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大学史研究会 

第 37 回研究セミナー 

プログラム 
 

2014 年 11 月 29 日（土）～11 月 30 日（日） 

 

会場：九州大学 箱崎キャンパス 

箱崎理系地区 21 世紀交流プラザⅠ 

〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1 

（http://www.kyushu-u.ac.jp/student/facilities/plaza.php） 

 

 

 

 

参加費 ：会員・非会員（有職者）     2,000 円 

大学院生・非会員（非有職者）   1,000 円 

 

懇親会費：会員・非会員（有職者）     4,000 円 

大学院生・非会員（非有職者）   3,000 円 

 

 

 

＜出欠事前連絡のお願い＞ 

 

セミナー準備の都合により、事前に出欠を確認しています。同封のはがきに御氏名と出席

状況をご記入の上、11 月 10 日（火曜日）までに、必ずご投函いただきますようお願いい

たします。プログラムをお届してから期間が短く恐縮ですが、ご協力の程、よろしくお願

い致します。 
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＜プログラム＞ 

第１日目 11 月 29 日（土） 

会場：箱崎理系地区 21 世紀交流プラザⅠ 多目的ホール 
 

13：00～ 受付 

 

13：30～17：00 

シンポジウム「大学の存在意義を問う-大学と地域社会との関係から-」 

共催／九州大学大学文書館 

 

＜趣旨説明＞ 

現在、大学と地域社会の連携が自明の大学の理念の一つとして論じられています。しか

し、大学と地域社会が築いてきた関係を振り返ることなしに、その在り方を模索するとい

うのが現在の日本の大学の現状であると思われます。そこで、今求められることは、地域

社会とどのような関係を築きながら日本の大学が形成されてきたのか、大学と地域社会の

関係を歴史的にしっかりと踏まえていくことであると思います。大学が存在するというこ

と、それは地域社会にどのような影響を及ぼしてきたのでしょうか。本シンポジウムでは、

大学の設立が地域社会に与えてきた影響を検討することをとおして、大学の存在意義につ

いて改めて考えたいと思います。 

大学と地域社会の関係は、大学誘致の歴史からはじまるといっても過言ではなく、諸大

学で編纂された沿革史をはじめ大学誘致に関する多くの研究成果が蓄積されてきました。

本シンポジウムでは、大学誘致の過程というよりはむしろ、大学と地域社会がどのような

関係を築いてきたのかについて検討したいと考えております。 

そこで本シンポジウムでは、以下 2 つの論点を設定したいと思います。①大学の設立（あ

るいは大学の教育研究活動）が地域社会の形成にどのような影響を与えたのか。そして、

②地域社会の存在は教育研究活動を含めた大学の在り方にどのような影響を及ぼしたのか。

この 2 つの論点から大学と地域社会の関係について検討し、大学の存在意義は何かという

課題に迫りたいと考えています。 

 

 

＜パネリストとタイトル＞ 

報告 1 

近代都市の成立と大学町                      

木方 十根（鹿児島大学） 

報告 2 

  九州大学箱崎キャンパスをめぐる地域と人びと 

                市原 猛志（北九州市門司麦酒煉瓦館） 

報告 3  

地方国立大学は地域社会とどう関わってきたか－高松高商の取り組み－ 

山本 珠美（香川大学） 
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コメンテーター         折田 悦郎 会員（九州大学大学文書館） 

司会               井上 美香子 会員（九州大学大学文書館） 

 

全体討議（途中にショート・ブレイクをはさみます） 

 

17：15～17：45  総会 

 

18：00～     懇親会（於：九州大学工学部食堂） 

 

 

第２日目 11 月 30 日（日） 

会場：箱崎理系地区 21 世紀交流プラザⅠ 多目的ホール 
 

 

9:00～ 受付 

＜自由研究発表＞ 

司会：深野 政之（大阪府立大学） 

 

9：30～10：30 

「形成期パリ大学における大学団と托鉢修道会との対立をめぐって」 

松浦 正博（広島女学院大学） 

 

10：40～11：40 

「ランドグラント・カレッジと実践的科学 

―ペンシルバニア農学校初代学長エヴァン・ピューによる初期の農業科学と教育―」 

福留東土（東京大学） 

 

11：40～12：40             （昼食） 

 

12：40～13：40 

「戦時下九州帝国大学における「文化交流」 ―九州国際文化協会に着目して―」 

山本尚史（九州大学大学文書館） 

 

13:50～14:50 

「ケンブリッジ大学における自然科学と女性―1880年代から 1910年代までを中心に―」

香川 せつ子（西九州大学） 

 

15:00:～16:00 頃 

 九州大学箱崎キャンパス見学会、終了後解散 
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宿泊のご案内 

ご宿泊の手配につきましては、例年、会員各位でお願い致しております。しかし、今年度のセミ

ナーでは、11 月29日ご宿泊の福岡市内のホテルのほとんどが満室状態となっており、福岡市内で

の宿泊先を確保することが困難な状態となっております。 

そこで、今年度は、事務局にて以下のホテルを確保いたしておりますので、宿泊をご希望される

会員は、同封のハガキにてご連絡くださいますようよろしくおねがいします。 

なお、事務局で確保致しております部屋数には限りがございますため、ご宿泊のご予約は先着順

にさせていただきたいと思います。何卒ご容赦ください（お申込み受付後、受付完了のメールをお

送りいたします）。 

 

※ご希望の会員は下記の注意点をご一読くださいますよう合わせてお願い申し上げます。 

 

・HOTEL AZ 福岡和白（旧亀の井ホテル） 

所在地：〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘 

電話番号：092-605-3301 

ホテルへのアクセス：西鉄(貝塚線)和白駅から徒歩5分。 

セミナー会場へは、西鉄和白駅乗車→西鉄貝塚駅下車し、福岡市営地下鉄箱崎線・姪浜行（もし

くは福岡市営地下鉄箱崎線・中洲川端行）に乗り換え→福岡市営地下鉄箱崎九大前下車 

○チェックイン   ：2014年11月29日(土)   

○チェックアウト  ：2014年11月30日 (日)  

○部屋タイプ    ：シングル【禁煙】 

○料金      ：4580円  1泊2日  ☆朝食無料 

 

※注意点※ 

・お支払いは、ホテルチェックイン時に、会員各位でよろしくおねがいします。 

・キャンセルされる場合は、11月15日までに、下記メール宛にお申し出ください。 

キャンセルする場合のご連絡先：inoue.mikako.239＠m.kyushu-u.ac.jp 

（もしくは、jshshe＠daigakushi.jpまで） 

  ・なお、ホテルは格安プランでご案内いたしておりますので11月18日以降のキャンセルにつ

きましては、キャンセル料が発生いたしますので、ご注意ください。 

 

 

福岡市外ではございますが、以下のホテル（最寄り駅：西鉄久留米駅）は未だ予約可能なようで

すのでご案内いたします。なお、以下のホテルのご予約につきましては、会員各位にてお願い致し

ます。 

～西鉄久留米駅から会場までの交通アクセス～ 

西鉄久留米駅で特急 福岡天神行きに乗車（乗車時間30分程度）→西鉄天神下車→福岡市営地下鉄

天神駅にて地下鉄空港線貝塚行きに乗車（乗車時間10分程度）→箱崎九大前下車 

 ＊地下鉄空港線福岡空港行きにご乗車の場合は、中洲川端で箱崎線貝塚行に乗り換えてください。 

 

・エンナンホテル  

〒830-0032 福岡県久留米市東町29-10 

mailto:inoue.mikako.239@m.kyushu-u.ac.jp
mailto:jshshe@daigakushi.jp
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8746/8746.html
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アクセス ：西鉄久留米駅から徒歩2分、JR久留米駅から車にて5分、久留米ICから車で10分、

福岡空港から西鉄高速バス(直通)45分。 

 

・西鉄久留米ホテルニュープラザ久留米 

〒830-0031 福岡県久留米市六ッ門町16-1  

アクセス ：西鉄久留米駅から徒歩7分。JR久留米駅から車で5分。 

 

・久留米ホテルエスプリ  

〒830-0032 福岡県久留米市東町339  

アクセス ：西鉄久留米駅から徒歩１分。JR久留米駅より車で5分。天神から電車で約30分。 

 

・ハイネスホテル久留米  

〒830-0033 福岡県久留米市天神町1-6 

アクセス ：西鉄久留米駅東出口(1階バスセンター、ミスタードーナツ横の出口）より徒歩30秒

程。 

 

・東横イン西鉄久留米駅東口  

〒830-0033 福岡県久留米市天神町3-93-4  

アクセス ：西鉄久留米駅より徒歩約2分西鉄久留米駅中央東口（東口広場方面）からリベールの

横を通って古賀病院方向へ徒歩２分 

 

・久留米ワシントンホテルプラザ  

〒830-0032 福岡県久留米市東町34-2 

アクセス ：西鉄久留米駅より徒歩約4分 ＪＲ久留米駅よりお車にて約4分 

 

セミナー2日目の昼食のご案内 

今年度は自由研究発表の本数が例年よりも多いため、2 日目の発表の途中に昼食を挟むこととな

ります。ただし、日曜日は学内の食堂・売店がご利用できず、九州大学箱崎キャンパス周辺では、

コンビニエンスストア、飲食店までの所要時間として徒歩片道10~15分程度を要します。つきまし

ては、事務局で弁当の注文を受け付けますので、ご希望の方は同封のハガキにてお申込みください。

なお、弁当代金は当日お支払いいただきます。キャンセルにつきましては、11月25日までにお申

し出ください。キャンセルする場合の連絡先：inoue.mikako.239＠m.kyushu-u.ac.jp（もしくは、

jshshe＠daigakushi.jpまで）。 

 

九州大学箱崎キャンパス見学会のご案内 

現在、九州大学では、伊都キャンパスへの移転をすすめており、「新キャンパス計画」では、平成

31年度までに箱崎キャンパスの移転が完了することとなっております。箱崎キャンパスでは既に部

局の移転が進行中であり、キャンパス内の建物の解体作業も同時に行われております。 

大学史研究会セミナーをこの箱崎キャンパスで開催するのは、今年が最後になるのではないかと

思われます。移転に伴う解体作業等で、箱崎キャンパスの風景は変化しつつあります。本見学会の

開催を機会に、是非、この箱崎キャンパスの風景を本会員の皆様に少しでも憶えておいてほしいと

思い、見学会を計画いたしました。どうぞ、奮ってご参加ください。 

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1373/1373.html
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/68074/68074.html
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1586/1586.html
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/68686/68686.html
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/438/438.html
mailto:inoue.mikako.239@m.kyushu-u.ac.jp
mailto:jshshe@daigakushi.jp
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セミナー会場のご案内 

 

 

                                

          

地下鉄「箱崎九大前」

駅を利用の場合 

 

「松原門」が便利です 

懇親会場 

 

工学部食堂 1階 

 

セミナー会場 

                    

箱崎理系地区21世紀交流プラザⅠ 

     多目的ホール 

 

JR「箱崎」駅をご利用の

場合 

 

「正門」が便利です 
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箱崎キャンパスマップ 
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会場への交通アクセス 

 

九州大学箱崎キャンパス 

交通アクセス 

  

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1  

〔空路〕 福岡空港 →地下鉄空港線→「中洲川端駅」で貝塚方面へ乗換→地下鉄箱崎線→「箱崎九大

前駅」で下車 

〔鉄路〕 博多駅→地下鉄空港線→「中洲川端駅」で貝塚方面へ乗換→地下鉄箱崎線→「箱崎九大前駅」

で下車 

 

＜セミナーに関するお問合せ・連絡先＞ 

大学史研究会事務局セミナー及び会場校担当 井上 美香子 

〒812-8581  福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学大学文書館 

TEL：092-642-7189  FAX：092-642-3956 E-Mail：inoue.mikako.239＠m.kyushu-u.ac.jp 

大学史研究会事務局 

浅沼 薫奈（大東文化大学）       井上 美香子（九州大学大学文書館百年史編集室） 

 岡田 大士（中央大学）         五島 敦子（南山大学短期大学部） 

長谷部 圭彦（駒澤大学等）      深野  政之（大阪府立大学） 

山崎 慎一（桜美林大学） 

 

 

箱崎キャンパス（理系地区） 

 


