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米沢史学会公開講演会の記録 

 

 

第１回 １９８５年１１月  於 置賜総合文化センター 

 「東北地方における中世所領の成立」          本学教授 奥野中彦氏 

 「関ヶ原戦と奥羽」                東北大学教授 渡辺信夫氏 

 

第２回  １９８６年１１月  於 置賜総合文化センター 

  「日本の開国と国際情勢」               本学教授 秋本益利氏 

 「明治天皇の東北巡幸」                  歴史家 遠山茂樹氏 

 

第３回 １９８７年１１月  於 置賜総合文化センター 

  「山形県産生糸の横浜入荷をめぐって」        本学教授 東海林静男氏 

 「奥羽仕置と米沢」                 福島大学教授  小林清治氏 

 

第４回 １９８８年１２月  於 置賜総合文化センター 

 「奈良朝の皇統と皇位継承―長屋王の変と政権の実体―」  本学助教授 木本好信氏 

 「世阿弥とその時代」                和光大学教授 永原慶二氏 

 

第５回 １９８９年１１月  於 置賜総合文化センター 

  「近世都市米沢の構造」                  本学講師 渡辺英夫氏 

 「東北の荘園公領と地頭」             東北学院大学教授 大石直正氏 

 

第６回 １９９０年１１月  於 置賜総合文化センター 

 「二本松出身の儒者 安積艮斎」             本学講師 荻生茂博氏 

 「神亀・天平期の東北経営」         お茶の水女子大学教授 青木和夫氏 

 

第７回 １９９１年１０月  於 置賜総合文化センター 

 「『北方』図の世界」                  本学講師 浅倉有子氏 

 「観応の擾乱―南北朝内乱の第二段階―」      東北大学教授 羽下徳彦氏 

 

第８回 １９９２年１２月 於 置賜総合文化センター 

 「中世村落祭祀の神話的世界」             本学講師 薗部寿樹氏 

  「日本文化の真髄」        コロンビア大学名誉教授 ドナルド・キーン氏 

 

第９回 １９９３年１１月 於 置賜総合文化センター 

  「神仏分離と廃仏毀釈」                本学講師 田中秀和氏 

 「平泉と出羽国」                東北大学教授 入間田宣夫氏 

 

第１０回 １９９４年１１月 於 本学 
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 「石上氏について―乙麻呂と宅嗣二題―」        本学教授 木本好信氏 

 「民俗学的方法と社会史」             神奈川大学教授 宮田登氏 

 

第１１回 １９９５年１１月  本学公開講座と共同開催  於 本学 

 「旧米沢藩士の国会開設論」              本学教授  東海林静男氏 

  「考古学から見た古代の東北」            福島大学教授  工藤雅樹氏 

 

第１２回 １９９６年１１月  於 本学 

 「幕末海防論の『場』」               本学助教授 荻生茂博氏 

 「大和王権と地方豪族」            筑波大学名誉教授 井上辰雄氏 

 

第１３回 １９９７年１２月  於 本学 

 「近世町人の祭礼と行楽」                           本学講師 小林文雄氏 

 「中世公家の生活」                     元宮内庁書陵部調査官 飯倉晴武氏 

 

第１４回 １９９８年１１月  於 本学 

 「藤原宇合の生年について」                         本学教授 木本好信氏 

 「空白の史学史―太平洋戦争下の歴史学―」     帝京大学客員教授 阿部猛氏 

 

第１５回 １９９９年１１月 於 本学 

 「今昔物語集にみえる村落神話について」           本学助教授 薗部寿樹氏 

 「忘れられた伝統―みちのくの姉家督―」           東北大学教授 平川新氏 

 

第１６回 ２０００年１０月 於 本学 

  「『歴史』について考える」         翰林大学日本学研究所長・教授 池明観氏 

  「フォーラム  歴史の多面性をめぐって」 

     「古代の韓国と日本について」                       本学教授 北野達氏 

     「『啓蒙』と『尚武』の近代と『国民の歴史』」     本学助教授  荻生茂博氏 

     「日本在住の中国朝鮮族の立場から」             福島大学助手  金敬雄氏 

 

第１７回 東北史学会合同大会 ２００１年１０月  於 伝国の杜 置賜文化ホール 

 「近世三大改革論と上杉鷹山」                    東京大学教授 藤田覚氏 

 「洛中洛外図屏風の読解」                    東京大学教授 黒田日出男氏 

  「フォーラム  歴史の多面性をめぐって」 

     コーディネーター及び基調報告            山形大学名誉教授  横山昭男氏 

     パネラー                                    新潟大学教授  矢田俊文氏 

                                               秋田大学助教授  渡辺英夫氏 

                                           福島県立博物館学芸員  高橋充氏 

 

第１８回 ２００２年１１月 於 本学 
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 「子守学級と農繁託児所」                        本学助教授 松田澄子氏 

 「女帝から国母へ」                        埼玉学園大学教授 服藤早苗氏 

 

第１９回 ２００３年１１月 於 本学 

 「発掘調査から見た奥州藤原氏の居館」               本学助教授 吉田歓氏 

 「平泉柳之御所跡出土の『磐前村印』について」 東北学院大学教授 大石直正氏 

 

第２０回 ２００４年１１月 於 本学 

  「古代の時計台と時刻制」                    東北大学大学院教授 今泉隆雄氏 

  「江戸時代とは何だろうか」                国立歴史民俗博物館教授 高橋敏氏 

 

第２１回 日本経済思想史研究会合同大会 ２００５年６月 於 伝国の杜 

  「世界史の中の上杉鷹山―『名君』の概念について―」 

                    エモイ大学助教授 マーク・ラヴィーナ氏 

 

第２２回 ２００６年１１月 於 本学 

  「蔵書からみる江戸時代の置賜－龍門文庫を中心に－」   本学助教授 小林文雄氏 

  「足利義持の家督相続―室町幕府将軍を考える―」    福島大学教授 伊藤喜良氏 

 

第２３回 ２００７年１１月２４日 於 本学 

  「士族と教育―明治・大正期山形県に設立された旧藩奨学金団体について―」 

                                本学講師 布施賢治氏 

 「姓・苗字・名前に探る日本の歴史―身近な事象から歴史を考える―」 

                            東北大学大学院教授 大藤 修氏 

 

第２４回 ２００８年１１月２９日 於 本学 

 「女性消防隊について」                      本学教授 松田澄子氏 

 「古代の奥羽と蝦夷（エミシ）」             東北学院大学教授 熊谷公男氏 

 

第２５回 特別公開講演会  ２００９年６月１８日 於 本学 

  ｢上杉景勝と直江兼続｣              福島県立博物館学芸員 高橋充氏 

 

第２６回 ２００９年１０月３１日  於本学 

 「前田慶次道中日記を読む」                     本学教授 薗部寿樹氏 

 「上杉景勝・直江兼続と関ヶ原合戦―情報は、どのように伝わったか―」 

                         福島県立博物館学芸員 高橋充氏 

 

第２７回 ２０１０年１月３０日 於伝国の杜 

 特別公開講演会「上杉鷹山と高鍋藩・米沢藩 」 

 「藩政改革の思想―上杉鷹山と米沢藩―」 
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日本学術振興会特別研究員  小関悠一郎氏 

 「鷹山の兄･日向高鍋藩主秋月種茂とその時代」 

宮崎公立大学教授 大賀郁夫氏 

 

第２８回 ２０１０年５月８日 於伝国の杜大ホール  交通史研究会との合同大会 

  「キャプテン・クックの太平洋探検と東北史」    東北大学大学院教授 平川新氏 

  「近代東北をめぐる交通構想―陸奥運河構想と日本海開放論―」 

                         広島大学大学院教授 河西英通氏 

 

第２９回  ２０１１年６月１１日 （うきたむ学と合同開催） 

シンポジウム「伊達氏の本城はどこか―伊達氏と舘山城・米沢城―」 

 於山形県立米沢女子短期大学 

 基調講演「戦国期における境目―軍事的境界領域―」 

                        東京都立大学名誉教授 峰岸純夫氏 

（司会 吉田歓氏） 

 

第３０回 ２０１２年１０月２０日 

（山形県立米沢女子短期大学創立六〇周年記念講演会と合同） 

 「米短・古代史ゼミと私」 

                  前甲子園短期大学学長・元本学教授 木本好信氏 

 

第３１回 ２０１３年１０月１９日 

   「１９世紀山形の書物と社会－庶民の蔵書と読書からみえるもの－」 

                              本学教授 小林文雄氏 

   「東北地方の民俗宗教」 

                         敬和学園大学教授 神田より子氏 

 

第３２回 ２０１４年１０月１８日 

   「米沢女子短大の設立と地域社会―近代山形・米沢におけるさまざまな女子教育の 

       経験をふまえて―」                  本学准教授 布施賢治氏 

   「不作忌避の禁忌と豊穣祈念－「長期の 19 世紀」における社会意識の系譜－ 」   

                                                筑波大学大学院教授 浪川健治氏 

 

第３３回公開講演会  ２０１５年６月２７日 

      歴史地理学会（６月２７日～２９日）と合同開催 

      「出羽三山信仰と置賜」              山形大学教授 岩鼻通明氏 

   「前近代畠作論の地平」              帝京大学教授 木村茂光氏 

 

 


