
 
 
 
 
 
 

第 65回日本西洋史学会大会 

プ ロ グ ラ ム 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 年 5 月 16 日（土）・17 日（日） 
富山国際会議場・富山大学五福キャンパス 

  



第１日 ５月１６日（土） 

 

会場  富山国際会議場 

 

東／西日本懇談会 11：00～11：30（富山国際会議場） 

理事会       11：30～12：00（富山国際会議場） 

 

受付開始      12：00    （富山国際会議場 1Fフロア） 

 

記念講演     13：30～17：20（富山国際会議場 3,4Fメインホール） 

 

本村 凌二（早稲田大学特任教授・東京大学名誉教授） 

 「ローマ社会におけるエピクロス派とストア派」 

 立石 博高（東京外国語大学学長） 

 「近世スペインとカタルーニャ―― 複合国家論の再検討」 

 

総会       17：30～18：00（富山国際会議場 3,4Fメインホール） 

懇親会      18：30～20：30（ANA CROWNE PLAZAホテル富山 3F鳳） 

 

 

 

第２日 ５月１７日（日） 

 

会場  富山大学 五福キャンパス 共通教育棟 
 
受付開始       8：30     

 

自由論題報告    9：00～12：45 

 

小シンポジウム   13：30～16：30 

 

 

  



部会別自由論題報告 
 

◆古代史部会 9:00～12:00 

9:00～9:45 

1. 紀元前４世紀アテナイにおける銀行家の活動 

     杉本陽奈子（京都大学・院）  司会 栗原麻子（大阪大学） 

9:45～10:30 

2. 後期ローマ帝国における立法の変化― 勅答（rescripta）と一般的法律（leges generales）― 

     山下孝輔（京都大学・院）   司会 田中創（東京大学） 

10:30～11:15 

3. Quadronii をめぐる人々 ― ナルボネンシスとタラコネンシスの間で ― 

     山本晴樹（別府大学）     司会 島田誠（学習院大学） 

11:15～12:00 

4. テッラ・シギラタ ― 古代ローマ食器界の覇者 ― 

     向井朋生（国立西洋美術館）  司会 池口守（久留米大学） 

 

◆中世史部会 9:00～12:45 

9:00～9:45 

1. 9 世紀初頭の正教会・ビザンツ皇帝・ローマ教皇 ― 「姦通論争」の事例から 

     岸田菜摘（早稲田大学・院）  司会 草生久嗣（大阪市立大学） 

9:45～10:30 

2. ビザンツ皇帝ロマノス 1 世レカペノスのコーカサス政策 

     仲田公輔（東京大学・院）   司会 小林功（立命館大学） 

10:30～11:15 

3. 神聖ローマ帝国におけるハプスブルク家“出現”の背景をめぐる研究 

    ― アンデクス・メラン家の継承者としての視点から ― 

     川西孝男（関西学院大学・院） 司会 徳橋曜（富山大学） 

11:15～12:00 

4. 13～14 世紀ヴェネツィアにおける制度と親族の相互作用 

     高田京比子（神戸大学）    司会 山辺規子（奈良女子大学） 

  



12:00～12:45 

5. 中世後期ティロル南部における公証人・公証人登記簿・裁判帳簿 

     佐藤公美（甲南大学）      司会 服部良久（京都大学） 

 

◆近世史部会 9:00～12:45 

9:00～9:45 

1. サミュエル・ラザフォードにおける nation の語の用法に関して 

    ―『法と王』に見る nation ― 

     小島望（明治大学・院）     司会 富田理恵（東海学院大学） 

9:45～10:30 

2. 1707 年イングランド・スコットランド合同再考 

    ― ウィッグ史観、「ジャコバイト史観」、そして ― 

     松園伸（早稲田大学）      司会 青木康（立教大学） 

10:30～11:15 

3. アイルランド近海における海上貿易防衛システムの形成  

    ― キンセイル海軍基地と私掠戦、1692～1713 ― 

     雪村加世子（神戸大学）     司会 金澤周作（京都大学） 

11:15～12:00 

4. 18 世紀ハンガリー社会におけるツィガーニの頭領の機能 

    ― 市場町ミシュコルツの事例を中心に ― 

     市原晋平（神戸大学・院）    司会 秋山晋吾（一橋大学） 

12:00～12:45 

5. 近世スウェーデン「水産経済」と重商主義 

    ― アンデッシュ・ノルデンクランツによるスウェーデン水産経済論 ― 

     齊藤豪大（一橋大学・院）    司会 斯波照雄（中央大学） 

 

◆近世・近代史部会 9:00～12:45 

9:00～9:45 

1. 18 世紀後半マルセイユの都市支配層 

     府中望（石巻専修大学）     司会 正本忍（長崎大学） 

  



9:45～10:30 

2. ピエトロ・レオポルド期トスカーナ大公国における土地税改革（1772～1783 年） 

     大西克典（東京大学）      司会 北田葉子（明治大学） 

10:30～11:15 

3. 同業組合解体後のパリ飲食業の変容 

    ― 旧飲食業と新興飲食業レストランに関する考察 

     大畑夏子（早稲田大学・院）     司会 山崎耕一（一橋大学） 

11:15～12:00 

4. 起源伝承の消失 ― 19 世紀のヴァルド派における起源の認識 ― 

     有田豊（大阪市立大学）      司会 神埼忠昭（慶応大学） 

12:00～12:45 

5. 19 世紀前半期バイエルンの営業制度と手工業 

    ― 物的営業権 Real = Gewerberecht と所有の問題 ― 

     東風谷太一（東京外国語大学・院） 司会 山根徹也（横浜市立大学） 

 

◆近代史部会１ 9:00～12:45 

9:00～9:45 

1. 19 世紀フランスにおける地方上級行政官の養成 

    ― ローヌ県参事会員職を事例として（1830～1914）― 

     岡本託（神戸大学）        司会 渡辺和行（奈良女子大学） 

9:45～10:30 

2. パリ・コミューンにおける公教育の検討 ― 民衆組織と教育運動 ― 

     高橋則雄（専修大学・院）     司会 小井髙志（立教大学名誉教授） 

10:30～11:15 

3. スウェーデン=ノルウェー連合協約第二次改定問題と政治的スカンディナヴィア主義 

    ― スウェーデンとデンマークからの発言を中心に ― 

     大溪太郎（早稲田大学・院）    司会 古谷大輔（大阪大学） 

11:15～12:00 

4. 1820 年代アイルランド民衆教育における「公共性」の変容 

    ― 1825 年アイルランド教育調査委員会報告書を中心に 

     岩下誠（青山学院大学）      司会 坂下史（東京女子大学）  

  



12:00～12:45 

5. 19 世紀中葉の英国における派閥移動と保守＝自由二大政党の成立過程 

    ― J. グレアムを中心に 

     板倉孝信（早稲田大学）      司会 渡辺容一郎（日本大学） 

 

◆近代史部会２ 9:00～12:45 

9:00～9:45 

1. アウクスブルクとその周辺における近代産業の成立 

     箱山健一（茨城工業高等専門学校） 司会 小島健（東京経済大学） 

9:45～10:30 

2. 19－20 世紀ハンブルクにおける市民・音楽・社会 

    ― ジングアカデミーの慈善演奏会に注目して ― 

     犬童芙紗（大阪市立大学）          司会 森宜人（一橋大学） 

10:30～11:15 

3. ドイツ帝国における一般兵役義務とその言説 1871～1914 

     中島浩貴（東京電機大学）     司会 森田直子（立正大学） 

11:15～12:00 

4.  バルカン地方の野菜栽培人の移動をめぐって 

    ― 19 世紀後半から 20 世紀初頭を中心に ― 

     木村真（日本女子大学）      司会 山本明代（名古屋市立大学） 

12:00～12:45 

5.  英国国教会とフラ  ― 1860 年代におけるイギリスの戦略 ― 

     目黒志帆美（東北大学・院）    司会 井上昭洋（天理大学） 

 

◆現代史部会１ 9:00～12:00 

9:00～9:45 

1. 第 4 次選挙法改革とイギリス議会制民主主義の成立 

    ― 戸主選挙権と議会寡頭政の克服を通じて ― 

     玉利泉（鹿児島県立古仁屋高校）  司会 村田邦夫（神戸市外国語大学） 

  



9:45～10:30 

2. インドシナにおけるフランス植民地主義の系譜 

    ― 人民戦線のアプローチを手がかりに ― 

     岡田友和（大阪大学）       司会 剣持久木（静岡県立大学） 

10:30～11:15 

3. チェコスロヴァキア第一次土地改革における立法とその運用 

     ― 民族的視点と社会的視点 ― 

     佐藤雪野（東北大学）       司会 大津留厚（神戸大学） 

11:15～12:00 

4. レナード・ウルフの外交論 ― 1930 年代における「国際連盟中心主義」の実態 ― 

     薮田有紀子（京都文京中学・高等学校）司会 齋藤嘉臣（京都大学） 

 

◆現代史部会２ 9:00～12:45 

9:00～9:45 

1. クロアチア独立国（1941～1945）における「教育」とナショナリズム  

    ―「ウスタシャ青年団」を巡る言説の分析 ― 

     門間卓也（東京大学・院）      司会 清水明子（慶応大学） 

9:45～10:30 

2. 「非公式帝国」の戦争協力 

    ― 第二次世界大戦期におけるイギリス-アルゼンチン間支払協定 ― 

     佐藤純（八戸工業高等専門学校）  司会 秋田茂（大阪大学） 

10:30～11:15 

3. ナチス体制下における「ドイツ科学」の研究 ― 数学・物理学・化学の観点から ― 

     寺山のり子（奈良女子大学・院）  司会 服部伸（同志社大学） 

11:15～12:00 

4. ナチ党古参党員の自伝的手記にみる「古参闘士であること」 

    ― ナチ体制下 Abel が収集の Nazi biograms の分析から ― 

     大曽根悠（筑波大学・院）     司会 井上茂子（上智大学） 

  



12:00～12:45 

5. 地図化される世界 

    ― 第二次世界大戦期、米戦略事務局の地図製作部門の組織化とその役割 

     高田馨里（大妻女子大学）     司会 林義勝（明治大学） 

 

◆現代史部会３ 9:00～12:00 

9:00～9:45 

1. 東ドイツにおける「国民史」の形成と変容 

    ― 第二次世界大戦期と建国。「抵抗者」の記憶を中心に ― 

     田中直（立命館大学・院）     司会 松本彰（新潟大学名誉教授） 

9:45～10:30 

2. 戦後西ドイツにおける外国人労働者政策と労働行政官 

    ― ナチ期「外国人労務動員」をめぐる経験と記憶 

     橋本泰奈（東京大学・院）     司会 松本彰（新潟大学名誉教授） 

10:30～11:15 

3. 北米先住民の史跡化営為 ― ノーザン・シャイアンの記憶継承と土地保全 ― 

     川浦佐知子（南山大学）      司会 佐藤円（大妻女子大学） 

11:15～12:00 

4. 現代オーストラリアにおける国民統合と第一次世界大戦の記念事業 

    ― 非イギリス系マイノリティの包摂を中心に 

     津田博司（筑波大学）       司会 高田実（甲南大学） 

 

◆昼食 12:00～13:30 

 

 昼食には大学構内の生協食堂がご利用になれます（11:30-14:00）。 

大学周辺にも食事のできる店（うどん、カレー）のほか、コンビニもありますが、あまり

多くはありません。 

 

  



小シンポジウム 

 

 

シンポジウム１ 

ヨーロッパ、世界、そして「キリシタンの世紀」の日本 

    ― インテレクチュアル・ヒストリーおよびグローバル・ヒストリーの視点から 

 

趣旨説明：根占献一（学習院女子大学） 

司会：根占献一 

報告１：村瀬天出夫（聖学院大学嘱託研究員「初期近代ドイツ語圏のパラケルスス主義と終

末論―学問の進歩・社会改革・救済史」 

報告２：伊川健二（成城大学）「天正・慶長遣欧両使節を通じた日欧文化交流」 

報告３：武田和久（早稲田大学高等研究所）「スペイン領南米ラプラタ地域におけるイエズス

会の宣教活動―グローバル・インテレクチュアル・ミリタリー・ヒストリーとの関連から―」 

コメント：加藤喜之（東京基督教大学）、ヒロ・ヒライ（ラドバウド・ナイメーヘン大学、オ

ランダ） 

 

 

シンポジウム２ 

異文化交流と近代外交の変容 

 

趣旨説明：桑名映子（聖心女子大学） 

司会：川村陶子（成蹊大学）、桑名映子 

報告１：松本佐保（名古屋市立大学）「イギリスの外交力と博物館・美術館」 

報告２：野村啓介（東北大学）「幕末フランス外交代表の異文化経験」 

報告３：桑名映子（聖心女子大学）「オーストリア＝ハンガリー代理公使の見た明治日本」 

報告４：中村綾乃（大阪大学）「ヴィルヘルム・ゾルフとドイツ領サモア統治」 

コメント：石田憲（千葉大学）、飯田洋介（岡山大学）、島田昌幸（学習院高等学校）、田嶋信

雄（成城大学） 

 

  



シンポジウム３ 

歴史認識の越境化と「公共史」～博物館、メディア、教科書 

 

問題提起・司会：剣持久木（静岡県立大学） 

報告１：西山暁義（共立女子大学）「ヨーロッパ国境地域の記憶の場－アルザス・モーゼル記

念館を例に」 

報告２：川喜田敦子（中央大学）「ドイツ現代史の記述と表象－“Unsere Mütter, unsere Väter”

から考える歴史認識の越境化の諸相－」 

報告３：吉岡潤（津田塾大学）「ポーランド現代史における被害と加害：歴史認識の収斂・乖

離と歴史政策」 

コメント：近藤孝弘（早稲田大学）「歴史エデュテインメントとその境界の視点から」 

 

 

シンポジウム４ 

世界史教育における大学と高等学校間の壁をどう乗り越えるか。 

    ― 高校教科書、大学入試、教員養成課程、高校教員研修などに注目して ― 

 

趣旨説明・司会：油井大三郎（東京女子大学） 

報告１：秋田茂（大阪大学）「世界史教育の刷新をめぐる高大連携の試み ― 阪大の挑戦 ―」 

報告２：鈴木茂（東京外国語大学）「『世界史未履修問題』から 10年後の高校世界史と大学」 

報告３：岩井淳（静岡大学）「静岡歴史教育研究会における高大連携の試み」 

報告４：深澤安博（元茨城大学）「地域から世界史を見直す ― 茨城大学の実践 ―」 

コメント：石橋功（NPO神奈川歴史教育研究会）、小田中直樹（東北大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



アクセス 
 
□ JR 富山駅から富山国際会議場へ 
 
・市内電車 3系統（環状線）：「富山駅」から約 6分。「国際会議場前」にて下車すぐ。 

・バス：JR富山駅前から約 5分。「城址公園前」にて下車し、徒歩 3分。（200円） 

 
□ JR 富山駅から富山大学へ 
 
・市内電車 2系統「大学前」行き：「富山駅」から乗車約 15分。終点「大学前」駅にて下

車し、徒歩 2分。 

・バス：JR富山駅前から富山地鉄・路線バス「富山大学経由」（3番のりば）乗車約 10分。

「富山大学前」バス停にて下車すぐ。（240円） 

・タクシー：JR富山駅から約 10分、富山空港から約 20分。 

 

※「市内電車」は、路面電車です。 

※市内電車（運賃一律 200円）・バス共に後払いです。支払い時に自動的に釣銭が出ませんの

で、小銭のご用意のない場合は車内の両替機をご利用下さい。 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 65 回日本西洋史学会大会準備委員会 

  


