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                                     第 23 号（2018.3.29） 

 

                                  発 行 メトロポリタン史学会 

メトロポリタン史学会 

第十四回総会・大会のお知らせ 
 

下記の要領でメトロポリタン史学会の第 14 回総会・大会を開催します．大会シンポジウムで

は「世界大戦と国民統合―第 1次世界大戦終結百周年に際しての再考察」をテーマにシンポジ

ウムを行います．皆様の多数の参加をお待ち申しあげます． 

 

〔趣旨〕 

第 1次世界大戦が様々な面で世界的な歴史展開の転機となったことは，改めて指摘するまで

もない．その開始百周年となった 2014 年には，内外で様々な記念の学術企画が開催されたこと

は記憶に新しい．そして 2018 年には，その終結より 100 周年の節目を迎えることとなる． 

第 1次世界大戦の終結が，国際連盟の結成をはじめとする新たな国際秩序形成の機会となっ

た一方で，平和維持の取り組みは結局永続せず，約 20 年にして第 2次世界大戦の勃発に至った

ことは，今なお人類に大きな反省を迫る出来事と言って良い．第 1次大戦を契機として，世界

の多くの地域で旧来の国家・社会の体制・秩序は再編を余儀なくされ，先進資本主義諸国を中

心に段階的に広まりつつあった「国民国家体制」を前提とする地域統合のありかたは，全人類

的な普遍性を有する理念として世界各地の政治体制変革を導き出していった．それは「民族自

決」の理念と結合して，特に被圧迫諸民族の解放闘争を進展させる指針となった一方で，民族

的アイデンティティをめぐる矛盾・対立も不断に生み出し，現在に至る民族間紛争問題の起源

ともなった．また大戦に先立って国民国家体制を確立させていた先進資本主義諸国においても，

総力戦への対応は，旧来の体制の見直しを不断に迫り，国民統合の深化を推進する契機となっ

た． 

このような第 1次世界大戦の有する歴史上の意義について，本学会は 2010 年の第 6回大会シ

ンポジウム「20 世紀の戦争―その世界史的位相」において，木畑洋一氏による報告「「帝国の

総力戦」としての第 1次世界大戦」が既に取り上げている．今回の第 14 回大会では，これまで

のこうした問題提起を継承し，その歴史的意義を戦争そのものにとどまらず，広義の「国民統

合」全般にわたって考察することで，その終結から 1世紀をへて人類社会が今なお直面してい

る諸問題の根源を改めて見つめ直していく機会としたい．具体的な考察の対象は，国民国家体

制を確立させていた先進資本主義国と，近代以前からの多民族国家体制からの再編課題に直面

していたアジアなどの諸地域の双方を，戦前から戦間期に至る広い範囲での「第 1次世界大戦

時期」にわたって取り上げていくことを考えている．            （千葉 正史） 

 

    日 時  ２０１８年４月２１日（土）午前１０時３０分～午後６時 

    会 場  首都大学東京 本部棟１階・大会議室 

メトロポリタン史学会会報 
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         （京王相模原線南大沢駅下車 徒歩約１０分） 

    日 程  ①総会：午前１０時３０分～１２時 

         ②大会：午後１時～６時 

シンポジウム「世界大戦と国民統合―第 1 次世界大戦終結百周年に際しての再考察」 

          研究報告 

          〔報告者〕 

加藤祐介氏（日本学術振興会特別研究員 PD・首都大学東京） 

「第一次世界大戦後の近代天皇制―研究史の整理と方法の提起―」 

小野寺史郎氏（埼玉大学） 

「第一次世界大戦期の中国知識人と「愛国」の群衆心理」 

佐々木 紳氏（成蹊大学） 

「世界大戦のトラウマ―トルコの国民統合とセーヴル・シンドローム―」 

全体討論：午後４時２０分～６時 

コメント 村田奈々子氏（東洋大学），中嶋毅氏（首都大学東京） 

懇親会：午後６時３０分～８時３０分 

 

メトロポリタン史学会第 5 回若手研究者の集い報告 
 

 2017 年 11 月 18 日（土），首都大学東京 5 号館 1 階 142 号室において第 5 回若手研究者の集いが開催さ

れました．参加者は 10 名でした． 

 研究報告と書評との題目は以下のとおりです． 

武智あさぎ氏（首都大学東京大学院 前期博士課程修了） 

「フランス王ルイ９世の聖遺物収集について―１３世紀国王コレクションの公開の意

義―」 

伊藤真人氏（首都大学東京大学院 後期博士課程） 

「ドミニコ修道会士ビセンテ・フェレルの列聖とナポリ王アルフォンソ 5世の政治」 

福地スヴェトラーナ氏（首都大学東京大学院 後期博士課程） 

「書評 富田武著『シベリア抑留―スターリン独裁下，「収容所群島」の実像―』中央公

論新社，2016 年」 

 

研究報告・書評ともフロアから専門的なものや広く研究の

位置づけを問う質問が寄せられ，これに対し報告者による丁

寧な回答がなされました．研究報告は要旨が，書評は当日の

報告を活字化した内容が，各々先日刊行された『メトロポリ

タン史学』第 13 号に掲載されておりますので，是非ご吟味下

さい．                                                           

〔当日の様子〕 
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2017 年 10 月 7日（土），第 10回歴史探訪「平安・鎌倉時代の武蔵国の霊場真慈悲寺の見学」を，峰岸純

夫氏（本会前副会長）に講師をお願いし開催しました．参加者は 14名でした．当日は天候が心配されました

が途中からは晴れ間も見え，日野市百草周辺を探訪し，終了後は百草園駅近くで懇親会となりました. 卒業

生の磯崎茂佳氏より参加記をご寄稿頂きました．忙しい中，ご執筆下さった磯崎氏に御礼申し上げます． 

第１０回歴史探訪参加記 

磯崎茂佳（人文科学研究科修士課程 1992 年修了） 

2017 年 10 月 7日，峰岸純夫先生の案内で歴史探訪「平安・

鎌倉時代の武蔵国の霊場真慈悲寺の見学」が東京都日野市の

百草園周辺で行われた．当日の午前中は雲行きが怪しかった

が，ご自分を「峰岸晴れ夫」とおっしゃる先生のおかげなの

か，集合時間の昼過ぎには明るくなり探訪日和となった ． 

まずは真慈悲

寺調査研究セン

ターで調査の担

当者と先生から

真慈悲寺について解説を伺った．お話やいただいた資料によ

って以下まとめてみると，真慈悲寺は平安から鎌倉時代にか

けて存在した寺院で，11世紀の文書に初めて登場し，『吾妻

鏡』の文治 2年（1186）の記事には「御祈祷霊場」と記され

るほどの大寺院であった．また百草八幡宮所蔵の阿弥陀如来

坐像（建長 2年（1250））の銘文には「真慈悲寺」の文字が見

られることなどから，百草園周辺に所在していたと考えられ

ていたが，最近の百草園や東京電力総合研究センターでの調

査では中世瓦や掘立柱建物跡などが見つかっているという． 

実際に拝見した中世瓦はそれを支えていた建物の立派だっ

たことが想像されるが，残念ながら主要な建物はまだ見つか

っていない． 

この後，真慈悲寺や江戸期に建立された松連寺関連の仏像

が納められて

いる百草観音

堂に向かい，さらに近くの日野市立小島善太郎記念館（小島

善太郎「百草画荘」）を見学した．小島善太郎は 1892 年生ま

れの洋画家で 1971 年に百草に住宅・アトリエを構え 1984 年

91 歳で他界するまでここで過ごした．住まい・アトリエと作

品が日野市に寄贈され 2013 年に記念館として公開された．た

くさんの作品が飾られた天井の高いアトリエでお茶をいただ

きながらお嬢さんからいろいろ逸話をうかがった． 
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この記念館から多摩丘陵の坂をさらに登って阿弥陀如来坐像

が安置されている百草八幡宮と，中世瓦がトイレの工事で見

つかった百草

園を散策した．

観音堂から百

草園にかけて

は緑が多く，

シーズン外の

ため百草園を

訪れる人も少なく，静かな雰囲気を感じられた． 

閉園時間間近の百草園を見学し，新宿の高層ビルをまで見

渡せる高台に登ったあと，急な坂を下りて百草園駅周辺で解

散し，無事今回の探訪は終わった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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時評・提言（4,000 字以内） 

    ⑤書評（4,000～8,000 字） 
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 (5)  論文，研究ノート（縦書き，横書きいずれも可）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，初校のみとし，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（表，図表を含む）3 部，USB メモリなどの記憶媒体及び別記送

り状
＊
（1部）を提出する． 

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

 (11) 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 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），河原 研究室気付 

      『メトロポリタン史学』編集委員会 

      Tel: 0426-77-2119（河原研究室）  Fax: 0426-77-2112 

     E-mail: kawara28@tmu.ac.jp（河原温研究室内）SNC47077@ nifty.com（河原温） 

＊ 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，事務局にお問い合わせください． 

【事務局からのお願い】 

●メトロポリタン史学会会報第２３号をお届けします．第１４回総会・大会のご案内を申し上げます．奮って

ご参加ください．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 3,000 円です．また，住所やメールアドレスに変更があったかたは，お手数ですが下

記事務局までお知らせ下さい． 

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 

 


