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『米沢史学』総目次 

 

 

創刊号 １９８５（昭和６０）年３月 

巻頭言・創刊にあたって（柏倉亮吉） 

戦国大名佐竹氏の領国形成と支配構造（奥野中彦） 

一遍智真の廻国遊行考―その風流的なるものをめぐって（上）― （渡辺喜勝） 

大江匡房と『江記』の基礎的考察（木本好信） 

興譲館・伊佐早・酒井家所蔵目録 

開講題目 

彙報 

受贈図書 

 

第２号 １９８６（昭和６１）年３月 

論文 

 一遍智真の廻国遊行考―その風流的なるものをめぐって（下）― （渡辺喜勝） 

 平安朝の公日記と逸文―その研究と現状―（木本好信） 

 菅江真澄の『鰐田濃刈寝』に触れて（戸川安章） 

報告 

 下小松墳丘群第６１・６４号墳調査報告（藤田宥宣） 

新刊紹介 

 木本好信編『江記逸文集成』（渡辺直彦） 

昭和６０年度日本史学科卒業生卒業研究要旨 

昭和６０年度開講題目 

彙報 

会則（抄） 

受贈図書 

 

第３号 秋本益利先生退任記念号 １９８７（昭和６２）年３月 

秋本益利先生をお送りするにあたって（奥野中彦） 

開国と国際情勢（秋本益利） 

明治天皇の東北巡幸（遠山茂樹） 

東北における荘園の成立とその特質（奥野中彦） 

『大府記』と藤原為房（木本好信） 

昭和６１年度卒業研究要旨 

史学実習講義要旨 

 中国人の日本留学について（佐藤三郎） 

 最上川延喜式内水駅をめぐる諸問題（小口雅史） 

開講題目 

彙報・受贈図書 
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山形県龍門図書館の成立（奥野中彦） 

瑞龍院龍門図書館善本解題・山形県立米沢女子短期大学附属図書館所蔵善本解題 

『柴田蓮田 両学田 設定概要開墾略歴』（史料紹介）（東海林静男） 

 

第４号 １９８８（昭和６３）年３月 

平安初期の政治の基調（森田悌） 

東北における名・保の存在とその成立をめぐって（奥野中彦） 

大原今城と家持・稲君―橘奈良麻呂の叛にむけての動向―（木本好信） 

彙報・昭和６２年度開講科目 

受贈図書一覧 

研究会紹介 

昭和６２年度卒業研究要旨 

山形県立米沢女子短期大学蔵林泉文庫書誌解題（１）（奥野中彦） 

財団法人龍門図書館林泉文庫仮目録（東海林静男他） 

 

第５号 １９８９（平成元）年３月 

奥羽仕置と米沢（小林清治） 

平安朝の年中行事と現代の祝祭日（所功） 

長屋王と政権の実体（木本好信） 

『為房卿記』索引稿 人名篇（１） 

昭和６３年度開講科目 

受贈図書一覧 

研究会紹介 

新刊紹介 

 木本好信編『古代の東北―歴史と民俗―』（松本信道） 

 彌永貞三著『日本古代の政治と史料』（小口雅史） 

昭和６３年度卒業研究要旨 

近世における地方紳士の教養（奥野中彦） 

史料紹介 『風流松木枕』について（東海林静男） 

 

第６号 １９９０（平成２）年６月 

武士団形成史上よりみた平忠常の乱―私戦論批判―（奥野中彦） 

所謂『建部門参向者交名』について（木本好信） 

『為房卿記』索引稿 人名篇（２） 

平成元年度開講科目 

受贈図書一覧 

新刊紹介  山中裕編『御堂関白記全注釈―寛仁二年上―』（大平聡） 

平成元年度卒業研究要旨 

史料紹介 真木傳五郎『反産運動を支持す』（東海林静男） 
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第７号 １９９１（平成３）年６月 

天平期の東北経営（青木和夫） 

大和宿禰長岡の卒伝について（木本好信） 

受贈図書一覧 

新刊紹介  森田悌著『古代国家と万葉集』（木本好信） 

平成２年度開講科目 

平成２年度卒業研究要旨 

史料紹介 

 奥州後三年の役の新史料―史料紹介とあわせ「置賜四郎」について―（奥野中彦） 

 『新論』欄外評・『 海披沙』草稿（一）（荻生茂博） 

 

第８号 １９９２（平成４）年６月 

論文 

 江戸後期の海外認識と林述斎（荻生茂博） 

講演要旨 

 観応擾乱―南北朝内乱の第二段階―（羽下徳彦） 

史学実習講義要旨 

 上代の皇室について（北條文彦） 

 八田知重と陸奥国小田保―鎌倉幕府の国支配―（糸賀茂男） 

 １４～１５世紀のアジア海域の交流と日本海（関周一） 

平成３年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

新刊書紹介 

 細谷勘資・大島幸雄・木本好信編『親経卿記』（薗部寿樹） 

史料紹介 

 内閣文庫本『三條内府記』稿（１）（木本好信・薗部寿樹） 

 

第９号 １９９３（平成５）年６月 

論文 

 江戸幕府儒者林家の位置―将軍家と林家―（荻生茂博） 

 明治初期の神仏分離と修験道について―修験者の仏教帰入を中心に―（田中秀和） 

平成４年度卒業研究要旨 

新刊書紹介 

 木本好信著『藤原仲麻呂政権の基礎的考察』（荊木美行） 

 木本好信著『大伴旅人・家持とその時代』（早川万年） 

史料紹介 

 内閣文庫本『三條内府記』稿（２）（木本好信・薗部寿樹） 

 

第１０号 １９９４（平成６）年１１月 

論文 
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 石上朝臣氏と藤原式家（１）―石上乙麻呂と藤原宇合・広嗣―（木本好信） 

 中世前期における古老・住人身分の諸機能（薗部寿樹） 

 明治初期の国民教化政策と北海道（田中秀和） 

平成５年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

平成６年度開講科目 

彙報 

日本史学科のあゆみ 

目次総覧（１～１０号） 

 

第１１号 １９９５（平成７）年１０月 

論文 

 藤原百川について（木本好信） 

 中近世移行期における年寄衆・座衆身分の意義―紀伊国荒川荘を中心に―（薗部寿樹） 

 「幕末・明治の陽明学と明清思想史」補注（荻生茂博） 

平成６年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

平成７年度開講科目 

彙報 

書評 

 木本好信著『奈良朝政治と皇位継承』（阿部猛） 

 

第１２号 田中秀和先生追悼号 １９９６（平成８）年６月 

田中秀和先生を送る（佐々木徹郎） 

田中秀和先生年譜 

田中秀和先生著作目録 

中世後期村落における乙名・村人の署判について（薗部寿樹） 

平成７年度卒業研究要旨 

研究ノート 

 多賀城碑文について（木本好信） 

受贈図書一覧 

１９９６年度開講科目 

 

第１３号 １９９７（平成９）年６月 

論文 

 日本古代の婚姻形態―万葉集を中心として―（井上辰雄） 

研究ノート 

 仙台領「安永風土記」にみる名所・旧跡について（小林文雄） 

平成８年度卒業研究要旨 

共同研究「日本思想史と朝鮮」研究報告 
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 『明心宝鑑』の伝承と影響―各国における研究史とその問題点―（成海俊） 

 翻訳 琴章泰「韓末道学の思想史的照明」（荻生茂博） 

 藤原種継暗殺と早良廃太子の政治的影響―新羅系渡来人の政界への影響―（木本好信） 

索引  

 『為房卿記』索引稿（３） 

受贈図書一覧 

１９９７年度開講科目 

 

第１４号 １９９８（平成１０）年６月 

論文 

 近世初期の藩政と芸能―盛岡藩御相撲制度を中心に―（小林文雄） 

平成９年度卒業研究要旨 

本棚 

 木本好信著『藤原式家官人の考察』（細谷勘資） 

新刊紹介 

 鈴木拓也著『古代東北の支配構造』（木本好信） 

受贈図書一覧 

１９９８年度開講科目 

史料紹介 

 三輯一覧（東海林静男・三澤万里子） 

 

第１５号 １９９９（平成１１）年６月 

論文 

 転換期としての１０世紀（阿部猛） 

 大国主義と日本の「実学」（荻生茂博） 

 性別役割分担の形成―「家事」から家事・育児へ―（板垣邦子） 

平成１０年度卒業研究要旨 

研究ノート 

 北條時家略伝（佐々木紀一） 

新刊紹介 

 寺崎保広著『長屋王』（木本好信） 

受贈図書一覧 

１９９９年度開講科目 

 

第１６号 ２０００（平成１２）年１１月 

論文 

 忘れられた伝統―みちのくの姉家督―（平川新） 

 今昔物語集にみえる村落神話について（薗部寿樹） 

研究ノート 

 「巻数板」木簡と中世社会（三上喜孝） 
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史料紹介 

 三揖一覧（続）（東海林静男・三澤万里子） 

１９９９年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２０００年度開講科目一覧 

 

第１７号 ２００１（平成１３）年１０月 

講演記録 

 池明観〈「歴史」について考える―日韓関係を中心に―〉の記録稿 

論文 

 古代地方社会における公粮支給と帳簿（三上喜孝） 

 矢田判官代在名・大夫房覚明前歴（佐々木紀一） 

２０００年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００１年度開講科目一覧 

 

第１８号 東海林静男教授定年退職記念号 ２００２（平成１４）年１２月 

東海林静男先生を送る（澤井昭男） 

東海林静男教授年譜 

東海林静男教授著作目録 

論文 

 中近世移行期における近江国今堀郷宮座の変質（薗部寿樹） 

 日本における新儒教の受容と小農社会の成立 

  ─考察の前提を論じて、池田光政・熊沢蕃山論に及ぶ─（荻生茂博） 

 荘内地区の子守学級と保育施設について（松田澄子） 

 「平安貨幣」としての絹（三上喜孝） 

 渡辺党古系図と『平家物語』「鵺」説話の源流（上）（佐々木紀一） 

報告 

 ５０周年記念資料室の開設について（小林文雄） 

２００１年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００２年度開講科目一覧 

 

第１９号 ２００３（平成１５）年１０月 

講演 

 女帝から国母へ（服藤早苗） 

論文 

 置賜地域における郡衙の変遷について（川崎利夫） 

 平家系図雑考（佐々木紀一） 

史料紹介 
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 庄内藩大工棟梁小林家文書（その１）（吉田歓） 

２００２年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００３年度開講科目一覧 

 

第２０号 ２００４（平成１６）年１０月 

論文 

 平泉柳之御所跡発見の「磐前村印」と荘園公領（大石直正） 

 昔話の異界―一つの妖怪論として―（武田正） 

 出羽国における廻国聖による納経の経塚（川崎利夫） 

 住吉神社津守長盛伝（佐々木紀一） 

史料紹介 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その２）（吉田歓） 

文献紹介 

 松田澄子著『子守学級から農繁期託児所へ』（小林文雄） 

報告 

 日本史学科２０年のあゆみ（薗部寿樹） 

２００３年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００４年度開講科目一覧 

米沢史学会公開講演会の記録 

日本史学科卒業研究題目一覧 

『米沢史学』総目次 

彙報 

 

第２１号 ２００５（平成１７）年６月 

講演要旨 

 江戸時代とは何か（高橋敏） 

論文 

 美作国弓削荘における名主座について（薗部寿樹） 

 宇佐八幡宮の劫掠と「平家物語」の緒方惟栄（佐々木紀一） 

史料紹介 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その３）（吉田歓） 

新刊紹介 

 松尾光著『白鳳天平時代の研究』（木本好信） 

米沢史学会公開講演会の記録 

２００４年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００５年度開講科目一覧 
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第２２号 ２００６（平成１８）年６月 荻生茂博教授追悼記念号 

荻生茂博先生を送る（澤井昭男） 

荻生先生、やすらかにお眠り下さい（松田澄子） 

荻生先生、本当にありがとうございました（小松紗耶加） 

荻生茂博教授年譜 

荻生茂博教授教育研究業績書 

論文 

 名主職と名主頭役身分―安芸国久島郷を中心に―（薗部寿樹） 

 桓武平氏正盛流系図補輯之裏成（佐々木紀一） 

史料紹介 

 備後国杭稲荷神社所蔵大般若経奥裏書―伊予国村上氏関係史料として―（薗部寿樹） 

 越後瞽女の伝承―米沢市塩井地区の聞取調査から―（本多貴子・松田澄子） 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その４）（吉田歓） 

２００５年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００６年度開講科目一覧 

 

第２３号 ２００７（平成１９）年１０月 

論文 

 足利義持の家督相続（伊藤喜良） 

 古墳からみた辺境における社会構造 

  ―米沢・山形両盆地の古墳を中心として―（川崎利夫） 

 周防国賀保荘における名主座について（薗部寿樹） 

 恵信僧正伝断章（佐々木紀一） 

研究ノート 

 讃岐国大水主社における村落神話について（薗部寿樹） 

史料紹介 

 高畠町出土の墨書土器調査について（佐藤由美） 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その５）（吉田  歓） 

２００６年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００７年度開講科目一覧 

 

第２４号 ２００８（平成２０）年１０月 

講演 

 姓・名字・名前に探る日本の歴史―身近な事象から歴史を考える（大藤 修） 

論文 

 山形県米沢市成島の近世窯業の研究（高橋 拓） 

 中部・北陸地方の名主座について（薗部寿樹） 

研究ノート 
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 山口県における名主座について（薗部寿樹） 

史料紹介 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その６）（吉田  歓） 

新刊紹介 

 松田澄子著『子守学級から農繁託児所へ 最上・庄内地区編』（布施賢治） 

 荻生茂博著『近代・アジア・陽明学』（薗部寿樹） 

 史聚会『史聚』第 39・40合併号 創立 30周年記念号（吉田  歓） 

２００７年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００８年度開講科目一覧 

 

第２５号 ２００９（平成２１）年１０月 

講演 

 古代奥羽の蝦夷支配（熊谷公男） 

論文 

 山形県白鷹町深山の近世窯業の研究－蟹沢遺跡出土遺物の検討から－（高橋拓） 

 育英事業と人材観－最上育英会と旧藩意識・士族意識・実業との関係から－（布施賢治） 

 福岡県の名主座について（薗部寿樹） 

研究ノート 

 旧山形藩士族が設立した霞城育英会について 

  －近代山形県に旧藩を母体として設立された育英事業の検討－（布施賢治） 

 兵庫県西部における名主座について（薗部寿樹） 

書評・新刊紹介 

 五味文彦・小野正敏・萩原三雄編『宴の中世』（橋本素子）  

 矢田俊文編『直江兼続』（小林文雄） 

史料紹介 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その７）（吉田  歓） 

２００８年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２００９年度開講科目一覧 

 

第２６号 ２０１０（平成２２）年１０月 

講演 

 日向高鍋藩主秋月種茂とその時代（大賀郁夫） 

 藩政改革の思想―上杉鷹山と米沢藩―（小関悠一郎） 

論文 

 戦国・織豊期の会津の漆と蝋燭（高橋 充） 

 慈恩寺から金剛日寺へ―近世初期における村山葉山の修験集団をめぐって―（関口 健） 

 近世後期における東北地方窯業の同形態製品を受容する市場領域について 

  ―上三宮焼窯跡表土採取陶片の分析から―（高橋 拓） 
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 「東北」への道（河西英通） 

 十七世紀に来日した英国人の日本体験記 

  ―ウィリアムアダムズとリチャードコックス―（阿部隆夫） 

 同郷会と育英事業―村山会と村山同郷会の事例から―（布施賢治） 

 備中国の名主座について（薗部寿樹） 

 山形県村山地方のムカサリ絵馬について―「独特な習俗」観への疑問―（志賀祐紀） 

新刊紹介 

 木村博・加藤和徳・市村幸夫著『信州石工 出羽路旅稼ぎ記』（関口 健） 

２００９年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２０１０年度開講科目一覧 

 

第２７号 ２０１１（平成２３）年１０月 

論文 

 震災後のいま再び環境を問い直す 

   ―Ｊ・ベアード・キャリコット『地球の洞察』に寄せて― （大川  真） 

 いわゆる岸窯系製品と同形態の製品を生産した窯業について 

  ―椿焼裏山窯跡の採取資料から― （高橋 拓） 

 漏刻と時報・諸門開閉システム  （吉田 歓） 

 岡本太郎の「前衛」―『岡本太郎関連記事 1949 No.1』から―（志賀 祐紀） 

 

史料紹介 

 庄内藩大工棟梁小林家文書（その８）（高橋 拓・吉田 歓） 

 

２０１０年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２０１１年度開講科目一覧 

 

第２８号 ２０１２（平成２４）年１０月 

論文 

 庄内における育英事業と地域社会―青年の上京遊学の実態と彼らの育英観・庄内観を視 

 点として―（布施賢治） 

 宮城県白石市蔵元字管堀の近世窯業の研究―白石焼瓦焼場窯跡の表採資料から―（高橋 

 拓） 

 近江国河上荘の宮座と村落神話（薗部寿樹） 

研究ノート 

 岡本太郎「四次元との対話 縄文土器論」についての一考察（志賀祐紀） 

新刊紹介 

 木本好信著『奈良時代の政争と皇位継承』（吉田歓） 

２０１１年度卒業研究要旨 
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受贈図書一覧 

２０１２年度開講科目一覧 

 

第２９号 ２０１３（平成２５）年１０月 

論文 

 葉山修験再考―近世期に展開したる大円院末派について―（関口健） 

 「前衛」岡本太郎の位置 

  ―一九四〇年代後半から一九五〇年代初頭における変遷―（志賀祐紀） 

 肥後国海東郷における名主座（ジンガ）について（薗部寿樹） 

研究ノート 

 戦後における戦死者遺族の天皇観とその変遷 

  ―終戦後から昭和天皇死去後まで―（柴佳緒里） 

 南海道の名主座について（補遺）（薗部寿樹） 

史料紹介 

 武田勲家文書「略日記」（高橋拓・佐藤由美） 

２０１２年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２０１３年度開講科目一覧 

 

第３０号 ２０１４（平成２６）年１０月 

論文 

 上杉謙信期における小泉庄の政治的位置―出羽庄内との関係から―（阿部哲人） 

 直江兼続後室（おせん）と高野山龍光院清融 

  ―瑜祇塔の再建と「観世音三十三身畫影」の寄進をめぐって―（加澤昌人） 

 元治元年における仙台藩の動向―藩主伊達慶邦と一門伊達六郎を中心に（竹ケ原康佑） 

 伊達氏始祖愚考（佐々木紀一） 

 近世前中期の米沢藩主の葬送儀礼と高野山納骨（原淳一郎） 

 中世における村落定書の成立と変遷―文書様式の観点から―（薗部寿樹） 

研究ノート 

 戦後地域社会史としての米沢女子短期大学の設立過程 

  ―婦人会、文化団体、社会教育、教員養成、同窓会を手がかりとして―（布施賢治） 

史料紹介 

 比田勝廣義家文書・康次材木注文について（吉田歓・薗部寿樹） 

 史料翻刻「奥州仙臺金花山道中記」（弘化二年巳七月十六日）（原淳一郎） 

 日本史学科所蔵古文書目録１（日本史学科第六研究室） 

 『看聞日記』現代語訳（一）（薗部寿樹） 

新刊紹介 

 三上喜孝著『落書きに歴史をよむ』（小林文雄） 

２０１３年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 
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２０１４年度開講科目一覧 

『米沢史学』総目次 

 

第３１号 ２０１５（平成２７）年１０月 

論文 

 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－（浪川健治） 

 前近代畠作論の地平（木村茂光） 

 荘内史編纂会の基礎的研究―発足から解散までの活動―（長南伸治） 

 華岡青洲の弟子「渡邉吉郎」の足跡─現飯豊町、米沢藩黒澤村から江戸へ─（高橋 拓） 

 朝鮮出兵前後の明代中国における日本認識 

  ―『日本考』と『続文献通考』の記述を焦点として―（高橋 亨） 

 日本国二人の将軍とよばればや―『平家物語』の義仲と頼朝―（佐々木紀一） 

 村落定書追考（薗部寿樹） 

史料紹介 

 日本史学科所蔵古文書目録Ⅱ（東藤泉村木村家文書）（日本史学科第六研究室） 

 『看聞日記』現代語訳（四）（薗部寿樹） 

２０１４年度卒業研究要旨 

受贈図書一覧 

２０１５年度開講科目一覧 

 


