これまでの活動
2016 年度
卒業論文発表会（５月１４日土曜日）
《発表論題》
「戦後千葉県における生活改善運動」
本学卒業生 上條 紘平 氏
「19 世紀フランスにおけるファム・ファタル―リアーヌ・ド・プージィを例に
―」
東洋大学大学院博士前期課程 石塚 碧 氏
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月４日月曜日）
《講 演》
「日清戦争と民衆―歴史学への招待」
東洋大学大学院博士後期課程 中村 祐也 氏
2015 年度
白山史学会大会（１１月２８日土曜日）
《研究発表》
「第一次世界大戦時の中国の中立政策放棄をめぐる中独間の攻防」
流通経済大学教育学習支援センター専任所
員 小池 求 氏
「ローマ共和政末期から帝政成立期における高位公職者とインペリウム」
学習院大学国際研究教育機構
ＰＤ共同研究員
丸亀 裕司 氏
《公開講演》
「戦後日本の傷痍軍人～大阪府傷痍軍人会旧蔵資料が伝える傷痍軍人の
戦中・戦後～」
東洋大学文学部助教 植野 真澄 氏
「チャーティスト運動はどのように物語れるのか」
東洋大学文学部教授 岡本 充弘 氏
白山史学会総会（６月２７日土曜日）
《研究発表》

「南路電線の架設と朝日清三カ国関係」
東洋大学大学院博士後期課程
中村
祐也 氏
「Patrimonium S.Petri から Terre Ecclesie へ：１３世紀前半における教皇
（庁）の領域意識の変化と政策」
中央大学人文科学研究所準研究員
東洋大学人間科学総合研究所客員研究員
飛
鳥馬 一峰 氏
卒業論文発表会（５月９日土曜日）
《発表論題》
「平安時代前期の地方監察」
東洋大学大学院博士前期課程 上野 雄也
氏
「前 1 世紀～3 世紀頃の北インドにおける経済と社会―マトゥラーにおけ
る寄進を中心に―」
本学卒業生 石田 宏行 氏
「対抗宗教改革期における幻視画」
本学卒業生 西澤 華子 氏
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月７日火曜日）
《講 演》
「木簡から奈良時代政治史をみる」
東洋大学大学院博士後期課程 上村 正裕 氏
2014 年度
白山史学会大会（１１月２９日土曜日）
《研究発表》
「大伴古麻呂と奈良時代政治史の展開」
東洋大学大学院博士後期課程 上村 正裕
氏
「清末における新式教育と国民国家の形成」
東洋大学大学院博士後期課程 程 楽 氏
《公開講演》
「近世イングランドにおける魔女と悪魔憑き－神と法と医のはざまで－」

東洋大学文学部史学科講師 後藤 はる美
氏
「「狂気」の天皇と皇統」
国際日本文化研究センター教授

倉本 一

宏 氏

月例会（１０月１８日土曜日）
《研究発表》
「生産調査会の設立と政友会」
東洋大学大学院博士前期課程１年生
藤 陽平 氏
「近世イングランドの出版文化」
東洋大学大学院博士前期課程１年生
山 恵理子 氏

伊

内

白山史学会総会（６月２８日土曜日）
《研究発表》
「上法寺喜楽院の「両徳講」をめぐって―在地修験と地域社会―」
東洋大学大学院博士後期課程
松野
聡子 氏
「「廬龍趙氏家伝」考 -その成立をめぐって-」
本学卒業生
工藤 寿晴 氏
卒業論文発表会（５月１７日土曜日）
《発表論題》
「戦国期における播磨国鵤庄-法隆寺支配の存続理由に関する一考察-」
東洋大学大学院博士前期課程 重藤 智彬
氏
「北洋海軍のドック整備問題と長崎事件」
東洋大学大学院博士前期課程 小倉 拓也
氏
「古代ローマの大理石：皇帝の採石場システムについて」
東洋大学大学院博士前期課程 本田 大紀
氏

新入生歓迎「歴史学への招待」（４月４日金曜日）
《講 演》
「言葉への注目」
東洋大学大学院博士後期課程 小池 辰典 氏
2013 年度
白山史学会大会（１１月３０日土曜日）
《研究発表》
「「中世の「馬借」と近世の「馬借」‐越前国西街道の事例から‐」
江東区文化財専門員 功刀 俊宏 氏
「中世後期イングランドにおける輸入品規制と消費」
東洋大学大学院博士後期課程 町田 有里 氏
《公開講演》
「中世年代記写本のなかの世界図（mappamundi）」
東洋大学文学部教授 鈴木 道也 氏
「東アジアにおける「日本」の始まり――近年発見の百済人「袮軍（でいぐ
ん）墓誌」の理解をめぐって」
明治大学文学部教授 氣賀澤 保規 氏
白山史学会総会（６月３０日土曜日）
《研究発表》
「明応の政変の再検討」
東洋大学大学院博士後期課程 小池
辰典 氏
「紀元前４世紀における黒海北岸ギリシア・ポリスの農業と漁業」
東洋大学大学院博士前期課程修了 増
井 洋介 氏
卒業論文発表会（６月１日土曜日）
《発表論題》
「江戸上水道の研究」
東洋大学大学院博士前期課程 川原 竜太
氏
「日韓合邦運動の研究」
東洋大学大学院博士前期課程 中村 祐也

氏
「啓蒙主義とプルシアンブルー」
本学卒業生 鈴木 理奈
氏
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月４日日木曜日）
《講 演》
「中世ヨーロッパの食事～大学での歴史の勉強～」
東洋大学大学院博士後期課程 町田 有里
氏
2012 年度
白山史学会大会（１１月２４日土曜日）
《研究発表》
「一一世紀のコンスタンティノープル総主教座常設会議の社会的構造」
東洋大学文学部史学科非常勤講師 都甲 裕
文 氏
「近世修験の寺跡相続 ―秋田藩を事例に―」
東洋大学大学院文学研究科博士後期課程 松野 聡
子 氏
《公開講演》
「唐後半期の巡院機構 ―度支・塩鉄転運巡院の設置点の検討を中心に
―」
東洋大学文学部教授 高橋 継男 氏
「イベリア・インパクトと壬辰戦争」
早稲田大学名誉教授 深谷 克己 氏
白山史学会総会（６月３０日土曜日）
《研究発表》
「武田信玄の遠江・三河侵攻再論」
千葉県文書館嘱託 柴 裕之 氏
「中国南方における北宋軍の騎兵利用とその限界」
東洋大学非常勤講師 大室 智人 氏
卒業論文発表会（６月２日土曜日）

《発表論題》
「江戸地廻り経済と在郷町商人」
東洋大学大学院博士前期課程 髙田 誠治
氏
「唐の粛・代宗期における江淮地方の諸叛乱について」
東洋大学大学院博士前期課程 小林 栄輝
氏
「皇帝ミハイル八世統治下のビザンツ帝国」
本学卒業生 梶山 健太郎
氏
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月５日月曜日）
《講 演》
「身近にある「江戸のなごり」」
東洋大学大学院博士後期課程 松野 聡子
氏
2011 年度
白山史学会第４９回大会（１１月２６日土曜日）
《研究発表》
「二里頭文化の乱葬坑 ―?刑人骨を中心に―」
駒澤大学大学院博士後期課程 長尾 宗史
氏
「在地修験寺院の殿中儀礼にみる宗教者政策 ―秋田藩を事例に―」
東洋大学大学院博士後期課程 松野 聡子
氏
《公開講演》
「古代地方豪族の行方 ―相撲人と国衙・武士、常陸国の事例から―」
東洋大学教授 森 公章
氏
「啓蒙の世紀のフリーメイソン ―石工伝説から騎士伝説へ―」
東京大学大学院教授 深沢 克己
氏
白山史学会総会（６月２５日土曜日）

《研究発表》
「内人長崎円喜・諏訪直性の実名について」
東洋大学非常勤講師 細川 重男
氏
「中世後期イングランドにおける奢侈条例と経済」
東洋大学大学院博士後期課程 町田 有里
氏
卒業論文発表会（５月２８日土曜日）
《発表論題》
「日露戦費調達と内国債 ―新潟県の事例から―」
東洋大学大学院博士前期課程 松井 智美
氏
「五胡十六国時代における前秦の歴史的役割」
本学卒業生 寺師 麻美 氏
「黒海北岸ギリシア世界の成立と発展 ―ボスポロス王国を中心に―」
東洋大学大学院博士前期課程 増井 洋介
氏
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月５日火曜日）
《講 演》
「大学で学ぶ歴史 ～いろいろな歴史の『見方』～」
東洋大学大学院博士後期課程 町田 有里 氏
2010 年度
白山史学会第４８回大会（１１月２７日土曜日）
《研究発表》
「在外邦人と徴兵制」
神奈川県立公文書館 中村 崇高 氏
「牛李党争終焉後の「李派」 ―宣宗大中年間の動向を中心として―」
東洋大学大学院博士後期課程 竹内 洋介 氏
《公開講演》
「古代都市平城京の実像」
東京大学大学院教授 佐藤 信 氏
「清末時代像の再構成 ―辛亥革命百周年に向けての展望―」

東洋大学文学部准教授 千葉 正史 氏
白山史学会総会（６月２６日土曜日）
《研究発表》
「江戸の辻番と都市規範」
東洋大学文学部助教 松本 剣志郎 氏
「古典期アテナイの海上貸付 ―契約当事者間のリスク負担― 」
東洋大学大学院博士後期課程 根本 泰充 氏
卒業論文発表会（５月３０日土曜日）
《発表論題》
「近代における江戸・東京の都市構造の変化
―銀座煉瓦街建設を例にとって―」
本学卒業生 新井 友紀子 氏
「後漢末期～魏晋南北朝時代における人物評論について」
本学卒業生 齋藤 勇起男 氏
「ヘイトクライムと黒人リンチ事件」
本学卒業生 森 なつ美 氏
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月５日月曜日）
《講 演》
「古代ギリシャ経済 ―関心が卒論になるまで」
東洋大学大学院博士後期課程 根本 泰充 氏
2009 年度
第１２回 月例会（２０１０年１月２３日土曜日）
《批判報告》
川原田 知也 氏「13 世紀パリにおける聖職者筆録説教に見る説教の構
造
－ラヌルフ・ド=ラ=ウブロニエールを例に－」 批判
中央大学大学院博士後期課程 飛鳥馬 一峰 氏
山田 伊織 氏「前四世紀アテナイにおける鉱業について」 批判
東洋大学大学院博士後期課程 根本 泰充 氏
谷口房男教授最終講義（２０１０年１月１６日土曜日）

《講 義》
「叟人考」
本学教授 谷口 房男 先生
白山史学会第４７回大会（１１月２８日土曜日）
《研究発表》
「平安時代相撲節会における部領使の任命」
お茶の水女子大学大学院博士後期課程 染井 千佳
氏
「オスマン帝国対仏派遣使節イルミセキズ･チェレビィの
使節行に見る「異文化接触のかたち」」
明治大学大学院博士前期課程修了生 浅松 佑介
氏
《公開講演》
「支那駐屯軍をめぐる国際関係」
麗澤大学外国語学部教授 櫻井 良樹 氏
「『梁職貢図』の中の蛮使図」
東洋大学文学部教授 谷口 房男
氏
白山史学会総会（６月２７日土曜日）
《研究発表》
「明治初期の軍事権と警察権」
東洋大学大学院修了生 渡邊 潤一 氏
「13 世紀パリにおける聖職者筆録説教に見る説教の構造
－ラヌルフ・ド=ラ=ウブロニエールを例に－」
東洋大学卒業生 川原田 知也 氏
卒業論文発表会（５月３０日土曜日）
《発表論題》
「北前船の研究」
本学卒業生 石井 佑樹 氏
「嘉慶白蓮教徒の反乱」
本学卒業生 塚本 栄志 氏
「中世カスティーリャ王国における都市と王権」
本学卒業生 丹野 径彰 氏

新入生歓迎講演会（４月２２日水曜日）
《講 演》
「大学で歴史を学ぶということ」
本学教授 堀越 宏一 先生
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月４日土曜日）
《講 演》
「“戦国社会”を読む」
東洋大学大学院博士前期課程修了 田近 潔美 氏
2008 年度
小池喜明教授最終講義（2009 年１月１７日土曜日）
《講 義》
「士 魂 商 才」
本学教授 小池 喜明 先生
白山史学会第４６回大会（１１月２９日土曜日）
《研究発表》
「日宋貿易における貿易品管理について」
東洋大学大学院博士前期課程修了 戸張 真
氏
「前四世紀アテナイにおける鉱業について」
東洋大学大学院博士前期課程修了 山田 伊織
氏
《公開講演》
「儒者と開国 －象山と淡窓－」
東洋大学教授 小池 喜明 氏
「簡牘に記された律令」
中央大学名誉教授 池田 雄一 氏
白山史学会臨時総会（１０月１８日土曜日）
白山史学会総会（６月２８日土曜日）
《研究発表》

「秋田藩領在地修験の寺院経営に関する一考察」
東洋大学大学院博士後期課程 松野 聡子 氏
「遼「許従贇墓誌銘」考釈」
東北大学大学院博士後期課程 工藤 寿晴 氏
卒業論文発表会（５月２４日土曜日）
《発表論題》
「後北条領国における交通・流通について」
本学卒業生 角尾 直紀 氏
「玄奘の唐王朝における立場」
本学卒業生 伊藤 文香 氏
「近代イギリス経済の発展」
本学卒業生 一塚 葉子 氏
新入生歓迎講演会（４月２５日金曜日）
《講 演》
「中国の民族政策と民族問題 ～チベット問題をめぐって～」
本学教授 谷口 房男 先生
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月４日金曜日）
《講 演》
「身近にある歴史学 －歴史への興味を導く「アンテナの張り方」－」
東洋大学大学院博士後期課程 松野 聡子 氏
2007 年度
第１１回 月例会（３月１日土曜日）
《批判報告》
竹内 洋介 氏「唐末期の中央官僚 －主要官職の人的構成を中心に－」
批判
東洋大学大学院博士後期課程 玉野 卓也 氏
荒川 将 氏「柏崎県郡中議事者制の成立過程」批判
江東区教育委員会文化財専門員 龍澤 潤 氏
第４５回 白山史学会大会（１１月２４日土曜日）
《研究発表》 １３：３０より

「唐末期の中央官僚－主要官職の人的構成を中心に－」
東洋大学大学院博士後期課程 竹内 洋介 氏
「柏崎県郡中議事者制の成立過程」
中央大学大学院博士後期課程 荒川 将 氏
《公開講演》 １５：３０より
「戦国日本の宗教について」
東洋大学教授 神田 千里 氏
「百年戦争とは何だったのか」
東京大学名誉教授 城戸 毅 氏
第１０回 月例会（１０月６日土曜日）
《批判報告》
生島 修平 氏｢朱雀大路の存続と行幸路」批判
東洋大学大学院文学研究科博士課程前期修了 釜田 岳
氏
白山史学会総会（６月２３日土曜日）
《研究発表》
｢朱雀大路の存続と行幸路」
東洋大学大学院博士後期課程在学 生島 修平
氏
「選挙買収に見る共和政末期ローマの選挙」
学習院大学大学院博士後期課程在学 丸亀 裕司
氏
卒業論文発表会（５月１９日土曜日）
《発表論題》
「60 年安保と丸山眞男」
本学卒業生 岩下 大輔 氏
「孫呉の政権基盤」
本学卒業生 松田 邦幸 氏
「フランス王権と国王の身体」
本学卒業生 田中 恵美 氏
新入生歓迎講演会（４月１１日水曜日）
《講 演》

「歴史学への招待 －白山史学会・史学科へようこそ－」
本学教授 大豆生田 稔 先生
新入生歓迎「歴史学への招待」（４月５日木曜日）
《講 演》
「羅生門の存続 －通説批判からの考察－」
東洋大学大学院博士後期課程 生島 修平 氏
「貢挙・「儀礼」・選選 －唐代史研究への招待－」
東洋大学大学院博士後期課程 竹内 洋介 氏
2006 年度
第９回 月例会（２００７年１月２７日土曜日）
《自由報告》
「浄御原考選法の再検討」
東洋大学博士後期課程単位取得退学 藤原 雅史
氏
《批判報告》
椎名 和宏 氏 大会報告「近世前中期の在方町と「惣百姓」」批判報告
江東区文化財専門員 龍澤 潤 氏
玉野 卓也 氏 大会報告「北魏における軍鎮将の出自について」」批判報
告
お茶の水女子大学教授 窪添 慶文 氏
第４４回 白山史学会大会（１１月２５日土曜日）
《研究発表》
「近世前中期の在方町と「惣百姓」」
千葉県史料研究財団 椎名 和宏 氏
「北魏における軍鎮将の出自について」
東洋大学大学院博士後期課程 玉野 卓也 氏
《公開講演》
「アンティフォンという人物 －研究回顧、前 411 年の政変－」
東洋大学教授 髙畠 純夫 氏
「近世村落史研究を拡げる」
一橋大学 渡辺 尚志
氏

第８回 月例会（１０月２１日土曜日)
《自由報告》
「石清水八幡宮領試論 ～善法寺家領丹波国佐野荘などの事例から」
八潮市文書保存専門員 功刀 俊宏
氏
第７回 月例会（７月２２日土曜日）
《自由報告》
「古代における都城政策の研究」
東洋大学大学院博士前期課程 生島 修平 氏
《批判報告》
細谷 亨 氏 大会報告「『満洲』農業移民の経営・生活実態
ー移民関係史料にみる農業移民の生活意識を中心にー」批判報
告
本学大学院博士後期課程 白田 拓郎 氏
飛鳥馬 一峰 氏 大会報告「13 世紀前半の教皇と都市ローマの関係
～教皇によるローマ往還の検討を通じて～」批判報告
東京大学大学院博士課程 藤崎 衛 氏
第３５回白山史学会総会（６月２４日土曜日）
《研究発表》
「「満州」農業移民の経営・生活実態
－移民関係史料にみる農業移民の生活意識を中心に－」
横浜国立大学大学院博士後期課程 細谷 亨
氏
「13 世紀前半の教皇と都市ローマの関係
～教皇によるローマ往還の検討を通じて～」
中央大学大学院博士後期課程 飛鳥馬 一峰
氏
卒業論文発表会（５月２０日土曜日）
《発表論題》
「榎本武揚研究」
本学卒業生 山岸 寛明 氏
「孫呉政権の大義名分 －その変遷について－」

本学卒業生 川越 亮 氏
「ハプスブルグ帝国内ガリツィア地域におけるウクライナ人民族意識の発
達」
本学卒業生 田中 紗和子 氏
新入生歓迎講演会（５月９日火曜日）
《講 演》
「史料の話」
東洋大学教授 髙畠 純夫 先生
新入生歓迎「歴史学への招待」(４月５日水曜日)
《講 演》
「江戸時代の村を調べる ―下総国佐原村を事例に―」
千葉県史料研究財団 椎名 和宏 氏
「北魏における「軍鎮」を研究すること」
東洋大学大学院博士後期課程 玉野 卓也 氏
2005 年度
第６回 月例会
《批判報告》
白田 拓郎 氏 報告「民国初期の『防穀令』と東アジア市場
―日本における「中国米」輸入の展開―」批判
東洋大学教授 大豆生田 稔
氏
川原田 知也 氏 報告「説教師と『聖女』の関わり
―ジャック・ド・ヴィトリとワニーのマリから見る 13 世紀における説教権―」」
批判
中央大学大学院博士後期課程 三浦 麻美 氏
第４３回大会・研究発表会(１１月２６日 土曜日）
《公開講演》
「清代「封禁」論再考～西南中国の視点から」
学習院大学教授 武内 房司
氏
「産業革命前後の主食消費 ―米食の拡大―」

東洋大学教授 大豆生田 稔
氏
《研究発表》
「説教師と「聖女」の関わり
―ジャック・ド・ヴィトリとワニーのマリから見る 13 世紀における説教権
―」
中央大学大学院博士後期課程 川原田 知也
氏
「民国初期の「防穀令」と東アジア市場
―日本における「中国米」輸入の展開―」
本学大学院博士後期課程 白田 拓郎 氏
第５回 月例会（７月１６日 土曜日）
《卒業論文報告》
「平城京における東西市の存在意義について」
本学大学院博士前期課程 1 年 生島 修平
氏
「近世の地方における修験神主の活動と役割」
本学大学院博士前期課程 1 年 松野 聡子
氏
「浜口雄幸内閣期の対中国政策」
本学大学院博士前期課程 1 年 中山 徹 氏
「将軍のエイザンゲリア ―前 5 世紀アテナイの政治的権力闘争―」
本学大学院博士前期課程 1 年 木川 芙美 氏
「王政復古期以降におけるロンドン社会」
本学大学院博士前期課程 1 年 山川 和廣 氏
《総会批判報告》
新藤 浩二 氏 報告「芳澤謙吉大使の仏印視察の意義について」批判
東洋大学大学院博士後期課程 白田 拓郎 氏
小池 求 氏 報告「視察団としてのドイツへの『謝罪使』
―光緒新政の観点から―」批判
学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士後期課程 倉嶋
真美 氏
第３４回白山史学会総会(６月２５日 土曜日）
《研究発表》

「芳澤謙吉大使の仏印視察の意義について」
東洋大学大学院修士課程修了生 新藤 浩二
氏
「視察団としてのドイツへの「謝罪使」―光緒新政の観点から―」
東京大学大学院 小池 求 氏
卒論発表会(５月２１日 土曜日）
《発表論題》
「明治初年の徳島藩における稲田家分藩独立運動について」
本学卒業生 水沼 亜希 氏
「16 世紀末から 17 世紀初頭のアレッポ州」
本学卒業生 杜 幸彦 氏
「王政復古期以降におけるロンドン社会」
本学卒業生 山川 和廣 氏
新入生歓迎講演会（４月２６日 火曜日）
《講 演》
「遣唐留学生「井真成」墓誌と遣唐使に面会した「杜嗣先」墓誌」
東洋大学教授 高橋 継男 先生
新入生歓迎「歴史学への招待」(４月８日 金曜日)
《講 演》
「パンとサーカス」
学習院大学大学院博士前期課程 2 年 丸亀 裕司
氏
「軍隊を「研究」すること ―日本陸軍を事例として―」
神奈川県立公文書館 中村 崇高 氏
2004 年度
第４回月例会(２００５年１月８日 土曜日）
《卒論報告》 「ルネサンス期フィレンツェにおける社会的意義に関する考
察」
東洋大学院博士前期課程１年 井澤 良美
氏
《批判報告》 松本 剣志郎 氏 大会報告「道奉行と都市江戸」批判

千葉大学大学院博士課程満期退学 青木 祐一
氏
岩間 俊彦 氏 大会報告「産業革命期における地方都市の公共制度
─ハリファクスにおける概要、1780－1850 年」批判
桜美林大学文学部英語英米文学科講師 出島 有紀
子 氏
第３回月例会（１２月１１日 土曜日）
《研究報告》
「幕末期における岩倉具視の新政府構想」
東洋大学大学院博士前期課程 和田 勤
氏
「足利義昭政権の政権構造」
東洋大学非常勤講師 久野 雅司 氏
第４２回大会・研究発表会（１１月２７日 土曜日）
《公開講演》
「クライシュ族再考」
東洋大学教授 後藤 明 氏
「中世の古文書」
東京大学教授 五味 文彦 氏
《研究発表》
「道奉行と都市江戸」
東洋大学大学院博士後期課程 松本 剣志郎
氏
「産業革命期における地方都市の公共制度
─ハリファクスにおける概要、1780－1850 年」
東京都立大学講師 岩間 俊彦 氏
第２回月例会(７月１８日 日曜日)
《批判報告》
渡辺 賢一郎 氏 総会報告「日本の黄禍論対策と人種主義
―ヴァームベーリ『黄禍』の検討と日本におけるツラン主義思想の分
析―」批判
東洋大学大学院修了生 中村 崇高 氏
《研究報告》

「満州経営と食糧事情 ―在満日本人による水田事業を例に―」
東洋大学大学院博士後期課程 白田 拓郎
氏
第３３回総会・研究発表会（６月２６日 土曜日）
《研究発表》
「（推定）古代駅家遺跡の建物構造について」
東洋大学大学院修了生 根本 靖 氏
「日本の黄禍論対策と人種主義
―ヴァームベーリ『黄禍』の検討と日本におけるツラン主義思想の
分析―」
東洋大学非常勤講師 渡辺 賢一郎 氏
卒業論文発表会（５月１５日 土曜日）
《発表論題》
「維新政権の地方支配」
本学卒業生 荒川 将 氏
「墓葬からみた二里頭文化」
本学卒業生 長尾 宗史 氏
「ユリウス・カエサルの政治的昇進過程」
本学卒業生 丸亀 裕司 氏
2003 年度
新入生歓迎「歴史学への招待」（2003.4.4）
「女髪結 ―近世の民衆―」（東洋大学大学院生 松本 剣志郎）
「醇親王、ドイツへの旅」（東京大学大学院生 小池 求）
新入生歓迎講演会（2003.5.12）
「ムハンマド伝の虚実」（東洋大学教授 後藤 明）
卒業論文発表会（2003.5.17）
「越後上杉氏の領国形成」（丸山 朋子）
「古代ギリシアにおける戦争と重装歩兵」（渡邊 愛子）
「後漢後期における宦官・外戚と豪族出身官僚の対立について」（落合
一）

第 32 回総会・研究発表会（2003.6.28）
「唐代における茶税の成立とその変遷」（明治大学大学院修了生 阿部
大）
「上杉謙信の朝廷・幕府との交渉」（東洋大学大学院修了生 田口 至）
第 41 回白山史学会大会 公開講演（2003.11.29）
「歴史学における比較の観点の再評価について」（学習院大学教授 福井
憲彦）
「頼み証文と地域社会」（東洋大学教授 白川部 達夫）
第 41 回白山史学会大会 研究発表（2003.11.29）
「８世紀後半の日羅関係 ―宝亀 10 年新羅使を中心として―」（國學院大
學日本文化研究所研究員 平澤 加奈子）
「西夏軍の特徴と北宋軍の対策」（中央大学大学院文学研究科東洋史学
専攻博士後期課程 大室 智人）
白山史学会ホームページ開設（2003.12）
2002 年度
新入生歓迎史料紹介（2002.4.4）
「上杉謙信の上洛」（東洋大学大学院修了生 田口 至）
「見えるもの／見せたいもの ―ディズニーランドをめぐるおはなし―」（中
央大学大学院博士後期課程 土方 史織）
新入生歓迎講演会（2002.4.15）
「史書と出土文字史料」（東洋大学教授 森 公章）
卒業論文発表会（2002.5.11）
「鎌倉末期・南北朝期の社会情勢に見る海賊的悪党」（高良 吉仁）
「清末期の対独政策について」（小池 求）
「ドイツ中世東方植民期における領域権力」（吉野 幸一）
第 31 回総会・研究発表会（2002.6.29）
「14 世紀フランスにおける会計院と租税制度」（東洋大学助教授 堀越 宏

一）
「丹波国大山荘における荘家の守護勢力対策 ―交渉の諸形態と荘家の
実状―」（東洋大学院修了生 村上 潔）
第 40 回白山史学会大会 公開講演（2002.11.30）
「日本から見た東アジアと中国から見た東アジア」（山梨大学教授 金子
修一）
「『参天台五臺山記』の面白さ ―日本情報の伝達と国際認識―」（東洋大
学教授 森 公章）
第 40 回白山史学会大会 研究発表（2002.11.30）
「村落富豪とその経営」（東洋大学大学院修了生 釜田 岳）
「コムニノス政権成立期のビザンツ人文主義 ―ヨアニス・イタロスに関す
る三つのイコン観―」（東洋大学非常勤講師 都甲 裕文）
2001 年度
新入生歓迎史料紹介（2001.4.9）
「謙信・信玄・川中島」（東洋大学大学院博士前期課程 田口 至）
「西洋中世の十字軍説教」（中央大学大学院博士後期課程 川原田 知
也）
新入生歓迎講演会（2001.5.7）
「大学で学ぶ歴史学」（東洋大学教授 山極 潔）
卒業論文発表会（2001.5.19）
「秩父事件における在地自由党員の動向について」（真下 滋充）
「北宋時代における対西夏軍備の変遷について」（大室 智人）
「13 世紀キリスト教支配下の異教徒」（飛鳥馬 一峰）
白山史学会総会・研究発表会（2001.6.30）
「遼代史の位置づけへの再検討」（東北大学大学院博士前期課程 工藤
寿晴）
「『考状』の成立」（東洋大学大学院博士後期課程 藤原 雅史）
第 39 回白山史学会大会 公開講演（2001.12.1）

「数字でみるスターリンの大テロル」（東洋大学教授 山極 潔）
第 39 回白山史学会大会 研究発表（2001.12.1）
「飯沼大夫判官と両統迭立 ―平頼綱政権の再評価―」（東洋大学非常勤
講師 細川 重男）
「琉球使節の研究」（東洋大学大学院博士後期課程 渡名喜 守太）
田中文庫設立
2000 年度
新入生歓迎講演会（2000.5.8）
「歴史学と思想」（東洋大学教授 小池 喜明）
卒業論文発表会（2000.5.20）
「上杉謙信の関東進出」（田口 至）
「理藩院体制下におけるモンゴル統治」（大貫 康範）
「中世ドイツ貴族の家族と家系」（榎本 絵美）
白山史学会総会・研究発表会（2000.6.22）
「勅書・説教・エクセンプラにみる第五回十字軍の宣伝」（中央大学大学院
博士後期課程 川原田 知也）
「天正期徳川氏の信濃支配
―天正十年代の政治動向と領国構造の考察を通じて―」（東洋大学大
学院博士後期課程 柴 裕之）
第 38 回白山史学会大会 公開講演（2000.11.25）
「戦国の村の城」（帝京大学文学部史学科教授 藤木 久志）
第 38 回白山史学会大会 研究発表（2000.11.25）
「ウィルソンの仏教研究」（東北大学大学院博士前期課程 吉田 和典）
「戦国期における商人の文書管理について」（東洋大学大学院博士後期
課程 功刀 俊宏）
1999 年度

新入生歓迎講演会 （1999.4.23）
「「元禄繚乱」の時代」（東洋大学教授 大野 瑞男）
卒業論文発表会（1999.5.8）
「称名寺式土器の文様の系統について」（平山 惠一）
「遼の州県支配について
―遼における「唐宋変革」を考える上で―」（工藤 寿晴）
「古代ギリシア社会における兵制について
―トゥキュディデスの『戦史』に見る傭兵の使用と市民の変質―」（志間
暁）
白山史学会総会・研究発表会（1999.6.26）
「検閲制度に関する一考察 ―日露戦争期の埼玉県を事例として―」（東
洋大学大学院 中村 崇高）
「ガスプリンスキーの「共通トルコ語」における政治性」（東洋大学卒業生
渡辺 賢一郎）
月例会（1999.10.11）
研究発表
「後期水戸学における矛盾について
―戊午の密勅事件を前提として―」（東洋大学大学院修士課程 鈴木
直哉）
第 37 回白山史学会大会 公開講演（1999.11.27）
「ヘロトドスとトゥキュディデス ―歴史の誕生―」（東京大学大学院人文社
会系研究科教授 桜井 万里子）
「松平信綱 ―その幕政と藩政―」（東洋大学教授 大野 瑞男）
第 37 回白山史学会大会 研究発表（1999.11.27）
「ベトナム・チャム族の古書にみる歴史認識と環境認識」（東京大学大学院
修士一年 新江 利彦）
「女学雑誌の果たした役割 ―婦人矯風会の場合を中心に―」（東洋大学
大学院博士後期課程 早野 貴久江）
1998 年度

新入生歓迎講演会（1998.4.24）
「北部ベトナム歴史民族調査」（東洋大学教授 谷口 房男）
卒業論文発表会（1998.5.9）
「江戸時代後期の出版文化」（大道 晃義）
「チョーラ朝における地方自治」（吉田 和典）
「教皇と十字軍」（川原田知也）
白山史学会総会・研究発表会（1998.6.27）
「開港直後における在郷茶商の流通経路
―相州伊勢原加藤宗兵衛家を事例として―」（東洋大学大学院修了
龍澤 潤）
「元豊敕令格式をめぐって」（東洋大学卒業生 山内 四郎）
月例会（1998.10.17）
活動報告
「夏期合宿報告 ―田沼政権における経済政策―」（近世史研究会）
「東アジアの国際秩序」（近現代史研究会）
「政策決定における皇帝」（東洋史研究会）
研究発表
「甲府勤番と甲府勝手小普請に関する一考察」（東洋大学大学院修士課
程 永田 亮一）
第 36 回白山史学会大会 公開講演（1998.11.28）
「清代の貿易絵画とヨーロッパのシノアズリー」（渡部 武）
「イギリス民衆運動史への新しい視角 ―カロライン王妃事件―」（東洋大
学教授 岡本 充弘）
第 36 回白山史学会大会 研究発表（1998.11.28）
「天文・永禄年間の室町幕府政所料所について ―政所頭人伊勢貞孝の
動向を中心に―」（松村 正人）
「家光政権期の沿岸警備体制に関する再検討」（松尾 晋一）
1997 年度

新入生歓迎講演会（1997.5.9）
「イギリスとウェールズ ―あるチャーチストの話―」（東洋大学教授 岡本
充弘）
卒業論文発表会（1997.5.10）
「織田政権期の東国と滝川一益 ―天正十年期情勢を中心に―」（柴 裕
之）
「元代江南の銀蓄積について」（萬濃 宏朋）
「帝政ロシア末期におけるパン＝トルコ主義
―イスマイル・ベイ・ガスプリンスキーを中心に―」（渡辺 賢一郎）
白山史学会総会・研究発表会（1997.6.28）
「明治二十年代のナショナリズムについて
―陸羯南の思想を中心に―」（東洋大学大学院修了 大塚 牧）
「アンゲロス朝期(1185-1204)における
コンスタンティノープル市民の対西欧観」（東洋大学卒業生 高橋 英
樹）
月例会（1997.10.4）
活動報告
「民衆」（古代史研究会）
「戦国期徳川氏の位置づけ」（中世史研究会）
「アジアとは何か」（アジア歴史研究会）
研究発表
「天正十年代前半の信濃における政治動向について」（東洋大学大学院
藤川 晃）
第 35 回白山史学会大会 公開講演（1997.11.29）
「会社の誕生」（フェリス女学院大学教授 高村 直助）
「東西教会の『シスマ』再考」（東洋大学助手 都甲 裕文）
第 35 回白山史学会大会 研究発表（1997.11.29）
「能海寛の見た長江三峡」（東洋大学卒業生 飯塚 勝重）
「郷戸・房戸制導入の一視角 ―烟の用字法の展開をめぐって―」（東洋
大学大学院修了 湯川 善一）

1996 年度
新入生歓迎講演会（1996.4.25）
「歴史学と史料」（東洋大学教授 高橋 継男）
卒業論文発表会（1996.5.11）
「シェイフ＝サイドの反乱についての一考察」（清川 森）
「漢代における震災後の対応策について」（柏木 邦子）
「律令成立過程における皇親について
―皇親時服に見る皇親の位置づけを中心に―」（塚越 理恵子）
白山史学会総会・研究発表会（1996.6.29）
「十八世紀末朝鮮における天主教信徒の西洋船請願計画
―『鄭鑑録』思想と関連して―」（東洋大学非常勤講師 鈴木 信昭）
「織田政権の京都支配 ―村井貞勝を中心として―」（東洋大学修士課程
修了 久野 雅司）
月例会（1996.10.9）
研究発表
「天狗党と田中愿蔵 ―幕末・水戸藩内乱の一側面―」（東洋大学大学院
加藤 由利子）
第 34 回白山史学会大会 公開講演（1996.11.30）
「あるフランス中世貴族の家系 ―その意識と現実―」（東洋大学講師 堀
越 宏一）
「滝口の武者 ―その武力をめぐって―」（学習院大学教授 笹山 晴生）
第 34 回白山史学会大会 研究発表（1996.11.30）
「安政四年の島津斉彬構想の実現化過程」（東洋大学大学院 遠藤 淳
一）
「第一次大戦期における英国の児童雇用と教育
―農業労働を中心として―」（東洋大学卒業生 水野 雅江）
1995 年度

新入生歓迎講演会（1995.4.20）
「織田信長と一向一揆」（東洋大学教授 神田 千里）
卒業論文発表会（1995.5.13）
「幕末明治初年の北方政策について」（砂川 優）
「漢代の大鴻臚について」（渋谷 康子）
「イギリス革命と魔女探し」（古前田 一人）
白山史学会総会・研究発表会（1995.6.24）
「土馬試論」（東洋大学大学院 和田 龍介）
「ローマ帝政初期における皇帝と元老院」（東洋大学卒業生 渡辺 理和）
月例会（1995.10.11）
第 33 回白山史学会大会 公開講演（1995.11.25）
「近世後期の江戸相撲」（学習院大学教授 高埜 利彦）
「広西土官の族譜について」（東洋大学教授 谷口 房男）
第 33 回白山史学会大会 研究発表（1995.11.25）
「江戸幕府直轄軍の形成 ―将軍親衛隊の成立をめぐって―」（東洋大学
非常勤講師 小池 進）
「1933 年以前のナチスの社会的基盤」（青山学院大学博士前期課程 瀬
川 和人）
1994 年度
新入生歓迎講演会（1994.4.21）
「第一次大戦前後の『財界人』 ～和田豊治の日記から～」（東洋大学教授
田中 陽兒）
卒業論文発表会（1994.5.14）
「幕末明治初年の北方政策について」（古賀 英樹）
「宋代京城の治安行政」（川口 美香）
「「正義の法典」におけるマニャーティ(magnati)について」（森安 由美子）
白山史学会総会・研究発表会（1994.6.25）

「『日本一鑑』の評議について」（東洋大学助手 中島 敬）
「明・清初の大藤峡瑤族社会
―大藤峡反乱と石牌制度をめぐる一試論―」（東洋大学卒業生 松浦
均）
月例会（1994.10.12）
第 32 回白山史学会大会 公開講演（1994.11.26）
「中世一向宗の実像」（東洋大学教授 神田 千里）
「ロシアの日本海進出とムラヴィヨフ＝アムールスキー」（創価大学教授
加藤 九祚）
第 32 回白山史学会大会 研究発表（1994.11.26）
「遼代聖宗期における漢人官僚」（東洋大学卒業生 三宅 美和子）
「『日本書紀』の屯倉について」（東洋大学卒業生 黒瀬 之恵）
1993 年度
新入生歓迎講演会（1993.4.22）
「第一次大戦前後の『財界人』 ～和田豊治の日記から～」（東洋大学助教
授 大豆生田 稔）
卒業論文発表会（1993.5.25）
「一九世紀末から二〇世紀初頭におけるヨーロッパのユダヤ思想」（小熊
かすみ）
「漢代の大后臨朝について」（榎本 滋）
「豊臣秀吉の朝鮮出兵について
―朝鮮出兵にみる豊臣政権と島津氏の『貿易』観とその位置づけ―」
（千葉 恵菜）
白山史学会総会・研究発表会（1993.6.23）
「いわゆる『得宗家公文所奉書』について」（立正大学大学院研究生 細川
重男）
「イギリス＝アイルランド条約について考える
―コリンズとデ・ヴァレラの関係を中心に―」（東洋大学卒業生 飯塚
陽子）

月例会（1993.10.14）
第 31 回白山史学会大会 公開講演（1993.12.4）
「『文明』としてのソ連」（東京大学助教授 石井 規衛）
「ジュシェンとマンジュ」（フェリス女学院大学教授 石橋 秀雄）
第 31 回白山史学会大会 研究発表（1993.12.4）
「十八世紀後半のリーズにおける土地の利用状況」（東洋大学卒業生 岩
間 俊彦）
「鎌倉時代後期における防長守護北条氏 ―守護代の検討を通じて―」
（東洋大学卒業生 児玉 眞一）
1992 年度
新入生歓迎講演会（1992.4.23）
「チャーチスト運動研究について」（東洋大学助教授 岡本 充弘）
卒業論文発表会（1992.6.13）
「一九二〇年代「満州」における大豆流通機構の展開」（井澤 律子）
「元代の漢人政策」（阿部 毅）
「リューベック市建設期の市民自治について」（花輪 恵）
白山史学会総会・研究発表会（1992.6.27）
「英国の安全保障と低地地域」（東洋大学卒業生 岡部 伸晃）
「竪穴建物跡の実体論的研究」（東洋大学大学院 駒沢 悦郎）
月例会（1992.10.14）
第 30 回白山史学会大会 公開講演（1992.11.28）
「国号隋字攷」（東洋大学助教授 高橋 継男）
「近代ヨーロッパ民衆の「個と共同性」
―ペルディギエの『職人組合の書』をめぐる問題―」（日本女子大学教
授 喜安 朗）
第 30 回白山史学会大会 研究発表（1992.11.28）

「牧別当に関する一考察 ―中世武士団への展望をこめて―」（東洋大学
大学院修了 町田 有弘）
「アレクシオス一世コムネノスの対十字軍政策 ―東北部を中心に―」（東
海大学研修員 都甲 裕文）
1991 年度
新入生歓迎講演会（1991.4.18）
「中国思想と日本人の生活」（東洋大学教授 田中 健夫）
卒業論文発表会（1991.6.1）
「遣明船派遣と五山 ―蔭凉職を中心に―」（峯岸 早苗）
「北宋・遼間の 場貿易について ―雄州の地域性を中心に―」（内田 朋
美）
「パレスチナ問題における経済的側面
―合衆国中東石油経済とイスラエル建国の関連性について―」（竹原
典子）
白山史学会総会・研究発表会（1991.6.29）
「鎌倉期の安藝国小早川氏に関する基礎的考察」（東洋大学大学院 平
林 哲史）
「江戸中期札差株仲間について」（東洋大学大学院 山田 恭裕）
「一四七四年のユトレヒト条約の意義」（早稲田大学大学院 安部 牧子）
月例会（1991.10.16）
第 29 回白山史学会大会 公開講演（1991.11.30）
「幕末期旗本用人の生活とその機能」（東京大学教授 宮地 正人）
「豊臣蔵入地から幕領へ」（東洋大学助手 曽根 勇二）
第 29 回白山史学会大会 研究発表（1991.11.30）
「楚墓の特色と楚都について」（千葉県立葛南工業高校教諭 佐藤 三千
夫）
「転封をめぐる思想と実態 ―東北部を中心に―」（東洋大学大学院修了
浪江 健雄）
「ガリレオとメディチ家 ―科学者とパトロンの関係―」（慶應義塾大学大学

院 北田 葉子）
1990 年度
新入生歓迎講演会（1990.4.23）
「明代広西少数民族と十家牌法 ―王守仁の民族政策―」（東洋大学助教
授 谷口 房男）
卒業論文発表会（1990.5.19）
「十六世紀における堺についての一考察」（須田 和明）
「チャンパー亡国の年代について」（新江 利彦）
白山史学会総会・研究発表会（1990.6.30）
「都市型博物館の観点」（東洋大学非常勤講師 小金井 靖）
月例会（1990.10.13）
第 28 回白山史学会大会 公開講演（1990.11.17）
「歴史のなかのペレストロイカ」（東京大学教授 和田 春樹）
「戦前日本の食糧問題と食糧政策」（東洋大学助教授 大豆生田 稔）
第 28 回白山史学会大会 研究発表（1990.11.17）
「嘉暦の騒動と北条高時政権」（立正大学大学院 細川 重男）
「遼代聖宗期の民族関係 ―東北部を中心に―」（日本大学大学院 阿部
美和子）
1989 年度
新入生歓迎講演会（1989.4.21）
「古代における戦争と平和」（東洋大学教授 鬼頭 清明）
卒業論文発表会（1989.5.13）
「中世宮廷における学問とその影響について ―花園院を中心として―」
（長永 孝弘）
「明末の土司・土官の軍事的役割 ―四川女土官秦良玉を通して―」（相
沢 和代）

「得宗被官としての尾藤氏」（井上 恵美子）
白山史学会総会・研究発表会（1989.6.24）
「ガリレオとルネサンスの言語文化」（北田 葉子）
「家綱政権の一考察 ―若年寄の再置について―」（鈴木 紀三雄）
「春秋時代の晋の公族と公族大夫について」（佐藤 三千夫）
月例会（1989.10.11）
第 27 回白山史学会大会 公開講演（1989.12.2）
「チャーティスト運動について」（東洋大学助教授 岡本 充弘）
「西安の歴史学会に参加して」（東京大学教授 池田 温）
第 27 回白山史学会大会 研究発表（1989.12.2）
「長屋王と白壁王 ―女系から見た皇位継承―」（佐藤 直子）
「中世北欧における贈与」（安部 牧子）
「若者組について ―武州地方の文書から―」（長坂 陽子）
1988 年度
卒業論文発表会（1988.5.7）
「昭和前期における良妻賢母主義教育」（臼井 麻里子）
「唐代の都市における商業活動について」（遠藤 智司）
「ハンガリー革命と農奴解放」（赤池 公子）
「牧における武士団の形成」（町田 有弘）
新入生歓迎講演会（1988.5.21）
「歴史を捉え直す」（東洋大学教授 大野 瑞男）
白山史学会総会・研究発表会（1988.6.18）
「明嘉靖初期の大同兵変と朱振」（諸星 健児）
「大坂御金蔵銀御為替金銀御用の創始について ―十人組と二人組の比
較から―」（曲田 浩和）
「ラス＝カサスとインディオの問題」（戸張 雅之）
月例会（1988.10.8）

「鄭舜功の来日について」（中島 敬）
第 26 回白山史学会大会 公開講演（1988.10.22）
「群馬県・終末期古墳の畿内的様相 ―上野国氏族分布と関連して―」
（東洋大学教授 鬼頭 清明）
「劉知幾の『史通』における時間と正当性について」（フランス国立科学研
究所研究員 ガー・ギニョン）
第 26 回白山史学会大会 研究発表（1988.10.22）
「トルーマン・ドクトリンの虚構と真理」（中村 幸広）
「戦国大名領国下の国人葛山氏について ―今川氏家臣団説・「後北条氏
家臣団説」より―」（大石 泰史）
「契丹人の異民族対策と異民族の対契丹反抗について」（阿部 美和子）
1987 年度
新入生歓迎講演会（1987.5.9）
「歴史と人間」（東洋大学教授 田中 陽兒）
卒業論文発表会（1987.5.16）
「明代正統年間における遼東の屯料の減少について」（諸星 健児）
「宝暦～天明期の藩政改革」（川口 康）
「共和党急進派による南部再建の挫折」（宮原 実）
白山史学会総会・研究発表会（1987.6.13）
「オアシス地場産業とシルクロード交易の原像」（真田 安）
「イギリス宗教改革の起源について」（志多伯 隆）
「古代の鉄製鍬先について」（野崎 進）
月例会（1987.10.3）
「近世藤川水運の研究」（永用 俊彦）
第 25 回白山史学会大会 公開講演（1987.10.31）
「英・仏・墺三国の博物館をめぐって」（東洋大学教授 玉口 時雄）
「遣隋使と国書問題」（東京大学名誉教授 西島定生）

第 25 回白山史学会大会 研究発表（1987.10.31）
「弥生時代における単位集団の基礎的研究」（佐伯 秀人）
「家光政権後期の権力構造」（小池 進）
「イタリア・ルネサンスにおけるキリスト教と異教精神」（飯野 しのぶ）
1986 年度
新入生歓迎講演会（1986.4.23）
「中国の史跡をたずねて」（東洋大学専任講師 高橋 継男）
卒業論文発表会（1986.5.10）
「一六世紀における堺商人の動向」（佐々木 正行）
「『魯語』について」（渕野 猛）
「近世後期村方騒動に関する一考察」（赤池 乃里子）
「新航路社会政策における労働委員会の立法化について」（松沢 努）
白山史学会総会・研究発表会（1986.6.14）
「観応の擾乱の本質について」（小菅 務）
「韓国における朝鮮天主教会史研究の動向」（鈴木 信昭）
「世紀末とアール・ヌーヴォー運動」（井出 ますほ）
月例会（1986.10.4）
「近世初期における将軍近習について」（小池 進）
第 24 回白山史学会大会 公開講演（1986.11.15）
「イヴァン雷帝と“ツァーリ”の称号」（東洋大学教授 田中 陽兒）
「中世の負担体系について ―上分をめぐって―」（神奈川大学教授 網野
善彦）
第 24 回白山史学会大会 研究発表（1986.11.15）
「第二次英印円卓会議におけるガンディーとアンベードカルの対立」（秋葉
ひとみ）
「遣唐使航路の変更と新羅との関係」（保科 富士男）
「一八一三年一二月二六日付内閣覚書とウィリアム・ピット」（岡部 伸晃）
1985 年度

新入生歓迎講演会（1985.4.24）
「歴史を学ぶ面白さ」（金本 正之）
白山史学会総会・研究発表会（1985.6.29）
「ウィルソン外交とシベリア干渉戦争」（五月女 弘明）
「明初の雲南対策」（小林 隆夫）
「唐入軍役と島津氏」（高橋 貞喜）
月例会（1985.10.12）
「豊臣期の宿駅と造船」（曽根 勇二）
第 23 回白山史学会大会 公開講演（1985.11.16）
「マレーシア人の洗夫人信仰」（東洋大学専任講師 谷口 房男）
「日米関係の流れ」（東京女子大学教授 猿谷 要）
第 23 回白山史学会大会 研究発表（1985.11.16）
「独逸式陸軍の実相」（沢枝 洋一）
「後期藤樹学に於ける皇上帝信仰と道徳」（山口 勇）
月例会（1985.12.2）
1984 年度
白山史学会総会・研究発表会（1984.6.9）
「縄文土器動態論研究の現代的意義」（黒尾 和久）
「元の皇帝と科挙」（宇津 真美）
「チォンピ一揆の社会的性格」（古賀 久美子）
月例会（1984.10.6）
「長江を下って ―博物館を中心として―」（玉口 時雄）
第 22 回白山史学会大会 公開講演（1984.11.17）
「韓国における豊臣秀吉の朝鮮侵略研究」（東洋大学教授 田中 健夫）
「『絶対主義化論』 ―日本近世史の新たな総合のために―」（一橋大学教
授 佐々木 潤之介）

第 22 回白山史学会大会 研究発表（1984.11.17）
「里修験の一形態」（榎本 直樹）
「十字軍に関するカノン・ローの成立期の問題点について」（都甲 裕文）
月例会・卒業論文報告会（1985.1.19）
「チャーティスト運動をめぐるアイルランド人」（上野 智）
「唐後半期における唐朝と江淮地方」（西川 久恵）
「古代天皇権力と太政官について」（小島 正也）
「大正の自由教育運動」（波形 昭彦）
1983 年度
第 21 回白山史学会大会 公開講演（1983.11.26）
「幕府財政と藩財政」（東洋大学教授 大野 瑞男）
第 21 回白山史学会大会 研究発表（1983.11.26）
「古墳時代の葬送祭祀」（高橋 佳容子）
「中世搭頭寺院の所領経営方法について」（金子 宏）
「古代カシュミールの仏教事情」（蓮沼 龍子）
「海保青陵に関する一考察」（渡辺 正裕）
「先土器時代の遺跡の構造把握について」（町田 庸子）
「第二帝政指導者達と世論」（太田 哲嗣）
1982 年度

1981 年度

1980 年度

1979 年度

1978 年度

1977 年度

1976 年度
新入生歓迎講演会・月例会（1976.6.26）
「歴史を志す人のために」（東洋大学教授 寳月 圭吾・周藤 吉之）
月例会（1976.6.26）
「律令制下の浮浪・逃亡について」（東洋大学大学院 高橋 悦子）
「シェーナの Buon Governo の一考察 ―13 世紀のコムーネ政府の性格
―」（岩瀬 俊央）
白山史学会総会（1976.6.26）
月例会（1976.11.2）
白山史学会大会 公開講演（1976.11.20）
「高麗の兵制と宋の兵制との関係について
―特に鈴轄・巡検と牽竜について―」（東洋大学教授 周藤
吉之）
「徳政の性格について」（東洋大学教授 寳月 圭吾）
白山史学会大会 研究発表（1976.11.21）
「落合遺跡について」（市村 高規）
「現代中国における農民戦争史研究について」（小林 隆夫）
「室町幕府政所訴訟に付て二、三の門題点
―「政所賦銘引付」索引刊行にあたって―」（安西 欣治）
「イギリス市民革命期の通商政策について」（手塚 尚）
「蕃山と岡山藩」（竹内 仁子）
1975 年度

月例会（1975.5.24）
「ロシアにおける民族問題」（平坂 道明）
「新民主主義革命初期運動」（浅井 繁樹）
「上杉禅秀の乱と常陸国の諸氏」（烟田 幹衛）
月例会（1975.6.28）
「相良氏の新恩地支配 ―西遷御家人研究の動向に関連して―」（東洋大
学大学院 池田 公一）
白山史学会総会（1975.6.26）
月例会（1975.10.25）
「中期における室町幕府奉行人」（青山 由樹）
白山史学会大会 公開講演（1975.11.22）
「中国古代の帝王の名称について」（東洋大学助教授 相原 俊二）
白山史学会大会 研究発表（1975.11.23）
「縄文時代中期終末に於ける土器のあり方
―木浦遺跡出土の器を中心として―」（松本 富雄）
「常陸における初期門徒と奥郡」（幸村 恒夫）
「西域同文志「天山南路部人名」考」（真田 安）
「イスラム地理書「フヅード・アルアラム」に見えた中国記事について」（渡
辺 宏）
「幕藩制国家形成期の村落 ―二、三のむらの特質の究明―」（高橋 広
明）
「近代社会構造論」（池谷 広司）
月例会（1975.12.13）
「第一次国内革命戦争期の広東農民運動」（山口 誠）
「熱心党の再評価」（永友 裕之）
「島原藩の家臣に関する一考察」（原口 雅瑞）
月例会・卒業論文発表会（1976.1.17）
「陳氏越南における少数民族の動向」（千倉 千恵子）
「武一騒動に関する一考察 ―世直し状況論との関連において―」（清水

一晴）
「十八世紀フランス社会の一考察」（安 三枝子）
「八王子織物業の成立について」（中島 和夫）
1974 年度
月例会（1974.5.28）
「多胡碑・山ノ上碑と山ノ上古墳」（相京 邦彦）
「イタリア中世の農村」（岩瀬 俊央）
白山史学会総会・研究発表会（1974.6.29）
「南常陸の在地土豪土岐氏について」（平田 満男）
月例会（1974.10.26）
「アメリカ独立革命の史学史的再検討」（町野 智）
「近世史研究の動向と課題」（竹本 敬市）
白山史学会大会 公開講演（1974.11.23）
「古墳出土遺物に見られる呪術性」（東洋大学教授 玉口 時雄）
白山史学会大会 研究発表（1974.11.24）
月例会（1974.12.14）
「コンタード研究の一問題」（岩瀬 俊央）
「甲午農民戦争に関する一考察」（武藤 淳）
月例会・卒業論文報告会（1975.1.18）
「六朝時代の比丘尼について ―比丘尼伝を中心に―」（小林 よし子）
「熊沢蕃山の農兵論 ―農兵論・帰農論を中心に―」（竹内 仁子）
「ゲーテとフランス革命」（仲 邦男）
「吉田松陰の海外知識」（鈴木 和子）
1973 年度
月例会（1973.5.26）
「国民の歴史観と歴史学」（当麻 実）

「中国の時代区分について ―六朝史研究の動向から―」（東洋大学助手
谷口 房男）
白山史学会総会・研究発表会（1973.6.9）
「イタリア中世都市研究史と動向」（岩瀬 俊央）
「鎌倉幕府成立時期について」（東洋大学大学院修了 広川 誠）
読書会（1973.10.8, 13）
テーマ「共同体の基礎理論」
月例会（1973.10.27）
「遊牧ウイグル帝国の崩壊について ―研究動向を中心として―」（薬師寺
茂）
「ネーデルラント中世史について」（手塚 尚）
白山史学会大会 公開講演（1973.11.24）
「幕末における知識人と欧米社会」（東洋大学教授 沼田 次郎）
白山史学会大会 研究発表（1973.11.25）
「関東地方における縄文中期社会の発展と経済
―とくに貯蔵用土拡を中心として」（東洋大学大学院 折原
繁）
「黄龍一雙についての考」（東洋大学職員 飯塚 勝重）
「室町期の代官請について ―大山庄と日根野庄を中心に―」（東洋大学
大学院 鷲尾 政市）
「カシュガリアの伯克の支配力について」（中央大学大学院 真田 安）
「宝暦～天明期の年貢負担について
―播州飾西郡前之庄組杉之内村を中心にして―」（東洋大
学大学院 竹本 敬一）
月例会・卒業論文報告会（1974.1.19）
「三国時代の士大夫 ―蜀・呉各政権と絡めて―」（後藤 文雄）
「蘇我氏についての考察」（畠山 信弘）
「ムハンマド・アリの土地制度改革の性格」（五十嵐 やす子）
「ロマン・ロラン研究 ―世界史的個人の思想・芸術と歴史認識―」（森近
敬治）

「相良氏の動向 ―鎌倉期を中心として―」（池田 公一）
1972 年度
白山史学会総会・研究発表会（1972.6.24）
月例会（1972.10.7）
白山史学会大会 公開講演（1972.11.25）
「宋代佃戸の小作料減免をめぐる諸問題」（東洋大学教授 周藤 吉之）
白山史学会大会 研究発表（1973.11.26）
月例会（1972.12.20）
「出羽国村山地方における石高盛の問題点」（森 健一）
「一九世紀中期桐生絹織物工業の生産形態」（藤島 晴子）
「都市の産業資本について」（川添 洋）
1971 年度

1970 年度

1969 年度

1968 年度

1967 年度
白山史学会大会 公開講演（1967.11.25）
「中世の土地問題 ―特に検注を中心として―」（東洋大学教授 寳月 圭
吾）

白山史学会大会 研究発表（1967.11.26）
「承久の乱における京方武士について ―京方についた理由―」（中野
崇）
「中世ヨーロッパ異端運動のとらえかたに関する一考察」（柄崎 俊雄）
「足利成氏古河根拠の理由」（土岐 良典）
「林則徐の西洋に対する認識」（松本 正子）
「猿田河岸を中心とする渡良瀬川上流の漕運」（手塚 良徳）

