■□首都圏形成史研究会第100回例会までのあゆみ□■
※報告者の氏名・肩書、会場の施設名など、すべて例会開催時のものである。

第1回例会 1994年4月2日（土）／立教大学（東京）
石塚裕道（日本大学）

近現代地方史研究の問題点—発会のご挨拶にかえて—

松平康夫（東京都公文書館）

東京都の修史事業について

白石弘之（東京都公文書館）

東京都の修史事業について

第2回例会 1994年6月11日（土）／國學院大學（東京）
栗田尚弥（つくば国際大学）

アメリカ軍の関東侵攻作戦について

小風秀雅（お茶の水女子大学）

現代史編纂の現状と課題

第3回例会 1994年9月10日（土）／東洋大学（東京）
老川慶喜（立教大学）

明治20～30年代・八王子をめぐる鉄道敷設の動向

兼子順（埼玉県公文書館）

埼玉県史編さんの回顧と現状

第4回例会 1994年11月12日（土）／日本大学（東京）
山崎有恒（東京大学大学院）

明治期の利根川治水をめぐる政治状況

平野正裕（横浜開講資料館）

鶴見川治水をめぐる地域

保坂一房(たましん地域文化財団)

たましん地域文化財団の活動

第5回例会 1995年1月28日（土）／板橋区立産文ホール（東京）
鈴木芳行(税務大学校租税史料室)

都市及び都市周辺の水車

牛米努(税務大学校租税史料室)

多満自慢・石川酒造文書の編纂と多摩川流域史研究会

第6回例会 1995年4月1日（土）／國學院大學（東京）
◆シンポジウム 日露戦後首都圏の政治状況
櫻井良樹（麗澤大学）

日露戦争前後における東京の政治状況

吉良芳恵（横浜開港資料館）

日露戦争前後における神奈川県の政治状況

神山知徳（昭和学院高等学校）

日露戦争前後の政治状況—千葉県の場合—

桜庭宏（茨城県歴史館）

日露戦争後・明治末期茨城の政治社会状況—その一断面—

久慈千里（埼玉県八潮市立資料館）

日露戦争前後、埼玉県の政治状況

手島仁（群馬県立吉井高等学校）

日露戦争前後の群馬県の政治状況

第7回例会 1995年6月10日（土）／神奈川県立歴史博物館（神奈川）
鈴木亜紀子（東京大学大学院）

東京蔬菜市場と常磐線沿線の動向

鈴木良明（神奈川県立歴史博物館）

神奈川県立歴史博物館の再編について

第8回例会 1995年9月2日（土）／江戸東京博物館（東京）
梅田定宏（東海大学附属菅生高等学校） 多摩都制編入の歴史的意義—大東京地方計画と緑地計画—
近松鴻二（江戸東京博物館）

江戸東京博物館の活動

第9回例会 1995年11月4日（土）／市立市川歴史博物館（千葉）
◆テーマ 地域社会と教育
前田一男（立教大学）

自治体史における教育史の位置

多仁照廣（敦賀女子短期大学）

郷土史研究と郷土史教育

第10回例会 1996年1月13日（土）／八潮市立資料館（埼玉）
大道和夫（山口県史編さん室）

小野田セメントの発展と首都圏への進出

伊藤暢直（豊島区立郷土資料館）

戦後50周年企画展示を振り返って

第11回例会 1996年3月30日（土）／文京ふるさと歴史館（東京）
百瀬敏夫（横浜市史編集室）

明治期千葉県内湾における舟運について

羽田博昭（北区史編纂調査会）

北区史の編纂について
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第12回例会 1996年6月1日（土）／豊島区立勤労福祉会館（東京）
◆シンポジウム 地域から戦争を考える
小風秀雅（お茶の水女子大学）

地域から戦争を考える

土井浩（平塚市博物館）

地域から戦争を考える

栗田尚弥（お茶の水女子大学）

アメリカ（アメリカ軍）資料から戦中戦後の地方史（首都圏史）を見る

大西比呂志（早稲田大学）

地域における軍隊と人々—本土決戦期の相模湾を事例に

伊藤暢直（豊島区立郷土資料館）

〔コメンテーター〕

田中宏巳（防衛大学校）

〔コメンテーター〕

第13回例会 1996年7月27日（土）／江戸東京博物館（東京）
青木哲夫（豊島区立郷土資料館）

学童疎開をささえたもの

松平康夫（東京都公文書館）

『資料 東京都の学童疎開』の編さんにたずさわって

第14回例会 1996年9月14日（土）／横浜市歴史博物館（神奈川）
牛米努（税務大学校租税資料室）

慶応の打ちこわしと明治二年の町方改正

天下井恵（船橋市総合教育センター）

明治初年の東京窮民開墾事業—千葉県内の自治体史編纂にたずさわって—

第15回例会 1996年11月30日（土）／北とぴあ（東京）
丑木幸男（国文学研究資料館史料館）

戸長役場史料論

今井昭彦（熊谷女子高等学校）

近代日本における戦死者祭祀

第16回例会 1997年1月25日（土）／八潮市立資料館（埼玉）
田村均（埼玉大学）

幕末・明治前期の在来織物業と輸出綿糸

須永徳武（日本大学）

製茶輸出と狭山会社の活動

第17回例会 1997年3月２２日（土）／大田区郷土博物館（東京）
桜井邦夫（大田区郷土博物館）

東京の文士村—馬込を中心に—

小宮まゆみ（お茶の水女子大学）

太平洋戦争中の敵国人抑留所

第18回例会 １９９７年５月１７日（土）／文京ふるさと歴史館（東京）
浜田弘明（相模原市立博物館）

昭和・平成期における景観変化からみた地域の都市化—相模原を事例として—

内山通治（柏市史編さん担当）

戦後の北区と米軍

第19回例会 1997年7月26日（土）／市立市川歴史博物館（千葉）
佐藤明俊（牛久市史編さん分室）

日露戦後期における茨城の政治状況

井上潤（渋沢史料館）

渋沢史料とそれをとりまく環境

第20回例会 1997年9月13日（土）／立教大学（東京）
◆シンポジウム 首都圏の形成と商品流通
落合功（日本学術振興会）

首都圏成立期における塩の流通と展開—1900年～1920年を中心に—

渡邉嘉之（練馬区教育委員会）

首都圏における醤油の製造と流通

中林真幸（東京大学大学院）

製糸原料繭輸送と幹線鉄道網

百瀬敏夫（横浜市史編集室）

〔コメンテーター/蔬菜〕

岩下祥子（お茶の水女子大学大学院）

〔コメンテーター/陶磁器〕

田村均（埼玉大学）

〔コメンテーター/綿織物〕

須永徳武（日本大学）

〔コメンテーター/製茶〕

酒井智晴（工学院大学）

〔コメンテーター/肥料〕

野崎雅秀（法政大学大学院）

〔コメンテーター/明治期の舟運〕

老川慶喜（立教大学）

〔司会〕

大豆生田稔（東洋大学）

〔司会〕

第21回例会 1997年11月29日（土）／北とぴあ（東京）
島津法行（日本大学大学院）

都市下層社会における東京市「特殊学校」の役割

田所祐史（野田市中央公民館）

東京における初期都市民衆騒擾—1906年の電車賃上反対運動—
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第22回例会 1998年1月10日（土）／江戸東京博物館（東京）
郡司美枝（板橋区史編さん室）

二郷半領の米作について

安斎信人（千葉県立安房博物館）

房総地方の万祝と紺屋

第23回例会 1998年3月14日（土）／川崎市市民ミュージアム（神奈川）
市川大祐（東京大学大学院）

人造肥料特約体制の成立と展開

酒井智晴（工学院大学）

新河岸筋福岡河岸における肥料流通の変化—『上福岡市史 資料編第3巻近代』の刊行に際して—

第24回例会 1998年5月30日（土）／文京ふるさと歴史館（東京）
羽田博昭（横浜市史編集室）

無産政党と都市問題—東京城北地域を中心に—

鈴木勇一郎（青山学院大学大学院）

大場信續と荏原郡第一土地区画整理組合

第25回例会 1998年7月25日（土）／すみだ郷土文化資料館（東京）
小林信也（東京大学大学院）

地租改正と都市民衆世界

石居人也（中央大学大学院）

明治前期の「衛生」論と共葬墓地—火葬禁止をめぐる「衛生」論の展開—

第26回例会 1998年9月12日（土）／國學院大學（東京）
◆シンポジウム 「軍」と地域・民衆—地域のなかの「軍」、「軍」のなかの民衆
栗田尚弥（國學院大學）

首都圏の軍隊配置について

羽田博昭（横浜市史編集室）

軍工廠と地域—北区の場合

上山和雄（國學院大學）

軍郷習志野の場合

田中宏巳（防衛大学校）

横須賀海軍水道の建設と周辺市町村

白石弘之（東京都公文書館）

日清戦争期の充員招集システムについて—「東京府兵事事務始末」の検討を中心として—

伊藤暢直（豊島区立郷土資料館）

従軍日誌にみる日露戦争

土田宏成（東京大学大学院）

関東大震災後の東京地域における「市民総動員」問題について

小野秀夫（市立市川歴史博物館）

戦時下の市川市警防団について

井上弘（熱海市立第二小学校）

軍人の療養地としての箱根—アジア太平洋戦争下の箱根—

第27回例会 1998年11月28日（土）／横浜開港資料館（神奈川）
田中淳（世田谷区立駒沢小学校）

第一次農地改革の再検討

大島英夫（神奈川県立湘南高校）

湘南における結核療養所反対運動—南湖院の立場—

第28回例会 1999年1月30日（土）／すみだ郷土文化資料館（東京）
矢嶋毅之（成田山霊光山）

地方政治家の動向—明治20年代前半の千葉県について—

龍澤潤（東洋大学大学院）

開港と在郷茶商

第29回例会 1999年3月6日（土）／神奈川県立歴史博物館（神奈川）
國雄行（神奈川県立歴史博物館）

横浜浮世絵にみる近代日本—異国“横浜”を旅する—

澤内一晃（立正大学大学院）

秩父セメントの成立と輸送問題—秩父鉄道を中心に—

第30回例会 1999年5月22日（土）／文京ふるさと歴史館（東京）
栗田尚弥（國學院大學）

占領初期地方軍政部組織の比較検討

下西陽子（千葉大学大学院）

アジア太平洋戦争下における健民運動の展開

第31回例会 1999年7月24日（土）／恵比寿麦酒記念館（東京）
丹治雄一（國學院大學大学院）

ビール業成長期下の大日本麦酒における販売網の形成と展開

松本和明（長岡短期大学）

埼玉県の地域振興と産業育成における渋沢栄一
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第32回例会 1999年9月18日（土）～19日（日）／横浜市開港記念会館・横浜開港資料館（神奈川）
◆開港場フォーラム part1
加藤祐三(横浜市立大学)

近代東アジアの開国・開港

紺野哲也（函館市史編さん室）

箱館の開港

清水正雄（中央区明石町資料室）

築地居留地概要

堀田暁生（大阪市史編纂所）

川口居留地の形成とその特徴

田井玲子（神戸市立博物館）

兵庫（神戸）開港と外国人居留地

斎藤多喜夫（横浜開港資料館）

〔コメンテーター〕

伊藤久子（横浜開港資料館）

〔司会〕

清水恵（函館市史編さん室）

函館開港後におけるロシアの動向

石塚裕道（東京都立大学）

横浜居留地研究の成果と課題

梶原苗美（神戸女子大学）

文明開化のレシピー

姫野順一（長崎大学）

長崎外国人居留地・上野彦馬・ベアト

◎〔展示見学〕横浜開港資料館企画展示「開港140周年・条約改正100周年 不平等条約の改正—国家ノ最大急務ナリ—」
【共催】横浜開港資料館／築地居留地研究会／川口居留地研究会／神戸外国人居留地研究会／出島研究会／長崎居留地研究会
函館市史編さん室／神戸市立博物館

第33回例会 1999年11月6日（土）／すみだ郷土文化資料館（東京）
中島久人（早稲田大学大学院）

明治中期の東京市の政治状況について

櫻井良樹（麗澤大学）

阪谷芳郎東京市長日記について

第34回例会 2000年1月29日（土）／横浜開港資料館（神奈川）
森田貴子（東京大学大学院）

東京における不動産賃貸契約書

斎藤多喜夫（横浜開港資料館）

明治末期の都市搾乳場の経営—横浜の事例から—

第35回例会 2000年3月25日（土）／國學院大學（東京）
◆シンポジウム 「大東京」形成—国家・都市・地域—
鈴木勇一郎（青山学院大学大学院）

「大東京」概念の成立と国有鉄道の動向

中島康比古（横浜市立大学）

1930年代東京の都市計画—空地地区指定問題—

梅田定宏（東海大学菅生高等学校）

埼玉県南部地域の都市計画と東京地方計画

大西比呂志（早稲田大学）

横浜における市政専門官僚制の形成

石居人也（中央大学大学院）

結核と東京の都市衛生

櫻井良樹（麗澤大学）

1920年代における東京市政構造の変化

黒川徳男（北区行政資料センター）

東京市域編入をめぐる北豊島郡内町村・町内会の動向

大岡聡（都留文科大学）

地方都市における「愛市運動」—藤沢市の場合—

堀勇良（文化庁）

〔コメンテーター〕

原田敬一（仏教大学）

〔コメンテーター〕

第36回例会 2000年6月10日（土）／荒川ふるさと文化館（東京）
高野修（学習院大学）

資料保存機関の現状

岩尾光代（毎日新聞社）

1枚の写真が導いた「時代の空白」

第37回例会 2000年7月29日（土）／大田区立郷土博物館（東京）
栗田尚弥（國學院大學）

自治体現代史の問題点

北村敏（大田区郷土博物館）

空の玄関羽田空港70年—展示準備から展示まで—

第38回例会 2000年11月26日（日）／新宿区立新宿博物館（東京）
佐藤教行（盛岡市役所）

近代日本におけるキリスト教の地域的展開

奥平哲志（新宿区立新宿歴史博物館）

「喫茶店」展示に関して

第39回例会 2001年1月20日（土）／立教大学（東京）
野崎雅秀（埼玉県立松伏高等学校）

飯野喜四郎と武州鉄道

永井均（関東学院大学）

敗戦前後の福岡村
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第40回例会 2001年3月24日（土）／高崎市南公民館（群馬）
◆シンポジウム 群馬—産業化と商人・市場・制度—
橋野知子（駒澤大学）

明治期絹織物業の発展と両毛産地の展開

亀田光三（両毛産業遺産研究会）

桐生織物の元織—賃機体制に関する二、三の問題—

中林真幸（千葉大学）

桐生絹織物業の発達と地域経済

宮崎俊弥（前橋国際大学）

大間々生糸市と桐生織物

青木隆浩（東京大学大学院）

他県出身者清酒製造業の北関東進出とその商法について

高階勇輔（高崎経済大学）

高崎の商人—越後商人の諸相—

田村均（埼玉大学）

〔コメンテーター／織物・製糸〕

上山和雄（國學院大學）

〔コメンテーター／織物・製糸〕

老川慶喜（立教大学）

〔コメンテーター／商人〕

渡邉嘉之（練馬区郷土資料室）

〔コメンテーター／商人〕

【共催】高崎市

第41回例会 2001年6月9日（土）／東洋大学（東京）
高宇（立教大学大学院）

試行錯誤段階の水産品低温輸送システム—葛原冷蔵の失敗と日魯漁業冷蔵部の発足—

中村崇高（東洋大学大学院）

府県庁における兵事事務に関する一考察—明治期の埼玉県を事例として—

第42回例会 2001年8月4日（土）／町田市立自由民権資料館（東京）
松崎稔（町田市立自由民権資料館）

町田の青年組織と演説・討論

石居人也（町田市立自由民権資料館）

生活規範を展示する試み—企画展「罪と罰の文明開化」によせて—

第43回例会 2001年9月29日（土）／麗澤大学東京教育センター（東京）
小泉雅弘（江東区教育委員会）

明治初期東京府の官員構成・再考—権力構造との関わりで—

飯島章（取手市教育委員会）

旧幕府代官手代・手附の明治維新

第44回例会 2001年11月17日（土）／葛飾区郷土と天文の博物館（東京）
谷口榮（葛飾区郷土と天文の博物館）

今戸焼の製造と流通

横山恵美（豊島区立郷土資料館）

明治前期における東京の陶磁器業について—竹本焼を中心に—

第45回例会 2002年3月8日（土）／横浜開港資料館（神奈川）
◆テーマ 文書館・博物館における文書資料の展示について
白井哲哉（埼玉県立博物館）

文書館展示と博物館の文書展示

斉藤司（横浜市歴史博物館）

博物館における文書資料の展示—横浜市歴史博物館における事例を通して—

松本洋幸（横浜開港資料館）

郡役所文書の調査と展示

第46回例会 2002年5月25日（土）／文京ふるさと歴史館（東京）
◆シンポジウム 都市と娯楽
田中淳（世田谷区立池尻小学校）

東京市における寄席衰退の前提状況—1901年改正「寄席取締規則」をめぐって—

伊藤暢直（豊島区立郷土資料館）

映画館の設立状況に見る東京の地域変容

近藤智子（國學院大學大学院）

「見る」百貨店から「買う」百貨店へ—震災後の百貨店をめぐる娯楽の変化—

本多仁禮士（町田市立町田第三中学校）

娯楽移入の窓口としての横浜居留地

杉本竜（立命館大学大学院）

大衆娯楽としての「競馬」

山崎有恒（立命館大学）

もう一つの「首都圏」と娯楽—満州国国立競馬場の研究—

奥須磨子（和光大学）

郊外の再発見—田山花袋『東京の近郊』を中心に—

鈴木勇一郎（青山学院大学大学院）

遊園と行楽地

羽田博昭（横浜市史編集室）

都市近郊生活者にとっての娯楽

第47回例会 2002年9月14日（土）／八王子市中央図書館（東京）
神かほり（八王子市郷土資料館）

夕焼けの里の文化—八王子・恩方の青年たちと『郷土研究』の潮流—

野崎義幸（駒澤大学）

戊申詔書煥発以降におけるメディアと若者—神奈川県を事例として—

第48回例会 2003年1月25日（土）／立教大学（東京）
大石学（東京学芸大学）

『江戸首都論』をめぐって

三野行徳（小平市中央図書館）

明治初期幕府出身官僚の明治政府任用に関する検討—任用時期を中心に—

藤野敦（森村学園中高等部）

東京府および周辺直轄県成立の一過程
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第49回例会 2003年3月29日（土）／鎌ケ谷市三橋記念館（千葉）
天下井恵（船橋市立芝山東小学校）

明治天皇の習志野原賜名

神山知徳（昭和学院高等学校）

開墾地と町村制

◎〔展示見学〕鎌ケ谷市郷土博物館企画展「慶応4年・明治元年の記憶in鎌ケ谷」
立野晃（鎌ケ谷市郷土資料館）

〔展示解説〕

第50回例会 2003年6月7日（土）／國學院大學（東京）
小野浩（立教大学大学院）

戦間期の東京における住宅問題

高橋秀和（國學院大學大学院）

群役所廃止後の「地方中間機関」問題

第51回例会 2003年8月30日（土）／行田市郷土博物館（埼玉）
渡邉嘉之（練馬区郷土資料室）

戦前期・地方都市における醤油の流通について—埼玉県行田町の事例—

角田広高（上尾市教育委員会）

埼玉県における国民協会の消長—北埼玉郡・国民同志会試論—

◎〔巡見〕旧忍城跡・旧足袋屋・歴史的建造物
◎〔展示見学〕行田のまちづくり四百年
鈴木紀三雄（行田市郷土博物館）

〔巡見案内／展示解説〕

【共催】地方史研究協議会

第52回例会 2003年10月25日（土）／荒川ふるさと文化館（東京）
小泉雅弘（江東区教育委員会）

江東区における文化財行政と生涯学習

上山和雄（國學院大學）

渋谷学の舞台裏

第53回例会 2004年3月13日（土）／横浜開港資料館・横浜都市発展記念館（神奈川）
石田頼房

交通手段の変化と首都圏の拡がり

岡田直（横浜都市発展記念館）

1920～30年代横浜における郊外電車の中心部乗り入れをめぐって

◎〔展示見学〕横浜都市発展記念館企画展示「横浜地下鉄物語」

第54回例会 2004年6月5日（土）／群馬県立博物館（群馬）
◆群馬県立歴史博物館主催シンポジウム
佐藤美知男（交通博物館）

交通博物館の特質と機能

奥原哲志（交通博物館）

新宿歴史博物館における鉄道展示の実践例

櫻井正一（碓氷峠交通記念財団）

碓氷峠鉄道文化村の現状と課題

◎〔展示見学〕群馬県立歴史博物館企画展「ぐんまの鉄道」
【共催】群馬県立歴史博物館／鉄道史学会

第55回例会 2004年7月10日（土）／日本女子大学（東京）
坂口誠（立教大学）

肥料流通と関東市場

谷口裕信（東京大学大学院）

郡制廃止に関する一考察—郡と道路—

第56回例会 2004年8月28日（土）／神奈川県立歴史博物館（神奈川）
季武嘉也（創価大学）

三島弥太郎と父通庸

柴田善雅（大東文化大学）

東アジアと東南アジアにおける横浜正金銀行の活動

◎〔展示見学〕神奈川県立歴史博物館特別展「横浜正金銀行」

第57回例会 2004年10月31日（日）／市立市川歴史博物館（千葉）
矢嶋毅之（成田山霊光館）

民権家 島田彦三郎

中村政弘（千葉県史料研究財団）

千葉県の町村合併—明治・昭和の大合併の狭間に視点をあてて—

◎〔展示見学〕市立市川歴史博物館企画展「市制施行70周年記念・市川市が誕生したころ」
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第58回例会 2005年3月26日（土）／立教大学（東京）
◆シンポジウム 占領と地域社会—首都圏の事例を中心に—
中村政弘（千葉県史料研究財団）

千葉県・戦後政治の連続性と非連続性—県議選・衆院選をめぐって—

小野英夫（市立市川歴史博物館）

警防団から消防団へ—千葉県市川市を事例として—

清水節（國學院大學大学院）

宗教政策の地域的展開

鬼嶋淳（早稲田大学大学院）

占領期の農村社会運動と地域—埼玉県入間郡大井村を事例に—

齋藤伸義（立教大学大学院）

復興期の臨海工業地帯開発—京浜工業地帯を中心に—

向後英紀（日本大学）

〔コメンテーター〕

浜田弘明（桜美林大学）

〔コメンテーター〕

吉田和彦（船橋市立八木が谷中学校）

〔コメンテーター〕

栗田尚弥（國學院大學）

〔司会〕

高村聰史（横須賀市史編纂室）

〔司会〕

第59回例会 2005年6月5日（日）／埼玉県立文書館（埼玉）
吉本富男（埼玉県地方史研究会）

官選知事と埼玉県政—『明治大正期知事事務引継書』の編集を通して—

黒川徳男（北区行政資料センター）

知事引継書に見る明治・大正期の埼玉県政

鈴木義治（さいたま市立浦和高等学校）

埼玉県自由民権運動を見て

第60回例会 2005年9月3日（土）／野田市市民会館（千葉）
金山喜昭（法政大学）

山中直治をめぐる博物館活動

上山和雄（國學院大學）

野田町の石工・弥八の活動

◎〔巡見〕上花輪歴史館・興風会館・野田郷土博物館および醤油醸造業関係の産業遺産と町並み
宮崎等〔野田市郷土博物館〕

〔巡見案内〕

第61回例会 2005年11月26日（土）／江東区東大島文化センター・江東区中川船番所資料館（東京）
加藤貴（北区文化財保護審議会）

中川番所の通関制度の特質

龍澤潤（中川船番所資料館）

文化としての釣りと中川

◎〔展示見学〕中川船番所資料館特別企画展「中川がうみだしたもの」

第62回例会 2006年5月13日（土）／立教大学（東京）
◆首都圏形成史研究会12周年記念シンポジウム
上山和雄（國學院大學）

「首都圏」について理解はどこまで深まったか？

老川慶喜（立教大学）

「首都圏」について理解はどこまで深まったか？

大西比呂志（フェリス女学院大学）

「首都圏」について理解はどこまで深まったか？

植山淳（京浜歴史科学研究会）

新たな「地域史」を目指して

大嶽浩良（栃木県歴史文化研究会）

新たな「地域史」を目指して

佐々木寛司（近代茨城地域史研究会）

新たな「地域史」を目指して

第63回例会 2006年7月22日（土）／神奈川県立歴史博物館（神奈川）
差波亜紀子（法政大学）

明治期日本におけるビールの需要と生産者

牛米努（税務大学校租税室）

明治期の地方ビール

◎〔展示見学〕神奈川県立歴史博物館特別展「日本のビール—横浜発国民飲料へ—」

第64回例会 2006年10月7日（土）／國學院大學（東京）
◆ミニシンポジウム 衛生
市川智生（横浜国立大学大学院）

近代日本の開港場における伝染病対策—1885～1890年横浜—

松田隆行（花園大学）

近代地方都市における衛生行政の展開—栃木県鹿沼町を事例として—

石居人也（町田市自由民権資料館）

〔コメンテーター〕

第65回例会 2006年11月25日（土）／荒川ふるさと文化館（東京）
木下路子（早稲田大学大学院）

地域における実業補習学校の実態

五島敏芳（国文学研究資料館史料館）

日本の歴史資料の総合目録構築のための基礎作業

◎〔展示見学〕荒川ふるさと文化館企画展「あらかわと野菜 都市とお野菜」
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第66回例会 2007年4月14日（土）／立教大学（東京）
◆シンポジウム 地方都市の形成と展開—その多様性—
鷲崎俊太郎（日本学術振興会）

徳川後期の「地方町場」と土地不動産市場—取手宿本陣染野家の地貸・店貸経営—

酒井智晴（工学院大学）

川越町経済の動向と周辺地域の肥料流通

小野浩（立教大学大学院）

工業都市・川崎の発展—戦時期の住宅・交通問題を中心に—

田村均（埼玉大学）

〔コメンテーター〕

渡邉嘉之（練馬区郷土資料室）

〔コメンテーター〕

渡邉恵一（駒澤大学）

〔コメンテーター〕

老川慶喜（立教大学）

〔司会〕

坂口誠（慶應義塾大学）

〔司会〕

第67回例会 2007年6月10日（日）／府中市郷土の森博物館（東京）
池田良郎（中央大学大学院）

三新法期における郡長の政治姿勢と活動—原豊穣を中心に—

佐藤智敬（府中市郷土の森博物館）

民俗学者・宮本常一の見た府中の都市化

◎〔巡見〕武蔵国分寺跡・三億円事件現場（府中刑務所）・東芝府中工場・北府中駅～府中本町駅・旧下河原線跡など
◎〔展示見学〕府中市郷土の森博物館企画展「宮本常一の足跡」

第68回例会 2007年9月24日（月・祝）／相模原市立博物館（神奈川）
櫻井良樹（麗澤大学）

尾崎行雄研究の現在

沖川伸夫（中央大学）

相模原の戦後—『相模原市史』続編編さん事業の過程から—

◎〔展示見学〕相模原市立博物館企画展「尾崎咢堂と津久井」
上田幸枝（相模原市立博物館）

〔展示解説〕

第69回例会 2008年2月16日（土）／茨城大学（茨城）
菅谷務（茨城大学）

茨城県における昭和初期の都市と農村—橘孝三郎の思想と行動

西谷直樹（立教大学大学院）

鉱山の発展と地域変容—明治末～大正期の日立村を対象に—

【共催】近代茨城地域史研究会

第70回例会 2008年6月21日（土）／國學院大學（東京）
伊藤暢直（豊島区教育委員会）

文化行政と文化財行政

平野正裕（横浜開港資料館）

大衆文化と資本—大正期横浜の経験—

第71回例会 2008年9月20日（土）～21日（日）／日光市藤原総合文化会館（栃木）
石川明範（栃木県立茂木高等学校）

保晃会の活動—日光の近代史と文化財保存—

鈴木泰浩（日光市教育委員会）

足尾銅山産業遺産群の保存と活用—世界遺産登録推進とその課題—

◎〔現地見学会〕足尾銅山産業遺産群

第72回例会 2008年11月22日（土）／横浜市中央図書館（神奈川）
◆シンポジウム 市民のための近現代史を目指して—神奈川県の自治体史編さん—
金原左門（中央大学）

神奈川県自治体史の課題

栗田尚弥（國學院大學）

新しき自治体現代史の試み—茅ヶ崎市史現代のスタンスとこれから—

井上洋一（綾瀬市教育委員会）

『綾瀬市史』完結以前と以後

羽田博昭（横浜市史資料室）

横浜市史から横浜市史資料室へ

高村聰史（横須賀市史編さん室）

〔司会〕

【共催】横浜市史資料室

第73回例会 2009年3月15日（日）／荒川ふるさと文化館（東京）
西村健（すみだ郷土文化資料館）

「模範村」の誕生と日露戦争—埼玉県南埼玉郡潮止村の事例より—

加藤陽子（荒川ふるさと文化館）

大正における再開発について—荒川区の日暮里地域を事例として—

◎〔展示見学〕荒川ふるさと文化館企画展「日暮里SAIKO（最高 再考）1868-2009」
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第74回例会 2009年5月30日（土）／日本女子大学（東京）
◆シンポジウム 都市装置からみた1920～30年代
梅田定宏（聖ヶ丘中学高等学校）

大都市維持装置としての「帝都天然公園」—「奥多摩」の開発をめぐって—

松本洋幸（横浜開港資料館）

水道敷設と都市空間編成—市域拡張問題との関連から—

鈴木勇一郎（青山学院大学）

池上をめぐる郊外開発

石居人也（町田市立自由民権資料館）

「死」をめぐる都市装置—東京における共葬墓地—

神山恒雄（明治学院大学）

大都市近郊の町村財政—東京市隣接五郡の町村債を中心に—

吉良芳恵（日本女子大学）

都市装置としての屎尿処理問題—各都市における市営化問題を中心に—

源川真希（首都大学東京）

1930年代における都市装置としての神社

高嶋修一（青山学院大学）

〔司会〕

第75回例会 2009年8月1日（土）／立教大学（東京）
星野高徳（慶應義塾大学大学院）

1920～30年代東京市における屎尿処理市営化

山口明日香（慶應義塾大学大学院）

鉄道業における枕木調達—戦前期日本の産業化と木材利用—

第76回例会 2010年2月20日（土）／國學院大學（東京）
工藤航平（総合研究大学大学院）

明治期地域指導者層の地域意識と教育文化

鎮目良文（たばこと塩の博物館）

明治三十年代の広告とメディア—明治たばこ宣伝合戦を中心に—

第77回例会 2010年4月24日（土）／神奈川県立歴史博物館（神奈川）
◆シンポジウム 「関東大震災」研究の新潮流—文理融合を目指して—
吉田律人（横浜市史資料室）

「関東大震災」研究の現在—震災80周年以後の動向を中心に—

白石弘之（東京都公文書館）

東京都公文書が所蔵する関東大震災関係資料について

高野宏康（神奈川大学日本常民文化研究所）

「震災の記憶」の変遷と展示—復興記念館および東京都慰霊堂収蔵・関東大震災関係資料を中心に—

王京（北京大学）

関東大震災と航空写真

武村雅之（小堀鐸二研究所）

震災予防調査会報告100号の今日的意義

北原糸子（立命館大学歴史都市防災センター） 〔コメンテーター〕
寺嵜弘康（神奈川県立歴史博物館）

〔司会〕

【共催】関東大震災資料調査会

第78回例会 2010年7月31日（土）／江東区深川江戸資料館（東京）
◆江東区・明治維新史学会・首都圏形成史研究会 合同研究会
中西崇（江東区）

越中島から見る幕末維新

高山慶子（江戸東京博物館）

深川の漁師と魚商人

井上潤（渋沢史料館）

近代日本の創設者・渋沢栄一—江東区（深川）での事績に触れながら—

◎〔展示見学〕深川江戸資料館特別展「江東幕末発見伝！」
久染健夫（深川江戸資料館）

〔展示解説〕

第79回例会 2010年11月27日（土）／千葉市立郷土博物館（千葉）
池田順（千葉県文書館）

千葉県の国防婦人会

森脇孝広（千葉県文書館）

1950年代の浅海養殖漁業と漁業秩序—千葉県昭和町奈良輪の事例より—

◎〔展示見学〕千葉県郷土博物館常設展
【共催】千葉市史研究会

第80回例会 2011年2月12日（土）／国立歴史民俗博物館（千葉）
◆国立歴史民俗博物館展示見学会
◎〔展示見学Ⅰ〕総合展示・第5展示室（近代）／総合展示・第6展示室（現代）
◎〔展示見学Ⅱ〕特集展示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」
原山浩介（国立歴史民俗博物館）

〔ディスカッション〕
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第81回例会 2011年7月2日（土）／國學院大學（東京）
◆特集 東日本大震災と歴史資料の現場Ⅰ
中野良（日本学術振興会）

自治体史スタッフとして経験した東日本大震災

新和宏（千葉県立中央博物館）

千葉県文化財救済ネットワークシステム構築推進事業の設立経緯と課題

寺嵜弘康（神奈川県立歴史博物館）

東日本大震災時における神奈川県内の博物館園の対応について

【共催】房総史料調査会

第82回例会 2011年10月8日（土）／土浦市博物館（茨城）
◆特集 東日本大震災と歴史資料の現場Ⅱ
萩谷良太（土浦市立博物館）

土浦市域の文化財・資料の被害状況と震災後の活動について

窪田涼子（神奈川大学日本常民文化研究所）

被災資料救出計画の実際とその課題—気仙沼大島における常民研の活動について—

◎〔巡見〕土浦一高と土浦城下の町並みを歩く
栗田尚弥（國學院大學）

〔巡見案内〕

第83回例会 2011年11月26日（土）／飯能市郷土館（埼玉）
亀川泰照（荒川ふるさと文化館）

歴史意識を展示する—「彰義隊とあらかわの幕末」展をふりかえって—

尾崎泰弘（飯能市郷土館）

飯能戦争における旧幕府方と飯能の人々—周辺地域の風説留から—

◎〔巡見〕飯能の町並みを歩く
◎〔展示見学〕飯能市郷土館特別展「飯能炎上—明治維新・激動の6日間」

第84回例会 2012年7月28日（土）／立教大学（東京）
岡部桂史（南山大学）

実業教育・試験場と地域社会—戦前期埼玉県の事例—

高橋未沙（日本女子大学成瀬記念館）

昭和戦前期内務省における防空研究—担い手層の分析を中心に—

第85回例会 2012年11月10日（土）／練馬区立石神井公園ふるさと文化館（東京）
鈴木智行（東京大学大学院）

昭和初期の東京郊外地域社会—風致協会の分析から—

渡邊嘉之（練馬区立石神井公園ふるさと文化館）

武蔵野鉄道の開通と沿線の行楽地—現練馬区域を中心に—

◎〔展示見学〕練馬区立石神井公園ふるさと文化館企画展「鉄道の開通と小さな旅—西武・東上沿線の観光」

第８６回例会 2013年3月2日（土）／さいたま市大宮盆栽美術館（埼玉）
阿部希望（筑波大学大学院）

近代日本における野菜育種の展開—民間種苗業者の果たした役割—

平野正裕（横浜開港資料館）

19世紀横浜の植物貿易について

第８７回例会 2013年8月3日（土）／東村山ふるさと歴史館（東京）
鈴木芳行（中央大学）

「空都多摩」解明の限界—陸軍省の新聞報道規制—

高野宏峰（東村山ふるさと歴史館）

東村山の軍関係施設と軍隊の駐屯—陸軍少年通信学校・歩兵第503聯隊—

第８８回例会 2013年9月15日（日）／横浜開港資料館・横浜都市発展記念館（神奈川）
松本洋幸（横浜市史資料室）

近代水道の政治史

◎〔展示見学Ⅰ〕横浜都市発展記念館特別展「関東大震災と横浜」
青木祐介（横浜都市発展記念館）

〔展示解説〕

◎〔展示見学Ⅱ〕横浜開港資料館企画展示「被災者が語る関東大震災」
吉田律人（横浜開港資料館）

〔展示解説〕

【共催】地方史研究協議会

第８９回例会 2013年12月14日（土）／茨城県立歴史館（茨城）
富田任（茨城県立歴史館）

茨城県立歴史館の公文書保存について

◎〔展示見学〕茨城県立歴史館企画展「資料が語る 日本の歴史、茨城の歩み—国立公文書館×茨城県立歴史館」

第９０回例会 2014年2月1日（土）／鎌ケ谷市三橋記念館（千葉）
栗田尚弥（國學院大學）

米軍基地と鎌ケ谷

神山知徳（昭和学院中学・高等学校）

近代学校の政治史—近代移行期地域社会論についての一試論—

◎〔展示見学〕鎌ケ谷市郷土資料館企画展「高度経済成長と鎌ケ谷」
手塚雄太（鎌ケ谷市郷土資料館）

〔展示解説〕

【共催】鎌ケ谷市教育委員会
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第９１回例会 2014年4月5日（土）／青山学院大学（東京）
◆シンポジウム 歴史災害を伝える—“災害史”展示の現状と課題
北原糸子（歴史地震研究会）

関東大震災90周年事業を振り返って—震災遺産の掘り起こしと社会への還元—

大石三紗子（大磯町郷土資料館）

春季企画展「大磯の災害」を開催して

宮間純一（宮内庁宮内公文書館）

公文書館における災害展示—宮内公文書館を事例に—

青木祐介（横浜都市発展記念館）

関東大震災90周年連携展示の試み—横浜市の事例から—

諸井孝文（小堀鐸二研究所）

災害史の別の側面—“自然”の記述と“防災”の伝承—

小風秀雅（お茶の水女子大学）

自治体史編纂における災害史の位置付けについて

橋本直子（葛飾区郷土と天文の博物館） 〔コメンテーター〕
西村健（すみだ郷土文化資料館）

〔司会〕

吉田律人（横浜開港資料館）

〔司会〕

【共催】歴史地震研究会 【後援】地方史研究協議会

第９２回例会 2014年6月14日（土）～15日（日）／ヴェルクよこすか（神奈川）
神谷大介（横須賀市史編集室）

幕末期における幕府海軍の活動と江戸内湾地域

高村聰史（横須賀市史編集室）

軍港都市横須賀の形成と海軍

吉良芳恵（日本女子大学）

軍港都市と助成金—横須賀を中心として—

◎〔巡見〕山から海へ—上町～汐入、横須賀の過去と現在—
高村聰史（横須賀市史編集室）

〔巡見案内〕

【共催】軍港都市史研究会

第９３回例会 2014年9月13日（土）／日本女子大学（東京）
◆鈴木勇一郎・高嶋修一・松本洋幸編『近代都市の装置と統治』合評会
季武嘉也（創価大学）

〔総合司会〕

平山剛（首都大学東京）

〔評者〕

中村元（新潟大学）

〔評者〕

中西啓太（東京大学大学院）

〔評者〕

【共催】内務省研究会

第９４回例会 2014年11月15日（土）／八王子市生涯学習センター（東京）
鈴木勇一郎（立教大学）

近代東京における「寺院墓地」と郊外墓地建設問題

美甘由紀子（八王子市郷土資料館）

輸出用花百合の球根栽培について—八王子市の事例から—

第９５回例会 2015年3月28日（土）／すみだ郷土文化資料館（東京）
西村健（すみだ郷土文化資料館）

東京空襲における人的被害拡大要因の検討—「いのちの被災地図」と証言記録の分析を中心として—

羽田博昭（横浜市史資料室）

空襲の記録・日米の資料と体験記—横浜を中心に—

◎〔展示見学〕企画展示「東京大空襲・七十年」
田中禎昭（すみだ郷土文化資料館）

〔展示解説〕

第９６回例会 2015年6月6日（土）／國學院大學（東京）
◆首都圏形成史研究会創立20周年記念シンポジウム 首都と首都圏
上山和雄（國學院大學）

発題・首都と首都圏

大石学（東京学芸大学）

江戸首都論

吉崎雅規（横浜市歴史博物館）

幕末の「首都」江戸と外交使節—安政4年、ハリスの江戸参府をめぐって—

老川慶喜（跡見学園女子大学）

鉄道の開通と東京市貨物集散状況

白石弘之（元東京都公文書館）

東京都制問題の沿革—1887年から１９４３年まで—

梅田定宏（聖ケ丘中学高等学校）

「大東京」から「大東京空間」へ

松本洋幸（大正大学）

「首都圏計画」の変遷—１９５０年代まで—

【共催】國學院大學渋谷学研究会 【後援】地方史研究協議会／関東近世史研究会

第９７回例会 2015年9月19日（土）／大正大学（東京）
池田真歩（東京大学大学院）

初期東京府会における「改進党支配」

白田拓郎（東洋大学）

栃木県における酒造組合の成立過程
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第９８回例会 2015年11月28日（土）／柏市・高野台会館（千葉）
◆柏北部の戦争遺跡めぐり＆「首都圏と軍隊」研究の現状と課題
◎〔巡見〕柏北部の戦争遺跡めぐり
柏歴史クラブ

〔巡見案内〕

◎ミニシンポジウム「『首都圏と軍隊』研究の現状と課題」
櫻井良樹（麗澤大学）

柏の軍事遺跡から考える

吉田律人（横浜開港資料館）

「首都圏と軍隊」の現在

土田宏成（神田外語大学）

今後考えられるいくつかの論点

中野良（国立歴史民俗博物館）

〔コメンテーター〕

【共催】柏歴史クラブ 【協力】柏市教育委員会

第９９回例会 2016年2月6日（土）／茅ヶ崎太陽の郷（神奈川）
◎〔巡見〕南湖院をめぐる
大島英夫（柏陽高等学校）

片山伸『茅ヶ崎日記』に見る明治43年の南湖院

加藤厚子（横浜市立大学）

湘南イメージの形成

第100回例会 2016年7月16日（土）／立教大学（東京）
◆記念シンポジウム 博物館は高度成長をどう伝えるか？—地域博物館における模索と課題—
岡田直（横浜都市発展記念館）

ベッドタウンとしての横浜

乾賢太郎（大田区立山王草堂記念館）

多摩ニュータウンとパルテノン多摩の活動

手塚雄太（鎌ケ谷市郷土資料館）

都市近郊農村の高度成長—鎌ケ谷市を事例として—

渡邉嘉之（練馬区役所）

〔司会・コメント〕
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