大 学 史 研 究 通 信
第 71 号、2012 年 8 月 2 日（木）
大学史研究会
第 71 号の内容 ：・会員ニュース・大学史研究セミナーの開催のお知らせ・自由研究発表者
募集・会場校へのアクセス・宿泊について・会員新刊ニュース・編集委員会からのお知らせ・
事務局からのお知らせ・原稿募集・住所等変更届のお願い・バックナンバー頒布のお知らせ・
退会者の報告・編集後記

会員ニュース
異動のあった会員
児玉 善仁 会員（所属変更・住所変更）
新所属：甲南大学文学部
奥山 洋一郎 会員（所属変更・住所変更）
新所属：愛媛大学農学部

第 35 回大学史研究セミナーの開催のお知らせ
通信第 70 号でお知らせした通り、第 35 回セミナーを横浜市立大学にて開催致します。
今回のシンポジウムは「日米における大学と地域社会の関係」をテーマとし、名古屋大学
の吉川卓治先生、横浜市立大学の高橋寛人先生、南山大学の五島敦子会員の 4 名（内 1 名
につきましては、現段階において交渉中です）のパネリストに御登壇いただきます。
プログラムの詳細につきましては、改めてお知らせ致します。
期 日：2012 年10 月 20 日（土）、21 日（日） 午前終了予定
会 場：横浜市立大学（金沢八景キャンパス）
内 容：シンポジウム、総会、懇親会（以上、10月20日開催）、
自由研究発表（10月21日開催）
シンポジウム「日米における大学と地域社会の関係」
パネリスト：吉川卓治（名古屋大学）
高橋寛人（横浜市立大学）
五島敦子（南山大学）
未定
（セミナー担当
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井上美香子）

自由研究発表者募集
第 35 回大学史研究セミナーでの自由研究発表者を募集いたします。発表時間は、発表
件数にもよりますが、質疑応答を含めて１時間程度を予定しています。通常の学会よりも、
じっくりと報告・議論できることが本会の自由研究発表の特徴です。
発表を希望される方は、9月10 日（月）までに、セミナー担当の井上（下記）まで、発
表タイトルを添えてご連絡下さい。申込みの形式は問いません。奮ってお申し込み下さい。
〔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 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
E-Mail：inoue.mikako.239＠m.kyushu-u.ac.jp
（セミナー担当 井上美香子）

会場校へのアクセス
金沢八景キャンパス
交通アクセス

〒236-0027

横浜市金沢区瀬戸 22-2

●京浜急行「金沢八景駅」下車徒歩 5 分
●シーサイドライン「金沢八景駅」下車徒歩 7 分
主な駅から京浜急行「金沢八景駅」までの所要時間
・「横浜駅」から京浜急行快特・特急で約 20 分
・「品川駅」から京浜急行快特・特急で約 40 分
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宿泊について
横浜市の南端に所在する横浜市立大学周辺には、ほとんど宿泊施設がありません。横浜
で探される場合は、京浜急行線特急・快特で２０分程度の横浜駅周辺などが便利です。
以下に、横浜以外の地域も含めて、横浜市立大学へのアクセスがよいホテルの一例をご
紹介します。なお、宿泊については、各位にて手配願います。
●横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/
横浜駅西口 徒歩１分
＊シングル 21000 円くらい。
●京急ＥＸイン横浜駅東口
http://www.yokohama.keikyu-exinn.co.jp/
横浜駅きた東口 徒歩２分
＊シングル 9500 円くらい。
●ヨコハマ プラザホテル
http://www.yokohamaplazahotel.co.jp/
横浜駅東口 徒歩２分
＊シングル 7500 円くらい。
●ホテルマイステイズ横浜
http://www.mystays.jp/location/ms_yokohama/
京浜急行線 黄金町駅 徒歩１分
＊横浜駅より３駅本学寄り。シングル 6500 円くらい。
●メルキュールホテル横須賀
http://mercureyokosuka.jp/ja/
京浜急行線 汐入駅 徒歩１分
＊金沢八景から横須賀方面に 10 分（特急なら 8 分）程度。シングル 9000 円くらい。
●ホテル ハーバー横須賀
http://www.hotel-harbour.com/
京浜急行線 汐入駅 徒歩１分
＊金沢八景から横須賀方面に 10 分（特急なら 8 分）程度。シングル 7000 円くらい。
●セントラルホテル
http://www.central-wedding.com/
京浜急行線 横須賀中央駅 徒歩１分
＊金沢八景から横須賀方面に 12 分程度（特急なら 10 分）
。シングル 6500 円くらい。
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会員新刊ニュース
鈴木董編『オスマン帝国史の諸相』山川出版社、2012 年 4 月（長谷部圭彦会員「オスマ
ン帝国における「公教育」と非ムスリム－共学・審議会・視学官－」所収）
。

『大学史研究』編集委員会からのお知らせ
『大学史研究』編集委員会では、第 25 号の編集と同時に第 26 号に向けた特集企画の検討
を進めております。『大学史研究』への投稿を希望される方は、ホームページ上に記載さ
れております「『大学史研究』の投稿・編集の基本方針」を踏まえていただき、編集委員
会宛にお送り下さい。その他ご不明な点がございましたら、事務局紀要担当
(daishi＠home.nifty.jp)までご連絡下さい。

事務局からのお知らせ
「会員新刊ニュース」情報提供のお願い
本通信では、会員の研究活動の紹介を心がけております。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＠daigakushi.jp）までご一報いただければ幸いです。

原稿募集
『大学史研究通信』第 72 号は 2012 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＠daigakushi.jp）までお願いいたします。

住所・所属変更届のお願い
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＠daigakushi.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』バックナンバー希望者に頒布いたします
『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＠daigakushi.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。
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退会者の報告
以下の方が退会されました。長い間本会の活動にご協力賜りまして、誠にありがとうご
ざいました。厚く御礼申し上げます。
退会者：廣政

直彦

会員

編集後記
今年度の大学史研究セミナーでは、「大学と地域社会」を論題としてパネリストを務め
させていただくことになりました。恐れ多いことですが、よろしくご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。今年の夏は、ウィスコンシン大学とペンシルバニア州立大学を訪問
して、アメリカ大学史研究者との交流を行う予定にしています。是非、日本にお招きして、
幅広い方々との国際交流ができたらと考えております。
（五島敦子 記）
『大学史研究通信』第 71 号の編集は事務局・五島敦子が担当いたしました。
連絡先
南山大学 短期大学部
E-mail: agoshima＠nanzan-u.ac.jp

『大学史研究通信』第 72 号は、2012 年 10 月 31 日発行予定です。

大学史研究会事務局
<事務局連絡先>
〒 192-0393 東京都八王子市東中野 742-1
中央大学法学部 研究室受付 岡田大士気付 大学史研究会
Tel&Fax: 042-674-3151 E-mail:daishi＠home.nifty.jp
ホームページ http://daigakushi.jp/
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＠daigakushi.jp

大学史研究会事務局員（五十音順）

浅沼
岡田
五島
深野

薫奈（大東文化大学）
大士（中央大学）
敦子（南山大学）
政之（一橋大学）

井上 美香子（九州大学大学文書館百年史編集室）
沖塩 有希子（千葉商科大学）
長谷部 圭彦（東京大学）
山崎 慎一 （桜美林大学）
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