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大 学 史 研 究 通 信 
第 51 号、2002002002007777 年年年年 8888 月月月月 33331111 日日日日（金） 

大学史研究会 

第 51 号の内容：会員ニュース・第 30 回大学史研究セミナーのお知らせ・第 30 回大

学史研究セミナー自由研究発表者募集・会計監査の選出について・会員新刊ニュース・

編集後記・大学史研究会事務局員一覧 

 

 

会会会会員員員員ニュースニュースニュースニュース    

    

新入会員新入会員新入会員新入会員    

 

井原 聰（いはら さとし）会員 

所属： 東北大学国際高等研究教育院 

研究テーマ： 科学史，技術史，科学技術制度史 

 

戸田 清子（とだ きよこ）会員 

所属： 奈良県立大学 

研究テーマ： 大学経営論，戦後大学史，高等教育行政論 

 

樋口 輝雄（ひぐち てるお）会員 

所属： 日本歯科大学新潟生命歯学部医の博物館 

研究テーマ： 明治前期医療制度史，医学教育機関史，戦後の教育改革について 

 

太田 拓紀（おおた ひろき）会員 

所属： 京都大学大学院・日本学術振興会特別研究員 

研究テーマ： 教育社会学，教員養成史 

 

 

異動異動異動異動のあったのあったのあったのあった会員会員会員会員 

 

有本章 会員（所属変更）         犬塚典子 会員（所属変更・住所変更） 

新所属： 比治山大学           新所属： 九州大学 
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大川一毅 会員（所属変更・住所変更）   羽田貴史 会員（所属変更・住所変更） 

新所属： 岩手大学            新所属： 東北大学 

 

荒井克弘 会員（住所変更）        池田輝政 会員（住所変更） 

 

沖塩有希子 会員（住所変更）       向井一夫 会員（住所変更） 

 

    

学会賞受賞学会賞受賞学会賞受賞学会賞受賞    

 

岡田 大士 会員 

学位論文をはじめとした大学史に関する研究が、科学教育史や科学史の研究にも資

する重要な研究として日本科学史学会「日本科学史学会賞 第 1 回日本科学史学会学

術奨励賞」を受賞した 

 

第第第第 50505050 号掲載号掲載号掲載号掲載のののの学会賞受賞学会賞受賞学会賞受賞学会賞受賞にににに関関関関するするするする記事記事記事記事のののの訂正訂正訂正訂正についてについてについてについて    

 

 前号（第 50 号）の通信で瀧井一博会員の学会賞受賞に関する記事を掲載いたしま

したが、その内容に誤りがあったとのご指摘を賜りました。情報の正誤につきまして

は、下記をご参照ください。瀧井会員にはこの場をお借りして深くお詫び申し上げま

す。また、本欄の記事をご覧いただいている会員の皆様にもお詫び申し上げます。掲

載にあたりましては十分な確認を取るよう注意いたしますので、今後とも会員のみな

さまからの情報提供をお願いいたします。 

 

（誤） 

書名：『ドイツ国家学と明治国制―シュタイン国家学の軌跡』（ミネルヴァ書房） 

賞の名称：「大佛次郎賞」 

（（（（正正正正））））    

書名書名書名書名：：：：『『『『文明史文明史文明史文明史のなかののなかののなかののなかの明治憲法明治憲法明治憲法明治憲法――――このこのこのこの国国国国のかたちとのかたちとのかたちとのかたちと西洋体験西洋体験西洋体験西洋体験』（』（』（』（講談社講談社講談社講談社））））    

賞賞賞賞のののの名称名称名称名称：：：：「「「「大佛次郎論壇賞大佛次郎論壇賞大佛次郎論壇賞大佛次郎論壇賞」」」」    
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第第第第 30303030 回大学史研究回大学史研究回大学史研究回大学史研究セミナーセミナーセミナーセミナーのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 第 30 回大学史研究セミナーを以下の場所・日程で開催いたします。 

 

場 所：東京工業大学大岡山キャンパス（東京都目黒区） 

日 時：2007 年 12 月 15 日（土）、16 日（日） 

 

 当日の詳細なプログラムについては現在調整中ですが、本年度のセミナーは課題研

究、自由研究、総会、懇親会という構成で、開会は 15 日午後、散会は 16 日昼または

早めの午後となる予定です。なお、課題研究については現在調整中です。 

 

（セミナー担当： 福石賢一） 

 

 

第第第第 30303030 回大学史研究回大学史研究回大学史研究回大学史研究セミナーセミナーセミナーセミナー自由研究発表者募集自由研究発表者募集自由研究発表者募集自由研究発表者募集 

 

 上記の第 30 回大学史研究セミナーにおいて自由研究発表をしていただける会員の

方を募集します。ご発表いただける方は 2007 年 10 月 19 日（金）までにセミナー担

当まで、ご氏名、ご所属、テーマ（仮題で結構です）、概要を電子メールまたは Fax

でご連絡下さい。 

 

自由研究発表申込・セミナー問い合わせ先： 

事務局セミナー担当 福石 賢一 

807-8586 北九州市八幡西区自由ヶ丘１－１ 九州女子大学 

Tel. / Fax. 093-693-3335 

E-mail: fukuishi@kwuc.ac.jp 

 

（セミナー担当： 福石賢一） 

 

 

会計監査会計監査会計監査会計監査のののの選出選出選出選出についてについてについてについて    

 

 2005 年度ならびに 2006 年度総会の決定により、本年度の総会では会計監査を選出

することとなりました。これまで会計監査については、事務局で会計業務を以前担当

していた会員に依頼しておりましたが、そのような体制を今後も続けることは、会計

監査の客観性、特定会員への負担などの点から再考の必要があると判断したからです。 
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 監査は 2年任期とし（再任可能）、翌 2008年度会計の監査業務より依頼いたします。

業務としては、1 年に 1 回、総会前に郵送した会計報告書、帳簿、領収書等を監査し、

返却していただくという方式をとり、とくに事務局までご足労いただくことなどはあ

りません。 

つきましては、指定の期日までに会員のみなさまから適任者をご推薦賜りましたう

えで、その候補者を本年度総会で承認していただくという形式をとりたいと思います。

自薦・他薦を問いません。 

なお、本年度の推薦の締め切りは、以下の通りといたします。 

 

   2007 年 10 月 19 日（金） 

 

 みなさま、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、ご推薦ならびにお問い合わせにつきましては事務局までご連絡願います（で

きるかぎり、事務局代表Ｅメールアドレス（jshshe@wwwsoc.nii.ac.jp）をご利用くだ

さい）。 

 

（会計担当： 杉谷祐美子） 

    

 

会員新刊会員新刊会員新刊会員新刊ニュースニュースニュースニュース    

 

１）木村靖二他『地域文化研究Ⅰ 新訂・近現代ヨーロッパ史』、放送大学教育振興会、

2006 年 

２）木村靖二編、ミヒャエル・ヤイスマン著『国民とその敵』山川出版社、2007 年 

 

「「「「会員新刊会員新刊会員新刊会員新刊ニュースニュースニュースニュース」」」」情報提供情報提供情報提供情報提供のおのおのおのお願願願願いいいい    

    

本通信では、会員の研究活動の紹介を心がけておりますが、編集者の情報のみでは

限界があります。新刊を発行されたご本人、あるいは会員が新刊を発行されたという

情報を得られた方は、事務局（代表Ｅメールアドレス：jshshe@wwwsoc.nii.ac.jp）も

しくは本紙編集担当の吉野までご一報頂ければ幸いです。 
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原稿募集原稿募集原稿募集原稿募集    

『大学史研究通信』第 52 号は 2007 年 10 月 31 日に発行予定です。会員諸氏の現在の

研究紹介、文献案内、会員主催の行事のお知らせなど、どのようなものでも結構です。皆

様からの投稿を心よりお待ちしております。原稿提出・お問い合わせ等は事務局（代表Ｅ

メールアドレス：jshshe@wwwsoc.nii.ac.jp）もしくは本紙編集担当の吉野までお願いいた

します。 

 

住所住所住所住所・・・・所属変更届所属変更届所属変更届所属変更届のおのおのおのお願願願願いいいい    

住所や所属（昇任・学位取得も含む）に変更のある会員は事務局までご一報くださるよ

うお願いいたします。また、教授・研究のために海外にご滞在予定の方も、海外でのご連

絡先をお教えいただけましたら幸いです。ご連絡は事務局代表Ｅメールアドレス

（jshshe@wwwsoc.nii.ac.jp）までお願いいたします。なお、変更届にあたっては、年会費

払込票（郵便口座）の「通信欄」を利用することも可能です。 

    

    

    

『『『『大学史研究通信大学史研究通信大学史研究通信大学史研究通信』』』』バックナンバーバックナンバーバックナンバーバックナンバー希望者希望者希望者希望者にににに頒布頒布頒布頒布いたしますいたしますいたしますいたします    

 

『大学史研究通信』第 14 号～現在発行号までを希望者に頒布いたします。事務局

代表Ｅメールアドレス（jshshe@wwwsoc.nii.ac.jp）までご連絡ください。折り返し、

請求方法をご連絡いたします。 

 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

 

今回の通信は事務連絡が中心となりました。セミナーのお知らせも掲載しましたが、

今年も実り多いセミナーとなるよう会員のみなさまのお力添えをよろしくお願いいた

します。 

私事になりますが、私の本務校は今年で創立 100 年となりました。全くの偶然です

が、前任校も今年で学園創立 100 周年となり、出身校は来年で 150 年となります。

このようなときにはさまざまな意味を込めて年史が編まれることも多く、会員のみな

さまにもそのような事業に関わってこられた方も多いことかと思います。 

言うまでもなく現在の大学はめまぐるしい改革の波におそわれています。それ自体

は不可避的なところがあるにせよ、何十年か後に年史が編まれるであろうときに（何

十年か後にはそんな発想がなくなってしまうかもしれませんが）、現在のこの状況がど

う書かれるのだろうかということを考えることもあります。新たなステージへの大い

なる第一歩としてその努力が報われるのか、はたまた凋落のプレリュードを奏でたと

糾弾されるのか。詰まるところそれはそのときの執筆者の歴史観に委ねられるのでし
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ょうし、今後の展開如何でどうなるかも分からないわけですが、いつか下されるであ

ろう歴史的審判に時折不安を感じなくもありません。このような時代であればこそ歴

史的な視座は失いたくないものです。 

（吉野 剛弘 記） 

 

 

『『『『大学史研究通信大学史研究通信大学史研究通信大学史研究通信』』』』第第第第 55551111 号号号号のののの編集編集編集編集はははは事務局事務局事務局事務局・・・・吉野剛吉野剛吉野剛吉野剛弘弘弘弘がががが担当担当担当担当いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

連絡先連絡先連絡先連絡先                〒〒〒〒270270270270----1382138213821382    千葉県印西市武西学園台千葉県印西市武西学園台千葉県印西市武西学園台千葉県印西市武西学園台 2222----1200120012001200    

東京電機大学東京電機大学東京電機大学東京電機大学    情報環境学部情報環境学部情報環境学部情報環境学部    

TEL: TEL: TEL: TEL: 0000476476476476----46464646----4111411141114111（（（（代表代表代表代表））））  FAX:   FAX:   FAX:   FAX: 0000476476476476----46464646----8038803880388038（（（（代表代表代表代表））））    

EEEE----mail:mail:mail:mail:    tyoshino@sie.dendai.ac.jptyoshino@sie.dendai.ac.jptyoshino@sie.dendai.ac.jptyoshino@sie.dendai.ac.jp    

    

    

『『『『大学史研究通信大学史研究通信大学史研究通信大学史研究通信』』』』第第第第 52525252 号号号号はははは、、、、2002002002007777 年年年年 10101010 月月月月 33331111 日発行予定日発行予定日発行予定日発行予定ですですですです。。。。    

    

    

    

大学史研究会事務局大学史研究会事務局大学史研究会事務局大学史研究会事務局    

〒635‐8530 奈良県大和高田市東中 127 

奈良文化女子短期大学 吉村日出東研究室内 大学史研究会 

TEL: 0745‐52‐1279  E-mail: yosimura@narabunka.ac.jp 

URL: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshshe/ 

 

事務局へのお問い合わせは、なるべく下記代表Ｅメールアドレスまでお願いいたします。 

E-mail: jshshe@wwwsoc.nii.ac.jp 

    

大学史研究会事務局員大学史研究会事務局員大学史研究会事務局員大学史研究会事務局員（（（（五十音順五十音順五十音順五十音順））））    

 

岡田岡田岡田岡田    大士大士大士大士    （政策研究大学院大学）      杉谷杉谷杉谷杉谷    祐美子祐美子祐美子祐美子（青山学院大学） 

田田田田中中中中    正弘正弘正弘正弘    （島根大学）            福石福石福石福石    賢一賢一賢一賢一    （九州女子大学） 

福留福留福留福留    東土東土東土東土    （一橋大学）                                            吉野吉野吉野吉野    剛弘剛弘剛弘剛弘    （東京電機大学） 

吉村吉村吉村吉村    日出東日出東日出東日出東（奈良文化女子短期大学） 
 

 


