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                                     第 26 号（2020.3.19） 

 

                                  発 行 メトロポリタン史学会 

メトロポリタン史学会第１５回総会・大会報告 

 
 2019 年 4 月 20 日（土）に，首都大学東京 南大沢キャンパス 本部棟 1階・大会議室において，第 15回総

会･大会が開催されました．大会の参加者は 34 名（懇親会 15名）でした． 

 まず午前 10時 30 分から木村誠氏を議長に選出して総会が始まり，2018 年度活動報告，会計決算，監査結

果，2019 年度活動方針案，予算案が順次提案され，承認されました．議論では，会員に対する会行事の一層

の周知，会財政安定のための方策などが話し合われました．なお，会計決算報告において，2018 年度会費収

入が少なかったことに対し質疑があり，これは会誌刊行が遅れ，その際に請求する会費の支払いが多く新年

度にずれ込んだためで，特に財政上の問題はないとの回答がありました． 

 大会シンポジウムでは，趣旨説明の後，「世界史の中の武人―越境と帝国秩序―」というテーマで以下の 4

氏の報告が行われました． 

 

 

真下 裕之氏（神戸大学） 

「ムガル帝国宮廷における贈与儀礼とマンサブ制度」 

鎌倉 佐保氏（首都大学東京） 

「日本における武士の発生と武家政権の成立」  

山下 将司氏（日本女子大学） 

「唐末の農牧接壌地帯におけるテュルク・ソグド集団―朱耶氏と沙陀三部落―」 

斉藤 恵太氏（京都教育大学） 

「近世ヨーロッパの軍隊と貴族の紐帯―17 世紀の神聖ローマ帝国軍を中心に―」 

 

コメント：杉山清彦氏（東京大学），須川英徳氏（放送大学），佐々木真氏（駒澤大学） 

 

 

 当日はまず，シンポジウムで「武人の歴史」，つまり「武を担う人びとの歴史」を主題テーマとする理由と

意義とが，コーディネーターの前田弘毅委員から詳細に説明され，その後，個別報告に入りました.各報告は，

シンポジウムのテーマに即して，真下裕之・鎌倉佐保・山下将司・斉藤恵太氏より，日本史・東洋史・西洋

史の分野における最新の知見が提示されました.これら報告を受け，さらにコメンテーターの杉山清彦・須川

英徳・佐々木真の三氏からは質疑とともに，時代・地域を補う形で関連する問題を提起していただきました.

以上のコメントを踏まえた上での全体討論も，参加者を含めて活発に行われました．各報告及びコメントの

内容は『メトロポリタン史学』第 15号に特集論文として掲載される予定です.『メトロポリタン史学』第 15

号は現在，鋭意編集中です.会員の皆様には，刊行が遅れご迷惑をおかけして大変恐縮ですが，どうぞご期待

ください． 

 

メトロポリタン史学会会報 
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メトロポリタン史学会第１５回総会議案書（２０１９．４．２０） 

 

[メトロポリタン史学会 ２０１８年度活動報告] 

2018.4～2019.3 

１．会誌『メトロポリタン史学』第 14号を 2018 年 12 月に刊行し，史学科のある大学を中心に約 80機関に

寄贈した． 

２．第 14回総会・大会（シンポジウム「世界大戦と国民統合―第一次世界大戦終結百周年に際しての再考察

―」）を 2018 年 4月 21 日（土）に開催した．参加者 25 名（懇親会 13名）．また，第 15 回総会・大会（2019

年 4月 20 日，シンポジウム「世界史の中の武人―越境と帝国秩序―」）を準備した． 

３．第 6回若手研究者の集いを 2018 年 11 月 17 日（土）に実施した．内容は報告 2本，書評 2本であり，参

加者は 14名（懇親会 10名）であった． 

４．第 11 回歴史探訪「府中の史跡を巡る」を 2018 年 10 月 6 日（土）に実施した．参加者 9 名，懇親会 4

名． 

５．会報 24 号（2018.9.18），25 号（2019.3.16）を発行した． 

６．会員数は現状維持にとどまり，拡大目標（10％増）を達成できなかった． 

７．会誌『メトロポリタン史学』所収論文のインターネット公開を進めた． 

 

[メトロポリタン史学会 ２０１９年度活動方針案] 

2019.4～2020.3 

１．会誌『メトロポリタン史学』第 15号を 2019 年 12 月に刊行する．特集は，第 15回大会シンポジウム「世

界史の中の武人―越境と帝国秩序―」の各報告とする．論文の投稿を促すとともに，時評，書評などの

掲載に努める． 

２．第 7回若手研究者の集いを 2019 年 11 月 16 日（土）に開催する．報告要旨を会誌に掲載する． 

３．第 12回歴史探訪を 2019 年 10 月 5日（土）に実施する． 

４．第 16回総会・大会（2020 年 4月 18 日（土））を準備する． 

５．現状の 10％増を目標に会員拡大に努め，会財政の確立を図る． 

６．必要に応じて委員の補充を行う． 

７．会誌『メトロポリタン史学』所収論文のインターネット公開を一層進めるよう努める． 

 

[メトロポリタン史学会 ２０１９・２０年度委員名簿] 

任期：2019.4～2021.3 

会 長：木村 誠 

副 会 長：中野隆生，奥村 哲，山田昌久 

事 務 局：赤羽目匡由（事務局長），前田弘毅，土屋 健俊，大沼 巧 

編 集：髙橋亮介（責任者），大貫俊夫，河原 温，佐々木 真，澤田秀実，月脚達彦，福田千鶴，福士由紀 

企画・研究：源川真希（責任者），森田喜久男，千葉正史，鎌倉佐保，白川耕一，山岡拓也 

監 事：中嶋 毅，古谷暢子 

顧 問：佐々木隆爾，小谷汪之 
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[収入] 1,079,104

前年度繰越金 270,104
会費 789,000

一般会員 5,000 × 120 600,000
学生・院生 3,000 × 12 36,000

5,000 × 30
3,000 × 1

叢書販売 2,000 × 10 20,000
合計 1,079,104

[支出] 1,079,104

会誌制作費 784,580 *1
通信料金 127,584

会誌郵送 140 × 220 30,800
14号郵送 26,784 *2
大会案内・会報等発送 50,000
葉書・切手 20,000

事務用品代 20,000
賃金・旅費 40,000
雑費 20,000 *3
予備費 86,940
計 1,079,104

*1　前年度未執行分の会誌14号制作費 284,580円を含む
*2　前年度未執行分
*3　前年度未執行分の会誌制作費振込手数料 432円を含む

メトロポリタン史学会 ２０１９年度予算
2019.4.1～2020.3.31

未収分 153,000

＊予定会員数： 165名（一般 150，学生・院生 15）
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[収入]
2018予算 2018決算

前年度繰越金 58,923 58,923
会費 789,000 299,000

2012年度以前 (現金) － 0
(銀行) － 0

(郵便振替) － 10,000
2013年度 (現金) － 0

(銀行) － 0
(郵便振替) － 0

2014年度 (現金) － 0
(銀行) － 0

(郵便振替) － 5,000
2015年度 (現金) － 0

(銀行) － 0
(郵便振替) － 10,000

2016年度 (現金) － 0
(銀行) － 0

(郵便振替) － 28,000
2017年度 （現金） － 25,000

（銀行） － 0
（郵便振替） － 146,000

2018年度 （現金） － 45,000
（銀行） － 0

（郵便振替） － 30,000
2019年度以降 （現金） － 0

（銀行） － 0
（郵便振替） － 0

雑収入 20,000 1,600
会誌売り上げ － 1,600
叢書売り上げ 20,000 0
銀行口座利息 － 0
その他 － 0

計 867,923 359,523

[支出]
2018予算 2018決算

会誌制作費 500,000 0
郵便料金 100,800 59,466

会誌発送 30,800 0
大会案内・会報等発送 50,000 22,816
葉書・切手 20,000 36,650
その他 － 0

事務用品代 20,000 3,980
賃金・旅費 40,000 0
雑費 20,000 1,369

振込手数料 － 0
弁当・お茶・紙コップ － 429
コピー代 － 940

予備費 懇親会会場運営費 187,123 24,604
次年度繰越金 － 270,104

現金 － 11,006
銀行 － 13,200
郵便振替 － 245,898

計 867,923 359,523

メトロポリタン史学会 ２０１８年度決算報告
2018.4～2019.3

※この他に，小谷汪之氏より￥ 150,000円 の借入金がある．
●会員数 150名（一般144名　学生・院生 6名）
●会費納入率　18年度・15/150=10.0％　17年度・84/153=54.9％　16年度・109/154＝
70.8％　15年度・114/151=75.5％
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メトロポリタン史学会第 7 回若手研究者の集い報告 
 2019 年 11 月 16 日（土），首都大学東京 5 号館 1 階 142 号室において第 7 回若手研究者の集いが開催さ

れました．参加者は 6名でした． 

 研究報告と書評との題目は以下のとおりです． 

 

谷川ひとみ氏（首都大学東京 大学院 後期博士課程） 

「1917年ロシア革命期のテーレク州におけるムスリム知識人の民族運動に関する研究」 

白石哲也氏（山形大学 学術研究院） 

「弥生人と鳥―農耕開始期の鳥霊信仰を探る―」 

 

研究報告は，それぞれ修士論文と博士論文の内容をもとにした

ものとのことであり，用語や従来の研究状況についての確認を始

めとして，専門的なものにわたるものまで様々な質問がフロアか

ら寄せられました．研究報告については要旨が，近日中に刊行予

定の『メトロポリタン史学』第 15 号に掲載されますので，是非ご

吟味下さい． 

 

 

 

2019 年 10 月 5 日（土），第 12 回歴史探訪「港区の史蹟探訪」を，山田昌久氏（本会副会長）に講師をお願

いし開催しました．参加者は 13 名でした．当日は晴天で，まず増上寺境内の遺物を見学がてら宝物展示室に

向かい，展示資料を観覧しました.続いて，裏手の徳川将軍家墓所にまわり，ボランティアの方の解説を聞き

各将軍の生前の事蹟に思いをはせました.増上寺を後にし，地下鉄で港区郷土歴史館へ.学芸員の岡本康則氏

の案内を受けながら各々自由に見学し，終了後は目黒駅近くで懇親会となりました.会員の森田喜久男氏より

参加記をご寄稿頂きました．忙しい中，ご執筆下さった森田氏に御礼申し上げます． 

 

歴史探訪参加記 

森田喜久男（淑徳大学） 

 10 月に入ったというのに気温が 30 度を超える蒸し暑さの中，

同月 5日の土曜日の午後，今年も歴史探訪の企画が実施されまし

た.今年のテーマは，港区の文化財の探訪です. 

 当日の 13 時 30 分，増上寺の三解脱門に集合した我々13 名は，

首都大学教授山田昌久先生（本学会副会長）の案内で，まずは増

上寺境内へ.増上寺と言えば，背後に東京タワーがそそり立ち，そ

の近代的な構築物とお寺が混在する風景は，ジャポニズムを連想

させるのか，都内でも外国人観光客が多い場所です. 
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 まず山田先生から，現在の増上寺は江戸時代の寺域に比べたら

狭いこと，空襲で徳川秀忠ら歴代将軍の霊廟は全焼したこと，そ

の一方で境内の所々には江戸時代の建造物の一部が残されている

ことなどについて解説を受けました. 

 待ち合わせ場所である三解脱門もその一つで，1622 年の建立，

重要文化財に指定されている和唐折衷，朱塗りの建造物です. 

 1673 年の梵鐘が安置されている鐘楼堂（それ自体は戦後の再

建）を横目に，最初に我々が向かったのは，大殿（本堂）の地下

にある宝物展示室でした.同展示室では，浄土宗第 7 祖聖冏没後 600 年，増上寺中興の祖とされる観智没後

400 年にちなみ，この 2人の僧にゆかりの肖像画や資料が展示されていました.個人的には，聖冏が著した『日

本書紀私鈔』に興味を持ちました.室町時代，僧によって『日本書紀』はしばしば書写されています.『日本

書紀』と言えば，神典として神道との関わりがクローズアップさ

れますが，神仏習合の歴史の中でどのような位置を占めたのか，

いつか考えてみたい研究テーマです. 

 展示室の中央には，かつて増上寺境内に存在していた徳川秀忠

霊廟の10分の1スケール模型が展示されていました.1910年にロ

ンドンで開催された日英博覧会に展示された後，英国王室に贈呈

され，これが 2014 年に増上寺に長期貸与されて今に至っています

が，今は存在していない徳川秀忠霊廟の様子をうかがい知ること

ができる貴重な資料と言えます.ウィリアム＝コールドレイク氏による『台徳院殿霊廟模型ガイドブック』が

増上寺より刊行されており，受付で販売していましたので購入しました. 

 この後，徳川将軍家の霊廟に行きました.ここには，2代秀忠・6代家宣・7代家継・9代家重・12 代家慶・

14 代家茂・和宮などの宝塔が安置されています.ただし，秀忠の宝塔については，戦災で焼失してしまった

ので，正室の江の宝塔を転用しています.つまり，秀忠と江は同じ

墓で眠っているのです. 

 もともと別々の霊廟の中にあった宝塔が，空襲による焼失の結

果，一箇所にまとめられたわけですから，近世そのものの状況を

示しているわけではありません.しかし，往時をしのぶ手がかりが

ないわけではない.たとえば，現在

の将軍家霊廟の門として転用され

ている門は，かつて六代家宣の霊

廟の宝塔前の中門だったものです. 

 徳川将軍の神格化という点でしばしば引き合いに出されるのは，徳川家康

の日光東照宮ですが，秀忠についても検討すべき課題が残されているような

気がしました.素人の戯言ですが…. 

 増上寺の後，我々は大門から都営地下鉄浅草線に乗り，三田で三田線に乗

り換えて白金台で下車，港区立郷土歴史館に向かいました. 

 この建物は，「ゆかしの杜」と呼ばれ，一九三八年に建設された旧公衆衛生

院です.設計者は，東京大学安田講堂を設計した内田祥三，なるほど東大の 
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建物にそっくりです.建物の中には郷土歴史館の他に区民協働ス

ペースや白金台学童クラブ，がん在宅緩和ケア支援センターなど

が入った複合文化施設です. 

 中央ホールは二層吹き抜けで階段が左右に分かれます.三階と

四階が常設展示室となっており，首都大学大学院出身の岡本康則

学芸員の案内で展示室をまわりました.常設展示の内容は，港区の

歴史を東京湾との関わりでとらえ，貝塚や内湾漁業について考古

遺物をもとに紹介している「海と人のダイナミズム」，江戸の城南

に位置する港区の近世における様子を紹介した「都市と文化の広がり」，港区の近現代の歴史を描いた「ひと

の移動とくらし」から構成されています. 

 建物自体が指定物件であり，大幅な改造が許されるわけではありません.もとは別の目的で使用されていた

施設を博物館に転用するわけですから，使い勝手が悪い部分もあろうかと思います.しかし，展示室と廊下を

はさんで向かい側が倉庫になっていたり，展示準備室として活用

されていました.また，段差の解消にも努めていました. 

 通常の博物館に比べ展示室は小部屋ですが，そうであるからこ

そ逆に展示品を絞ってコンパクトでわかりやすい解説をすること

ができるし，利用者の立場からするとショートカットが可能とい

うことになります.勤務先の課外授業で学芸員資格課程の学生に

見学に行かせたいと思いました. 

 

 最後に「ゆかしの杜」をバックに参加者全員で記念撮影を行い，有志で目黒の居酒屋に移動，大先輩の皆

様との滋味溢れる会話で楽しいひとときを過ごしました. 

 我々歴史研究者は，さまざまなテーマで研究を行っていますが，自分自身の生活圏，足下の歴史について

は意外と知らないことが多いものです.特に東京の歴史に

ついては，見過ごすことが多いと思います.しかし，足下の

歴史を知らないままでは，江戸のロマンチシズムを声高に

主張する言説に対抗することはできないでしょう. 

 首都大学が東京都立大学に改称されるのを契機に，江戸

そして東京の地域史を考えてみてはどうでしょうか.実は，

私，勤務先で江戸名所図屏風を教材にした授業を構想中で

すが，そういった点でも今回のフィールドワークは大変参

考になりました.来年もぜひとも参加したいものです.ご多

忙の中，講師を務めてくださった山田先生，参加者全員に

気を配り，ベビーカーを持って，子育て中の会員を支援さ

れた赤羽目先生に心からの感謝を申し上げます.ありがと

うございました. 
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【投稿のお願い】 

 本会では，会員の皆様の積極的なご寄稿をお待ちしています．広く，歴史研究・教育の諸領域にかかわる

内容のものを求めます． 

『メトロポリタン史学』（The Metropolitan Shigaku）投稿規定 

 

(1)  本誌は，年一回 12月に発行するものとし，原稿の締切は，毎年 8月末日とする． 

 (2)  投稿資格は，原則として会員に限る．ただし，編集委員会からの依頼原稿に関してはこの限りでは   

ない． 

 (3)  投稿言語は，日本語または英語とする． 

 (4)  投稿原稿は，歴史学・考古学，歴史教育の分野に関する以下の種目のものとする． 

    ①論文（図表を含み，24,000 字以内；英文の場合は，8,000 語以内） 

    ②研究ノート・史料紹介（同 12,000 字以内；英文の場合は 4,000 語以内） 

    ③学界動向（8,000 字以内；英文の場合は 2,700 語以内） 

    ④書評（4,000～8,000 字） 

    ⑤時評・提言（4,000 字以内） 

 (5)  論文，研究ノート（投稿は縦書き，横書きいずれも可であるが，雑誌刊行時には縦書きとなる）に

は，欧文で要旨（300 語以内）を添付する（原文が英文の場合は日本語要旨 800 字以内）．また目次

用の英文タイトルを付記する． 

(6)  原稿は，編集委員会が採否を決定する．その際，論文，研究ノートについては，編集委員会および

編集委員会が委嘱した査読者の審査を経る． 

 (7)  著者校正は，再校までとし，校正時における文章の大幅な変更は認めない． 

 (8)  注は，末尾にまとめる． 

 (9)  原稿は原則として，印字された原稿と共に，電子媒体で提出する． 

 (10) 原稿（表，図表を含む）は，コピー3部及び送り状
＊
（1部）を添えて提出する． 

 (11) 掲載の論文，研究ノート・史料紹介，学界動向，書評については，別刷り 30 部を進呈する． 

 (12) 最新 2 年分を非公開とし，それより前の『メトロポリタン史学』掲載の論文等を，東京都立大学機

関リポジトリ「みやこ鳥」を通じ，順次インターネット上に公開する.執筆者は，事務局に通知するこ

とによって，論文等の公開／非公開を常に変更することができる. 

 (12) 原稿の送り先，照会については， 

    〒192-0397 八王子市南大沢１－１ 首都大学東京 人文社会学部 人文学科 

     歴史学・考古学教室 髙橋 研究室気付 

      『メトロポリタン史学』編集委員会 

      Tel: 0426-77-2116（髙橋研究室） 

     E-mail: r_tkhsh@tmu.ac.jp（髙橋研究室） 

 

＊ 送り状は学会ホームページ（http://www.comp.tmu.ac.jp/mshigaku/）からダウンロードしたものをコピーする

か，事務局（E-mail mshigaku@tmu.ac.jp）にお問い合わせください． 
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メトロポリタン史学会 

第十六回総会・大会延期のお知らせ 
 

毎年，年度始めに開催しております大会シンポジウムを，今年も 4 月 18 日（土）に東京都立

大学南大沢キャンパスにて開催すべく，準備を進めて参りました.テーマは，「伝統社会と植民地

支配」で，報告者に工藤晶人氏（学習院女子大学），稲垣春樹氏（首都大学東京），大沼巧氏（東

京大学大学院），コメンテーターに小谷汪之氏（東京都立大学名誉教授），岡田友和氏（大阪大学），

都留俊太郎氏（日本学術振興会特別研究員 PD）の各氏をお迎えする予定でした. 

しかしながら，新型コロナウィルスが感染拡大している現下の情勢で，未だ不透明とはいえ 4

月に入っても会議の自粛などが続く可能性があります. 

そこで，3月中旬に本会委員会でシンポジウム開催の可否について議論をいたしまして，今回

の総会・大会シンポジウムは，ひとまず延期という決定をいたしました. 

報告者・コメンテーターの皆様，シンポジウム開催をお待ちいただいていた会員の皆様には大

変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません.新たな日程については，今後委員会にて議論を

し，決定次第追って皆様にご連絡差し上げます.何とぞ，ご諒解のほどよろしくお願い申し上げ

ます. 

 

 

 

 

 

【事務局からのお願い】 

●メトロポリタン史学会会報第２６号をお届けします．第１５回大会・総会の結果をご報告いたします．また，

第 7 回若手研究者の集いの開催報告，および第 12回歴史探訪の参加記を掲載いたしました.また，残念ながら

4 月に予定しておりました第 16 回総会・大会シンポジウムは，ひとまず延期となりました.本来ならば，すで

にお手元に届いていなければならない会誌 15 号についても，鋭意編集を進めております.何とぞご海容くださ

い.引き続き会財政健全化のため，年会費を年度内にお支払い下さいますようお願いします．一般 5,000 円，

学生・院生 1,000 円（昨年度より変更になりました）です． 

 

メトロポリタン史学会（会長 木村誠） 

  〒192-0397 

  東京都八王子市南大沢１－１ 

  首都大学東京 都市教養学部 人文・社会系 国際文化コース 歴史・考古学分野内 

  ℡：0426-77-2110（赤羽目匡由研究室） E-mail：mshigaku@tmu.ac.jp 

  ホームページ：http://www.comp.tmu.ac.jp/mshigaku/ （HPアドレスが変わりました） 

  郵便振替：00100-0-537287 メトロポリタン史学会 

 


