県における水力発電の

発達と発電水利の分析 － 

報告 荻山 正浩（千葉大学） 

司会 杉山 伸也（慶應義塾大学名誉教授） 

1936 年の低利借換えと国債市場 

報告 平山 賢一（東京海上アセットマネジメント株式会社・

埼玉大学大学院） 

司会 岸田 真（日本大学） 

④④④④ 11:45 ～～～～ 12:30
松方財政期における道府県別自殺率 

報告 安中 進（早稲田大学大学院） 

司会 攝津 斉彦（武蔵大学） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２３Ｂ教室
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5 月月月月27 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））））

西校舎西校舎西校舎西校舎３３３３階階階階    ５３２５３２５３２５３２教室教室教室教室 

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

①①①① 9:00 ～～～～ 9:45 ⑤⑤⑤⑤ 13:30 ～～～～ 14:15
戦前期における新興産業の形成と展開過程 

－ 沖縄県製帽業と鰹節製造業を事例に － 

報告 伊良皆 千夏（一橋大学大学院） 

司会 四方田 雅史（静岡文化芸術大学） 

戦間期製菓業の展開 

－ 明治製菓株式会社の事例 － 

報告 五十嵐 千尋（一橋大学大学院） 

司会 久保 文克（中央大学） 

②②②② 9:55 ～～～～ 10:40 ⑥⑥⑥⑥ 14:25 ～～～～ 15:10
戦前における大連－鹿児島間の獣骨輸出の開始

について 

報告 永井 リサ（九州大学総合研究博物館専門研究員） 

司会 髙橋 周（東京海洋大学） 

サラリーマン層の居住地の変遷

－ 戦間期福岡市を事例に －

報告 阪東 峻一（早稲田大学大学院） 

司会 高嶋 修一（青山学院大学） 

③③③③ 10:50 ～～～～ 11:35 ⑦⑦⑦⑦ 15:20 ～～～～ 16:05
工業都市から集散都市へ 

－ 綿織物集散からみる大阪 － 

報告 見浪 知信（京都大学大学院） 

司会 廣田 誠（大阪大学） 

戦災復興期前橋市における住宅建設と費用負担

報告 小林 啓祐（高崎経済大学非常勤講師） 

司会 小野 浩（熊本学園大学） 

④④④④ 11:45 ～～～～ 12:30
尾西織物産地の工業化と機業家 

－ 綿織から毛織への製品転換の過程を中心に － 

報告 石井 里枝（國學院大學）・橋口 勝利（関西大学） 

司会 橋野 知子（神戸大学） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２３Ｂ教室
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5 月月月月27 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））））

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１２５１２５１２５１２教室教室教室教室 

［［［［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 

環境経済学から見た近代イギリス石炭産業 

報告 大西 悠（大阪大学大学院） 

司会 水野 祥子（駒澤大学） 

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40 ⑤⑤⑤⑤ 14:25 ～～～～ 15:10
中世後期イングランドにおける財・労働市場の変遷 

－ 農民生活・市場経済化とのかかわりから － 

報告 吉田 敬洋（佛教大学歴史学部） 

司会 國方 敬司（関東学園大学） 

近代イギリスにおける人間の技（arts）の捉え方の

変容 

－ 絹業を中心に － 

報告 松坂 雅子（京都服飾文化研究財団） 

司会 竹田 泉（成城大学） 

②②②② 10:50 ～～～～ 11:35 ⑥⑥⑥⑥ 15:20 ～～～～ 16:05
中世後期イングランド北西高地のくらし 

－ ウィンダミア・マナを例に － 

報告 加藤 はるか（お茶の水女子大学大学院） 

司会 高橋 基泰（愛媛大学） 

英領西インドにおける奴隷の家族形成と砂糖プ

ランテーション

－ 18 世紀末のネイヴィス島モントラヴァーズ農

園の事例研究 －

報告 伊藤 栄晃（埼玉学園大学） 

司会 市橋 秀夫（埼玉大学）

③③③③ 11:45 ～～～～ 12:30
商機としての異端医学 

－ ヴィクトリア朝イギリスのホメオパシーと科学

的医学の形成 － 

報告 黒﨑 周一（明治大学非常勤講師） 

司会 永島 剛（専修大学） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２５Ａ教室
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5 月月月月27 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（（（（西洋西洋西洋西洋史史史史ⅡⅡⅡⅡ））））

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１３５１３５１３５１３教室教室教室教室 

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

①①①① 9:00 ～～～～ 9:45 ⑤⑤⑤⑤ 13:30 ～～～～ 14:15
18 世紀後半ウィーンにおける観劇への需要 

－ 消費文化史的視点から見た演劇・オペラ上演

とその聴衆 － 

報告 大塩 量平（早稲田大学政治経済学術院助手） 

司会 小野塚 知二（東京大学） 

20 世紀初頭ヤズー・ミシシッピ・デルタにおける

湿地開墾の社会経済的インパクト 

－ パーシー家文書の分析を中心に － 

報告 伊澤 正興（近畿大学） 

司会 名和 洋人（名城大学） 

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40 ⑥⑥⑥⑥ 14:25 ～～～～ 15:10
エンゲル辞職の真相

－ 労災事故報告制度をめぐるエンゲルとビスマ

ルクの対立 －

報告 太田 和宏（北海学園大学名誉教授） 

司会 加来 祥男（九州大学名誉教授） 

20 世紀初頭の米国水資源開発における開墾局

の役割 

－ 初期の五事業を中心に － 

報告 日髙 卓朗（大阪大学大学院） 

司会 秋元 英一(千葉大学名誉教授） 

③③③③ 10:50 ～～～～ 11:35 ⑦⑦⑦⑦ 15:20 ～～～～ 16:05
ドイツ小売業における企業規模と就業形態の長

期的変化 

－ 特に女性労働に着目して.1875～2015 年 － 

報告 田中 洋子（筑波大学） 

司会 今久保 幸生（京都橘大学） 

J・カーター（Jimmy Carter）政権と日本による対米

自動車輸出自主規制 

報告 河﨑 信樹（関西大学） 

司会 上野 継義（京都産業大学） 

④④④④ 11:45 ～～～～ 12:30
「満州国」の技術者育成政策 

－ 哈爾賓鉱工技術工養成所の「白系ロシア人」

とスキデルスキー穆稜炭鉱株式会社 － 

報告 ドミートリエヴァ・エレーナ（岡山大学大学院） 

司会 藤井 和夫（関西学院大学） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２５Ａ教室
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5 月月月月27 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ⅠⅠⅠⅠ））））

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１５５１５５１５５１５教室教室教室教室 

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

①①①① 9:00 ～～～～ 9:45 ⑤⑤⑤⑤ 13:30 ～～～～ 14:15
20 世紀前半期上海米穀市場における産地間の

補完性 

－ 華中国産米と東南アジア産外米を中心に － 

報告 篠根 拓人（慶應義塾大学大学院） 

司会 瀬戸林 政孝（福岡大学） 

「満州国」後期における石炭増産政策 

報告 山本 裕（香川大学） 

司会 松本 俊郎（岡山大学） 

②②②②    9:55 ～～～～ 10:40 ⑥⑥⑥⑥ 14:25 ～～～～ 15:10
戦間期中国の銀行券発行における領用の役割 

報告　諸田 博昭 (総合地球環境学研究所プログラム研究員）

司会　城山 智子（東京大学） 

戦時期における台湾拓殖の社債発行交渉 

－ 国策会社の資金調達は容易であったのか － 

報告 齊藤 直（フェリス女子大学） 

司会 久保 文克（中央大学） 

③③③③ 10:50 ～～～～ 11:35
戦間期・戦中期上海ビール市場をめぐるイギリス

資本と日本資本の競合 

報告 一ノ瀬 雄一（大阪府立夕陽丘高等学校） 

司会 鴋澤 歩（大阪大学） 

④④④④ 11:45 ～～～～ 12:30
中国計画経済期における地方政府主導の重工

業化 

－ 上海市の鉄鋼業を事例として － 

報告 加島 潤（横浜国立大学） 

司会 久保 亨（信州大学） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２５Ｂ教室
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5 月月月月27 日日日日（（（（土土土土））））自由論題報告

第第第第８８８８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））））

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１６５１６５１６５１６教室教室教室教室 

［［［［午前午前午前午前］］］］    ［［［［昼休昼休昼休昼休みみみみ］］］］    

9:00 ～～～～ 9:45 12:30 ～～～～ 13:30

なし 

The Abe Fellowship program 説明会 

リンダ・グローブ

（Consulting Director, Social Science Research Council）

斎藤 修 

　（former committee member）

former Abe Fellows 

①①①①    9:55 ～～～～ 10:40
15-18 世紀におけるオスマン朝の鉱山開発

－ オスマン朝財政における鉱業収入の分析から －

報告 佐治 奈通子（東京大学大学院） 

司会 松井 真子（愛知学院大学） 

②②②② 10:50 ～～～～ 11:35
近代インドにおける国内市場型商品としてのビー

ディー（煙草）の成立 

－ 旧中央州の製造拠点形成と連関した地域経

済と広域流通の動態を中心にして － 

報告 大石 高志（神戸市外国語大学） 

司会 西村 雄志（関西大学） 

③③③③ 11:45 ～～～～ 12:30
19 世紀熱帯アジアにおける一次産品輸出と労

働供給 

－ 「要素交易条件」論・再考 － 

報告 脇村 孝平（大阪市立大学） 

司会 杉原 薫（総合地球環境学研究所） 

※アフター・セッション：西校舎２階 ５２５Ｂ教室



 
- 10 -

 

5 月月月月27 日日日日（（（（土土土土））））16:15 ～～～～ 17:00 
西校舎西校舎西校舎西校舎３３３３階階階階    ５３３５３３５３３５３３教室教室教室教室 

特別講演特別講演特別講演特別講演    

「「「「事例調査事例調査事例調査事例調査のののの方法的方法的方法的方法的・・・・理論的課題理論的課題理論的課題理論的課題」」」」    

講演者：石田石田石田石田    光男光男光男光男    
（

 

同志社大学
 

） 

 

司会者：馬場 哲 （東京大学） 

 

 

    

講演者講演者講演者講演者略歴略歴略歴略歴：：：：    
 

1949 年    長野県木曽郡木曽福島町（現・木曽町）生まれ 
1968 年    長野県松本深志高等学校卒業 
1972 年    東京大学経済学部卒業 
1975 年    東北大学大学院経済学研究科修士課程終了 
1978 年    東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学 
1993 年    博士（経済学）東京大学 
現 在     同志社大学 社会学部産業関係学科 教授 

    

    

主主主主なななな業績業績業績業績：：：：    
    

『現代イギリスの労使関係（下）― 自動車・鉄鋼産業の事例研究 ―』 
                     （戸塚秀夫・兵藤釗・菊池光造と共著、東京大学出版会、1988 年 2 月） 
『賃金の社会科学 ― 日本とイギリス ―』（中央経済社、1990 年 10 月） 
『日本のリーン生産方式 ― 自動車企業の事例 ―』 
       （藤村博之・久本憲夫・松村文人と共著、中央経済社、1997 年 5 月）※1998 年度社会政策学会奨励賞 
『仕事の社会科学 ― 労働研究のフロンティア ―』（ミネルヴァ書房、2003 年 7 月）※2003 年度社会政策学会学術賞 
『日本自動車企業の仕事・管理・労使関係 ― 競争力を維持する組織原理 ―』 
     （富田義典・三谷直紀と共著、中央経済社、2009 年 3 月）※第 32 回（平成 21 年度）労働関係図書優秀賞 
『人事制度の日米比較 ― 成果主義とアメリカの現実 ―』（樋口純平と共著、ミネルヴァ書房、2009 年 10 月） 
『GM の経験 ― 日本への教訓 ―』（篠原健一と共編著、中央経済社、2010 年 5 月） 
 
他、省略 

 

 

 

 

 

 

5 月月月月27 日日日日（（（（土土土土））））17:10 ～～～～ 18:00 
西校舎西校舎西校舎西校舎３３３３階階階階    ５３３５３３５３３５３３教室教室教室教室 

会員総会会員総会会員総会会員総会    

    

5 月月月月27 日日日日（（（（土土土土））））18:15 ～～～～ 20: 00 
特別会場特別会場特別会場特別会場（（（（    西校舎西校舎西校舎西校舎ＢＢＢＢ１１１１階階階階    慶應義塾生活協同組合三田食堂慶應義塾生活協同組合三田食堂慶應義塾生活協同組合三田食堂慶應義塾生活協同組合三田食堂    ）））） 

会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会    



 
- 11 -

 

5 月月月月28 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    9:00 ～～～～ 12:00  パネルパネルパネルパネル④④④④    9:00 ～～～～ 12:00 
西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１７５１７５１７５１７教室教室教室教室     西校舎西校舎西校舎西校舎２２２２階階階階    ５２８５２８５２８５２８教室教室教室教室    

   

近世日本社会の気候変動への対応 

― 制度・市場・社会変容の事例研究から ― 

 

組織者 杉原 薫（総合地球環境学研究所） 

中塚 武（総合地球環境学研究所） 

司会者 杉原 薫（総合地球環境学研究所） 

問題提起 中塚 武（総合地球環境学研究所） 

報告者 鎌谷 かおる（総合地球環境学研究所） 

柴本 昌彦（神戸大学経済経営研究所） 

高槻 泰郎（神戸大学経済経営研究所） 

山田 浩世（沖縄国際大学） 

討論者 岡崎 哲二（東京大学） 

 

近代中国の経済「制度」のモデル 

― 労働・土地・組織 ― 

 

組織者 村上 衛（京都大学） 

司会者 村上 衛（京都大学） 

報告者 岡本 隆司（京都府立大学） 

富澤 芳亜（島根大学） 

木越 義則（名古屋大学） 

田口 宏二朗（大阪大学） 

討論者 沢井 実（南山大学） 

梶谷 懐（神戸大学） 

杉浦 未樹（法政大学） 

パネルパネルパネルパネル②②②②    9:00 ～～～～ 12:00   

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１９５１９５１９５１９教室教室教室教室         

   

地域の歴史性を問いなおす 

― 西洋史学の視点から ― 

 

組織者 森 宜人（一橋大学） 

司会者 永山 のどか（青山学院大学） 

報告者 石井 健（北海学園大学） 

松本礼子（一橋大学） 

森 宜人（一橋大学） 

討論者 鈴木 健夫（早稲田大学名誉教授） 

高嶋 修一（青山学院大学） 

  

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

西校舎西校舎西校舎西校舎２２２２階階階階    ５２６５２６５２６５２６教室教室教室教室         

   

体制移行期の権力と林野 

― 所有と利用の秩序化過程をめぐる比較史 ― 

 

組織者 松沢 裕作（慶應義塾大学） 

司会者 松沢 裕作（慶應義塾大学） 

報告者 松沢 裕作（慶應義塾大学） 

飯田 恭（慶應義塾大学） 

相原 佳之（公益財団法人東洋文庫） 

討論者 青木 健（慶應義塾大学非常勤講師） 

坂本 達彦（國學院栃木短期大学） 

難波 ちづる（慶應義塾大学） 
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5 月月月月28 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⑤⑤⑤⑤    13:00 ～～～～ 16:00   

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１７５１７５１７５１７教室教室教室教室         

   

１８－１９世紀の日本経済 

― 国民経済計算と地域分析 ― 
 

組織者 斎藤 修（一橋大学名誉教授） 

攝津 斉彦（武蔵大学） 

司会者 斎藤 修（一橋大学名誉教授） 

攝津 斉彦（武蔵大学） 

報告者 斎藤 修（一橋大学名誉教授） 

勘坂 純市（創価大学） 

攝津 斉彦（武蔵大学） 

高島 正憲（一橋大学経済研究所） 

討論者 鬼頭 宏（静岡県立大学） 

中村 尚史（東京大学社会科学研究所） 

 

 

パネルパネルパネルパネル⑥⑥⑥⑥    13:00 ～～～～ 16:00   

西校舎西校舎西校舎西校舎１１１１階階階階    ５１９５１９５１９５１９教室教室教室教室         

   

開発援助の形成過程 

― 1950 年代の世界銀行を中心に ― 

 

組織者 矢後 和彦（早稲田大学） 

司会者 西川 輝（横浜国立大学） 

報告者 矢後 和彦（早稲田大学） 

須藤 功（明治大学） 

浅井 良夫（成城大学） 

討論者 高田 馨里（大妻女子大学） 

小堀 聡（名古屋大学） 

  

パネルパネルパネルパネル⑦⑦⑦⑦    13:00 ～～～～ 16:00   

西校舎西校舎西校舎西校舎２２２２階階階階    ５２６５２６５２６５２６教室教室教室教室         

   

近現代アジアにおける「エネルギー多様性社会」 

― 生存と経済のはざまで ― 

 

組織者 神田 さやこ（慶應義塾大学） 

司会者 水野 祥子（駒澤大学） 

報告者 神田 さやこ（慶應義塾大学） 

平井 健介（甲南大学） 

山口 明日香（名古屋市立大学） 

島西 智輝（東洋大学） 

討論者 相原 佳之（公益財団法人東洋文庫） 

渡邉 裕一（福岡大学） 
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  《 M E M O 》   
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慶應慶應慶應慶應義塾義塾義塾義塾大学大学大学大学（三田キャンパス）        大学ホームページ： http://www.keio.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山手線・京浜東北線「田町」駅より徒歩約８分 ／ 都営地下鉄浅

草線・三田線「三田」駅より徒歩約７分 ／ 都営地下鉄大江戸線「赤

羽橋」駅より徒歩約８分 

 

《《《《空港空港空港空港からのからのからのからのアクセスアクセスアクセスアクセス》》》》    

羽田空港から京急エアポート快特、都営浅草線直通で「三田」駅まで約２３分 ／ 羽田

空港から東京モノレール、「浜松町」駅にてＪＲ山手線・京浜東北線に乗り換え「田町」駅

まで約２５分 ／ 成田空港から京成スカイライナー、「日暮里」駅にてＪＲ山手線・京浜東

北線に乗り換え「田町」駅まで約６０分 ／ 成田空港から成田エクスプレス、「品川」駅

にてＪＲ山手線・京浜東北線に乗り換え「田町」駅まで約７５分 

⑫ 西校舎 

受付受付受付受付・・・・自由自由自由自由論題報告論題報告論題報告論題報告    
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・・・・懇親会懇親会懇親会懇親会    
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    




