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８：３０ ー 受付開始

社会経済史学会 第88回全国大会実行委員会事務局
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

青山学院大学
問い合わせ： aogakushakeisi@gmail.com

社会経済史学会
第８８回全国大会プログラム

日時：２０１９年５月１８日（土）・１９日（日）

会場：青山学院大学

５月１８日（土）

５月１９日（日）

１１:００ ー １２:３０ ラウンドテーブル： 本多記念国際会議場（１７号館６階）

１２:００ ー 受付： １７号館６階

１３：３０ ー １６:３０ パネルディスカッション
第１会場： １７号館６階 １７６０６
第２会場： １７号館６階 １７６０７
第３会場： １７号館６階 １７６０８
第４会場： １７号館６階 １７６０９

１６：４５ ー １７：３０ 特別講演： 本多記念国際会議場（１７号館６階）

１７：４０ ー １８：３０ 会員総会： 本多記念国際会議場（１７号館６階）

１９：００ ー ２０：３０ 会員懇親会： サフラン（青学会館地下２階）

９：００ ー １２：３０ 自由論題報告［午前］
第１会場 日本史①： １７号館６階 １７６０６
第２会場 日本史②： １７号館６階 １７６０７
第３会場 日本史③： １７号館６階 １７６０８
第４会場 西洋史①： １７号館５階 １７５０６
第５会場 西洋史②： １７号館５階 １７５０７
第６会場 アジア・アフリカ史： １７号館５階 １７５０８

１２：３０ ー １３：３０

１３：３０ ー １６：０５

昼休み

自由論題報告［午後］
第1～6各会場
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５月１８日（土）

ラウンドテーブル

「学部で経済史をどう教えるか」（仮）

社会経済史学という学問が今日かかえる問題、あるいは当学会が直面する諸課題につ

いて、「老壮青」、年代を異にする学会員が フランクに議論をする場として、昨年度の

大会から「ラウンドテーブル」という企画を始めました。

今年度のテーマは、「学部で経済史をどう教えるか」（仮題）です。

会場： 本多記念国際会議場（１７号館６階）
時間： １１：００ ー １２：３０

小野塚 知二（東京大学）パネリスト

ファシリテーター

中西 聡（慶應義塾大学）

西村 雄志（関西大学）
森 宜人（一橋大学）
鎮目 雅人（早稲田大学）

本会開催に当たり青山学院大学経済学会の補助を受けた。

パネル1

パネル２

パネル３

パネル４

５月１８日（土）

パネルディスカッション

近現代横浜における国内外移民職能集団の展開について
－浙江・江蘇系裁縫業者、インド系シンディ商人、北陸出身浴場業者の事例検討から－

「戦後歴史学」後の歴史研究と経済史
－多様化の中の方法論的模索－

時間： １３：３０ ー １６：３０

第１会場 ：１７号館６階 １７６０６

第２会場 ：１７号館６階 １７６０７

第３会場 ：１７号館６階 １７６０８

第４会場 ：１７号館６階 １７６０９

オーガナイザー 伊藤 泉美（横浜ユーラシア文化館）

オーガナイザー 髙嶋 修一（青山学院大学）

オーガナイザー 市川 智生（沖縄国際大学）

オーガナイザー 永山のどか（青山学院大学）

脇村 孝平（大阪経済法科大学）
伊藤 泉美（横浜ユーラシア文化館）

司会者

寺本 羽衣
（St.Stephen's College,Delhi University）

曽 士才（法政大学）
山口 拓（福島県立博物館）
大石 高志（神戸市外国語大学）

報告者
討論者

討論者

吉田 律人（横浜開港資料館）

米山 忠寛（法政大学大原社会問題研究所・東京大学先端科学技術研究センター）

小野塚 知二（東京大学）
松沢 裕作（慶應義塾大学）

小島 庸平（東京大学）
恒木 健太郎（専修大学）

司会者

戸邉 英明（東京経済大学）

報告者

司会者
報告者

髙嶋 修一（青山学院大学）

「風土病」の克服は日本社会をどう変えたのか？

討論者 千種 雄一（獨協医科大学）
大門 正克（横浜国立大学）

未定
市川 智生（沖縄国際大学）

長谷川 光子（長崎大学大学院）
井上 弘樹（日本学術振興会）

司会者
報告者

冷戦期の住宅建設・都市開発
－西ドイツとチェコスロヴァキア－

討論者 河合 信晴（広島大学）
黒石 いずみ（青山学院大学）

北村陽子（名古屋大学）
永山 のどか（青山学院大学）

森下 嘉之（茨城大学）
芦部 彰（東京大学）



3

５月１８日（土）

ラウンドテーブル

「学部で経済史をどう教えるか」（仮）

社会経済史学という学問が今日かかえる問題、あるいは当学会が直面する諸課題につ

いて、「老壮青」、年代を異にする学会員が フランクに議論をする場として、昨年度の

大会から「ラウンドテーブル」という企画を始めました。

今年度のテーマは、「学部で経済史をどう教えるか」（仮題）です。

会場： 本多記念国際会議場（１７号館６階）
時間： １１：００ ー １２：３０

小野塚 知二（東京大学）パネリスト

ファシリテーター

中西 聡（慶應義塾大学）

西村 雄志（関西大学）
森 宜人（一橋大学）
鎮目 雅人（早稲田大学）

本会開催に当たり青山学院大学経済学会の補助を受けた。

パネル1

パネル２

パネル３

パネル４

５月１８日（土）

パネルディスカッション

近現代横浜における国内外移民職能集団の展開について
－浙江・江蘇系裁縫業者、インド系シンディ商人、北陸出身浴場業者の事例検討から－

「戦後歴史学」後の歴史研究と経済史
－多様化の中の方法論的模索－

時間： １３：３０ ー １６：３０

第１会場 ：１７号館６階 １７６０６

第２会場 ：１７号館６階 １７６０７

第３会場 ：１７号館６階 １７６０８

第４会場 ：１７号館６階 １７６０９

オーガナイザー 伊藤 泉美（横浜ユーラシア文化館）

オーガナイザー 髙嶋 修一（青山学院大学）

オーガナイザー 市川 智生（沖縄国際大学）

オーガナイザー 永山のどか（青山学院大学）

脇村 孝平（大阪経済法科大学）
伊藤 泉美（横浜ユーラシア文化館）

司会者

寺本 羽衣
（St.Stephen's College,Delhi University）

曽 士才（法政大学）
山口 拓（福島県立博物館）
大石 高志（神戸市外国語大学）

報告者
討論者

討論者

吉田 律人（横浜開港資料館）

米山 忠寛（法政大学大原社会問題研究所・東京大学先端科学技術研究センター）

小野塚 知二（東京大学）
松沢 裕作（慶應義塾大学）

小島 庸平（東京大学）
恒木 健太郎（専修大学）

司会者

戸邉 英明（東京経済大学）

報告者

司会者
報告者

髙嶋 修一（青山学院大学）

「風土病」の克服は日本社会をどう変えたのか？

討論者 千種 雄一（獨協医科大学）
大門 正克（横浜国立大学）

未定
市川 智生（沖縄国際大学）

長谷川 光子（長崎大学大学院）
井上 弘樹（日本学術振興会）

司会者
報告者

冷戦期の住宅建設・都市開発
－西ドイツとチェコスロヴァキア－

討論者 河合 信晴（広島大学）
黒石 いずみ（青山学院大学）

北村陽子（名古屋大学）
永山 のどか（青山学院大学）

森下 嘉之（茨城大学）
芦部 彰（東京大学）



4

５月１８日（土）

特別講演

会員総会

“The Gradually Emerging Pacific:
  My Study from Socio-Economic History
  to the Asia-Pacific History”

時間： １６：４５ ー １７：３０
会場： 本多記念国際会議場（１７号館６階）

時間 ：１７：４０ ー １８：３０
会場 ：本多記念国際会議場（１７号館６階）

会員懇親会時間 ：１９：００ ー ２０：３０
会場 ：サフラン（青学会館地下２階）

城山 智子 （東京大学）

講演者

司会者

林 滿紅 Lin, Man-houng (中央研究院近代史研究所)

講演者略歴 Biography

主な業績 Major Publications

Lin was mostly educated in Taiwan in history and received her Ph.D. from Harvard University in 1989. Lin has 

been a Senior Research Fellow at the Institute of Modern History, Academia Sinica since 1990 and Professor at 

the Department of History, National Taiwan Normal University since 1991. She had been visiting professors at 

Waseda University in 2001 and Kyoto University in 2003-2004. Her main area of research focuses on Treaty 

ports and Modern China, Native Opium of Late Qing China, Currency Crisis and Early Nineteenth-century China, 

Various Empires and Overseas Taiwanese merchants, 1860-1961. She has published 5 books and about 70 

papers in Chinese, English, Japanese and Korean in these areas. Her book, China Upside Down links China's 

change from the center of the East Asian order to its modern tragedy with the Latin American Independence 

Movement. Her Taiwanese merchants’ work made her encounter Taiwan’s sovereignty changes due to the 

Shimonoseki treaty and the Taipei treaty. From 2008 to 2010, she served as the president of the Republic of 

China’s Academia Historica, because of this finding. After 2012, her further research leads her explore the 

significance of these treaties also for the Senkaku/Diaoyutai and the South China Sea issues. 

1. 1997   The industries of tea, sugar, and camphor and socio-economic change of Taiwan, 1860-1895.  
Taipei: Lianjing Press, 210p (In Chinese, revised and enlarged version from a 1978 version).

2. 2006   China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808-1856.  Cambridge, MA: Harvard University 
Asia Center, distributed by Harvard University Press, 362 pages, JSTOR, 
www.jstor.org/stable/j.ctt1tg5q75.

1. 2010   “Taiwan, Hong Kong, and the Pacific, 1895-1945,” Modern Asian Studies (Cambridge University), 
44. 5 (Sep.): 1053-1080.

2. 2011   “Taiwan, Manchukuo, and the Sino-Japanese War,” Asian Social Science(Canadian Center of 
Science and Education), 7:6, 51-65.

3. 2018 “A Neglected Treaty for the South China Sea.” In Spencer T.S. Hsieh ed., South China Sea Disputes: 
Historical, Geopolitical and Legal Studies, Chapter 1, Singapore: World Scientific Publishing, 2018, pp. 
1-24. 

A. Books

B. Papers

午前

５月１９日（日）自由論題

第１会場会場： １７号館６階 １７６０６

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

貧困からの脱出
－都市労働者賃金による生活水準の推
計、1400-1914年－

報告者

司　会

高島 正憲（東京大学社会科学研究所
　　　　 ・日本学術振興会特別研究員）
齊藤 健太郎（京都産業大学）

19世紀前半の地方米市場における取引
システムの解明
－萩藩を事例として－

報告者
司　会

安部 伸哉（九州大学大学院）
高槻 泰郎（神戸大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

明治初年における神田孝平の地方制度論
－「神田孝平建言」（『岩倉具視関係文書：岩倉

公旧蹟保存会対岳文庫所蔵』所収）の検討－

報告者
司　会

南森 茂太（長崎大学）
松沢 裕作（慶應義塾大学）

日本の華族と西欧の貴族
－土地所有をめぐる比較経済史的考察－

報告者

司　会

中岡 俊介（国士舘大学）
阿部 武司（国士舘大学）
長谷川 貴彦（北海道大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

明治後期における前田侯爵家の資産と経
済行動
－「皇室の藩屏」たる大華族－

報告者
司　会

松村 敏（神奈川大学）
三浦 壮（鹿児島大学）

琵琶湖疏水の完成と近代麻布業の再編成
－近代京都－滋賀の政治・経済の交錯と
近江商人－

報告者
司　会

筒井 正夫（滋賀大学）
中西 聡（慶應義塾大学）

７１５：２０ ー １６：０５

領有初期の台湾総督府に関する新聞報道
－乃木総督時代を中心に－

報告者
司　会

野浪 雄貴（高崎経済大学大学院）
谷ヶ城 秀吉（専修大学）

※アフターセッション： １７号館６階１７６０３

日本史①
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日本史①



6

午前

５月１９日（日）自由論題

第２会場会場： １７号館６階 １７６０７

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

「娘の身売り」の要因と鉄道敷設

報告者
司　会

安中 進（早稲田大学大学院）
荻山 正浩（千葉大学）

明治・大正期における体位と栄養状態
－成人身長の直線的な伸びに関する検討－

報告者
司　会

村越 一哲（駿河台大学）
友部 謙一（一橋大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

戦前期労働市場と高学歴ホワイトカラー
－労働統計資料として『学校一覧』の可能
性－

報告者
司　会

藤村 聡（神戸大学）
菅山 真次（東北学院大学）

能力主義的選抜と教育機会の平等
－旧制高等学校の入試制度改革を事例と
する実証分析－

報告者
司　会

森口 千晶（一橋大学）
菅山 真次（東北学院大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

戦間期における地方銀行の与信判断につ
いて　－第十九銀行「製糸資金貸出計画
書」にみる信用格付の必要性－

報告者
司　会

三澤 圭輔（京都産業大学大学院）
佐藤 政則（麗澤大学）

日本通運株式会社設立と小運送業法制定
の背景をめぐって

報告者
司　会

河村 徳士（城西大学）
髙嶋 修一（青山学院大学）

７１５：２０ ー １６：０５

戦間期日本における電球工業の発展と関
連産業の展開

報告者
司　会

宝利 ひとみ（立教大学）
谷本 雅之（東京大学）

※アフターセッション： １７号館６階１７６０３

日本史②

午前

５月１９日（日）自由論題

第３会場会場： １７号館６階 １７６０８
日本史③

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

戦時ペニシリン開発プロセスにみるモノ、
人、時間、組織の「動的」融合について
－生活世界を見直す視点を薬品開発事例
の分析を通じて得る－

報告者
司　会

小松 明子（筑波大学大学院）
沢井 実（南山大学）

第二次世界大戦後における引揚者の職業
体験 －「引揚者在外事実調査票」調査分析
　結果報告（神奈川県、大阪府、広島県分）－

報告者
司　会

西崎 純代（立命館大学）
細谷 亨（立命館大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

戦後日本における屎尿処理方法の多様化
と不衛生処理の増大

報告者
司　会

星野 高徳（琉球大学）
荒武 賢一朗（東北大学）

高度成長期における共有林管理の変容と
地域労働市場
－兵庫県宍粟郡一宮町閏賀部落の事例－

報告者
司　会

長谷川 達朗（一橋大学大学院）
永江 雅和（専修大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

高度経済成長期の南氷洋捕鯨事業
－国際的資源保護下における消費の変化－

報告者
司　会

湯浅 俊介（一橋大学大学院）
加瀬 和俊（帝京大学）

大塚史学とその継承
－吉岡昭彦を事例に－

報告者
司　会

白鳥 圭志（東北学院大学）
小野塚 知二（東京大学）

７１５：２０ ー １６：０５

なし

※アフターセッション： １７号館６階１７６０３
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午前

５月１９日（日）自由論題

第２会場会場： １７号館６階 １７６０７

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

「娘の身売り」の要因と鉄道敷設

報告者
司　会

安中 進（早稲田大学大学院）
荻山 正浩（千葉大学）

明治・大正期における体位と栄養状態
－成人身長の直線的な伸びに関する検討－

報告者
司　会

村越 一哲（駿河台大学）
友部 謙一（一橋大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

戦前期労働市場と高学歴ホワイトカラー
－労働統計資料として『学校一覧』の可能
性－

報告者
司　会

藤村 聡（神戸大学）
菅山 真次（東北学院大学）

能力主義的選抜と教育機会の平等
－旧制高等学校の入試制度改革を事例と
する実証分析－

報告者
司　会

森口 千晶（一橋大学）
菅山 真次（東北学院大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

戦間期における地方銀行の与信判断につ
いて　－第十九銀行「製糸資金貸出計画
書」にみる信用格付の必要性－

報告者
司　会

三澤 圭輔（京都産業大学大学院）
佐藤 政則（麗澤大学）

日本通運株式会社設立と小運送業法制定
の背景をめぐって

報告者
司　会

河村 徳士（城西大学）
髙嶋 修一（青山学院大学）

７１５：２０ ー １６：０５

戦間期日本における電球工業の発展と関
連産業の展開

報告者
司　会

宝利 ひとみ（立教大学）
谷本 雅之（東京大学）

※アフターセッション： １７号館６階１７６０３

日本史②

午前

５月１９日（日）自由論題

第３会場会場： １７号館６階 １７６０８
日本史③

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

戦時ペニシリン開発プロセスにみるモノ、
人、時間、組織の「動的」融合について
－生活世界を見直す視点を薬品開発事例
の分析を通じて得る－

報告者
司　会

小松 明子（筑波大学大学院）
沢井 実（南山大学）

第二次世界大戦後における引揚者の職業
体験 －「引揚者在外事実調査票」調査分析
　結果報告（神奈川県、大阪府、広島県分）－

報告者
司　会

西崎 純代（立命館大学）
細谷 亨（立命館大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

戦後日本における屎尿処理方法の多様化
と不衛生処理の増大

報告者
司　会

星野 高徳（琉球大学）
荒武 賢一朗（東北大学）

高度成長期における共有林管理の変容と
地域労働市場
－兵庫県宍粟郡一宮町閏賀部落の事例－

報告者
司　会

長谷川 達朗（一橋大学大学院）
永江 雅和（専修大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

高度経済成長期の南氷洋捕鯨事業
－国際的資源保護下における消費の変化－

報告者
司　会

湯浅 俊介（一橋大学大学院）
加瀬 和俊（帝京大学）

大塚史学とその継承
－吉岡昭彦を事例に－

報告者
司　会

白鳥 圭志（東北学院大学）
小野塚 知二（東京大学）

７１５：２０ ー １６：０５

なし

※アフターセッション： １７号館６階１７６０３
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午前

５月１９日（日）自由論題

第４会場会場： １７号館５階 １７５０６　

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

中世後期イングランドにおける地域市場
の変遷
－市場統合化にみる財･労働市場の実態－

報告者
司　会

吉田 敬洋
勘坂 純一（創価大学）

中世後期イングランドの貴族による独占
的な狩猟場（フォレスト）
－湖水地方　ウィンダミア・マナを例に－

報告者

司　会

加藤 はるか
（お茶の水女子大学基幹研究院研究員）
勘坂 純一（創価大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

中世後期イングランドにおける王室政府
借入金と信用取引　－商人層の借入れに
依存する貴族層の収入・支出配分をめぐる
考察－

報告者
司　会

髙野 要（拓殖大学非常勤講師）
都築 彰（佐賀大学）

なし

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

産業革命期イングランドにおける識字能
力の推移　－スタッフォードシャーとベッ
ドフォードシャーの比較－

報告者
司　会

山本 千映（大阪大学）
道重 一郎（東洋大学）

なし

７１５：２０ ー １６：０５

18世紀スウェーデン水産業における輸入
代替プロセス　－水産資源変動後の財政
支援展開に注目して－

報告者
司　会

齊藤 豪大（久留米大学）
石原 俊時（東京大学）

※アフターセッション： １７号館５階１７５０３

西洋史①

午前

５月１９日（日）自由論題

第５会場会場： １７号館５階 １７５０７

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

19世紀前半バーデン大公国広軌鉄道の
軌道構造　－システム選択における鉄道
技師ブルネルの影響について－

報告者
司　会

竹林 栄治（広島経済大学）
鴋澤 歩（大阪大学）

世紀転換期ドイツ・イギリスにおける近代
家族の生成　－社会保険給付の比較を手
がかりとして－

報告者
司　会

馬場 わかな（慶應義塾大学）
福澤 直樹（名古屋大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

戦後西ドイツ高度経済成長期における中
間層信用政策の展開と金融機関の役割

報告者
司　会

三ツ石 郁夫（滋賀大学）
福澤 直樹（名古屋大学）

報告者
司　会

中村 千尋（千葉大学）
齊藤 佳史（専修大学）

1930年代フランスにおける移民政策の
展開
－外国人労働者の規制と二国間協定－

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

開墾部・局の電力供給と米国西部都市の
発達　－1945年までのフェニックス市と
周辺の事例－

なし

報告者
司　会

日高 卓朗（大阪大学大学院）
豊田 太郎（駒澤大学）

７１５：２０ ー １６：０５

戦間期アフリカ連邦の果物缶詰の流通と
ヨーロッパ市場　－南半球Fed-Farmsを
介した先物取引体制の成立－

報告者 宗村 敦子
（名古屋大学国際開発研究科研究員）

司　会 竹内 真人（日本大学）

※アフターセッション： １７号館５階１７５０３

西洋史②
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午前

５月１９日（日）自由論題

第４会場会場： １７号館５階 １７５０６　

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

中世後期イングランドにおける地域市場
の変遷
－市場統合化にみる財･労働市場の実態－

報告者
司　会

吉田 敬洋
勘坂 純一（創価大学）

中世後期イングランドの貴族による独占
的な狩猟場（フォレスト）
－湖水地方　ウィンダミア・マナを例に－

報告者

司　会

加藤 はるか
（お茶の水女子大学基幹研究院研究員）
勘坂 純一（創価大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

中世後期イングランドにおける王室政府
借入金と信用取引　－商人層の借入れに
依存する貴族層の収入・支出配分をめぐる
考察－

報告者
司　会

髙野 要（拓殖大学非常勤講師）
都築 彰（佐賀大学）

なし

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

産業革命期イングランドにおける識字能
力の推移　－スタッフォードシャーとベッ
ドフォードシャーの比較－

報告者
司　会

山本 千映（大阪大学）
道重 一郎（東洋大学）

なし

７１５：２０ ー １６：０５

18世紀スウェーデン水産業における輸入
代替プロセス　－水産資源変動後の財政
支援展開に注目して－

報告者
司　会

齊藤 豪大（久留米大学）
石原 俊時（東京大学）

※アフターセッション： １７号館５階１７５０３

西洋史①

午前

５月１９日（日）自由論題

第５会場会場： １７号館５階 １７５０７

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

19世紀前半バーデン大公国広軌鉄道の
軌道構造　－システム選択における鉄道
技師ブルネルの影響について－

報告者
司　会

竹林 栄治（広島経済大学）
鴋澤 歩（大阪大学）

世紀転換期ドイツ・イギリスにおける近代
家族の生成　－社会保険給付の比較を手
がかりとして－

報告者
司　会

馬場 わかな（慶應義塾大学）
福澤 直樹（名古屋大学）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

戦後西ドイツ高度経済成長期における中
間層信用政策の展開と金融機関の役割

報告者
司　会

三ツ石 郁夫（滋賀大学）
福澤 直樹（名古屋大学）

報告者
司　会

中村 千尋（千葉大学）
齊藤 佳史（専修大学）

1930年代フランスにおける移民政策の
展開
－外国人労働者の規制と二国間協定－

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

開墾部・局の電力供給と米国西部都市の
発達　－1945年までのフェニックス市と
周辺の事例－

なし

報告者
司　会

日高 卓朗（大阪大学大学院）
豊田 太郎（駒澤大学）

７１５：２０ ー １６：０５

戦間期アフリカ連邦の果物缶詰の流通と
ヨーロッパ市場　－南半球Fed-Farmsを
介した先物取引体制の成立－

報告者 宗村 敦子
（名古屋大学国際開発研究科研究員）

司　会 竹内 真人（日本大学）

※アフターセッション： １７号館５階１７５０３

西洋史②
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午前

５月１９日（日）自由論題

第６会場会場： １７号館５階 １７５０８

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

「満洲」綿羊改良事業における預託制度の
一考案

報告者
司　会

靳 巍（大阪市立大学大学院）
江夏 由樹（帝京大学）

明清江南地域の埠頭と水運流通

報告者
司　会

銭 晟（東北大学大学院）
岸本 美緒（東洋文庫）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

清末省制時期の新疆財政について

報告者
司　会

上出 徳太郎
城山 智子（東京大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

近代フィリピンの水と生活
－二つの植民地統治に跨がった公衆衛生－

報告者 千葉芳広
（北海道医療大学大学教育開発センター）

司　会 脇村 孝平（大阪経済法科大学）

７１５：２０ ー １６：０５

※アフターセッション： １７号館５階１７５０３

なし

なし

なし

アジア・アフリカ史

MEMO
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午前

５月１９日（日）自由論題

第６会場会場： １７号館５階 １７５０８

１ ９：００ ー ９：４５ ２ ９：５５ ー １０：４０

「満洲」綿羊改良事業における預託制度の
一考案

報告者
司　会

靳 巍（大阪市立大学大学院）
江夏 由樹（帝京大学）

明清江南地域の埠頭と水運流通

報告者
司　会

銭 晟（東北大学大学院）
岸本 美緒（東洋文庫）

３１０：５０ ー １１：３５ ４１１：４５ ー １２：３０

清末省制時期の新疆財政について

報告者
司　会

上出 徳太郎
城山 智子（東京大学）

午後 ５１３：３０ ー １４：１５ ６１４：２５ ー １５：１０

近代フィリピンの水と生活
－二つの植民地統治に跨がった公衆衛生－

報告者 千葉芳広
（北海道医療大学大学教育開発センター）

司　会 脇村 孝平（大阪経済法科大学）

７１５：２０ ー １６：０５

※アフターセッション： １７号館５階１７５０３

なし

なし

なし

アジア・アフリカ史

MEMO
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会場／アクセス

１７号館（5・６階のみ使用）
・受付
・ラウンドテーブル
・パネルディスカッション
・自由論題報告

青学会館
（アイビーホール）
・会員懇親会

「渋谷駅」より徒歩10分
　JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の
　頭線、東京メトロ副都心線　他

「表参道駅」より徒歩5分
　東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）

会場案内〒150-8366　東京都渋谷区渋谷4-4-25
青山学院大学 青山キャンパス

アクセス


