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大会会場

岡山大学 津島キャンパス 文学部・法学部・経済学部講義棟

大会会場（北ブロック左端）

岡山駅

交通手段

岡山までＪＲ利用

☆岡山駅前から岡電バス「岡山大学・妙善寺」行に乗車、「岡大西門」で下車。

☆岡山駅前から岡電バス「津高営業所」行に乗車、「岡山大学筋」で下車、徒歩約７分。

※上記２路線は市内を廻るため時間がかかります。

☆岡山駅西口から岡電バス「岡山大学・岡山理科大学」行に乗車、「岡大西門」で下車。

☆岡山駅西口からタクシー 約７分。

☆ＪＲ津山線「法界院」駅で下車 徒歩約１０分。

岡山まで航空機利用

☆岡山空港から中鉄バス「岡山市内方面」行に乗車、「岡山大学筋」で下車、徒歩約７分。

岡山まで山陽自動車道利用

☆岡山ＩＣで降り、岡山市内方面へ国道５３号線を直進、右手に岡山県総合グランドの木々が見

え始めたら約６００メートルで岡山大学筋があります。左折すれば岡山大学に着きます。
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大会連絡先

岡山大学 太田仁樹

住 所 700-8530 岡山市津島中3-1-1

電 話 086-251-7529

メール yoota@e.okayama-u.ac.jp

津島キャンパス内地図

文学部・法学部・経済学部講義棟

大会会場

文学部・法学部・経済学部２号館

５０１・経済学部会議室 北福利施設 マスカット

幹事会会場 懇親会会場
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教室配置図
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教室利用表

幹事会

11/11 16:00-18:00 会場 文学部・法学部・経済学部２号館 ５０１・経済学部会議室

総会

11/12 13:55-14:55 会場 ２０番講義室

ミニ・シンポジウム

11/12 15:10-17:10 さまざまな共和主義 会場 ２０番講義室

セッション

２１番講義室 ２２番講義室 ２３番講義室 ２４番講義室 ２５番講義室

11/12 啓蒙と共和主義 ハーバーマスの有 グローバルなラー・ラインとレイシズ アルチュセール・＜イデオロギー論 加工文化としての

09:00-11:00 効性と限界 ムをめぐる政治 ＞再訪 ＜口承＞

11/13 ヒュームとスミス 現代の民族・宗教問題の根源と民主主 皆兵国民－戦うマスキュリニティの組 ドイツにおける社 近現代日本の＜生＞をめぐる政治経

09:00-11:00 義 織化 会国家意識の生成 済空間

11/13 啓蒙と公共圏 玄海灘をおおう経 マルクス主義の展 １８・９世紀ドイ 自由主義思想の射

14:50-16:50 済／法の暴力 開 ツの社会経済思想 程

自由論題報告

２１番講義室 ２２番講義室 ２３番講義室 ２４番講義室

11/12 11:10-11:55 石川涼子 堀田義太郎 山本崇記 佐藤吉幸

11/12 13:00-13:45 後藤正英 高橋慎一 安藤丈将 箱田徹

11/13 11:10-11:55 仲津由希子 藤井達夫 李建華 清水由希江

11/13 13:00-13:45 髙山裕二 若森みどり 恒木健太郎 大賀哲

11/13 13:55-14:40 高田宏史 松森奈津子 鈴木康丈 原田哲史

▼大会時の会員控室 １３番・１４番・１７番講義室（１階）

▼大会運営委員会室 １１番講義室（１階）
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プログラム

１１月１１日

16:00-18:00 幹事会

１１月１２日

09:00-11:00 セッション 第１ブロック

啓蒙と共和主義 《２１番講義室》

世話人 田中秀夫（京都大学）

報告者 安武真隆（関西大学）「モンテスキューと「共和主義」」

奥田敬（甲南大学）「18世紀イタリアにおけるマキャヴェッリ像」

中澤信彦（関西大学）「18世紀末ブリテンの共和主義とバーク」

ハーバーマスの有効性と限界 《２２番講義室》

世話人 清水多吉（立正大学）

報告者 朝倉輝一（東洋大）・紺野茂樹（東大院）・その他

グローバルなカラー・ラインとレイシズムをめぐる政治――新旧ふたつの「帝国」から読み解く 《２３番講義室》

世話人 小笠原博毅(神戸大学)

報告者 井上弘貴(早稲田大学任期制助手)・田中東子(早稲田大学非常勤講師)

アルチュセール・＜イデオロギー論＞を開く——『再生産について』邦訳刊行を機に 《２４番講義室》

世話人 市田良彦（神戸大学）

報告者 桑野弘隆（専修大学非常勤講師）・大中一彌（日本学術振興会特別研究員）

討論者 西川長夫（立命館大学）

加工文化としての〈口承〉 《２５番講義室》

世話人 高木史人（名古屋経済大学）

報告者 飯倉義之（國學院大學大学院特別研究生）・野村典彦（横浜市立大学・非）

11:10-11:55 自由論題報告（１）

集合的アイデンティティと政治的自由－Ｂ．バリーの多文化主義理論批判に対する一考察－ 《２１番講義室》

報告者 石川涼子（早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程 早稲田大学国際教養学部助手）

司 会 後藤浩子
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売買春と性暴力 《２２番講義室》

報告者 堀田義太郎（大阪大学大学院医学系研究科博士課程）

司 会 大貫敦子

戦後における松田道雄の思想史的位置――社会運動との関わりから―― 《２３番講義室》

報告者 山本崇記（立命館大学）

司 会 岩崎正弥

主体化＝服従化とは一度限りか？――アルチュセールからバトラーへ 《２４番講義室》

報告者 佐藤吉幸（高等師範学校パリ･ユルム校、客員研究員）

司 会 市田良彦

11:55-13:00 昼食

13:00-13:55 自由論題報告（２）

宗教的リベラリズムとユダヤ教の関係をめぐって――モーゼス・メンデルスゾーンの『イェルーザレム』における立場―― 《２１番講義室》

報告者 後藤正英（京都大学文学研究科・研修員）

司 会 原田哲史

「セクシュアリティと家族の政治」―――レオ・ベルサーニの共同性とアメリカ政治哲学をめぐる一考察 《２２番講義室》

報告者 高橋慎一（立命館大学博士後期課程）

司 会 鳴子博子

「日常性」の発見と深化―1960年代日本の学生運動における主体形成と暴力 《２３番講義室》

報告者 安藤丈将（早稲田大学政治学研究科）

司 会 内田博

フーコーの二重化する統治概念と主体化：権力論と主体論の総合へ向けて 《２４番講義室》

報告者 箱田徹（神戸大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程）

司 会 水嶋一憲

13:55-14:55 総会 《２０番講義室》

15:10-17:10 ミニ・シンポジウム 《２０番講義室》

さまざまな共和主義

17:45- 懇親会 北福利施設「マスカット」
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１１月１３日

09:00-11:00 セッション 第２ブロック

ヒュームとスミス 《２１番講義室》

テーマ 犬塚元『デイヴィッド・ヒュームの政治学』をめぐって

世話人 篠原久（関西学院大学）

報告者（発題者）天羽康夫（高知大学）

現代の民族・宗教問題の根源と民主主義 《２２番講義室》

世話人 鳴子博子（中央大学）

報告者 小泉洋一（甲南大学）・水島治郎（千葉大学）

討論者 山田園子（広島大学）

−皆兵国民 戦うマスキュリニティの組織化 《２３番講義室》

世話人 大貫敦子

報告者 細谷実・海妻径子

ドイツにおける社会国家意識の生成 《２４番講義室》

世話人 保住敏彦（愛知大学）「研究の趣旨と問題点」

報告者 岸川富士夫（名城大学）「ジンメル『貨幣の哲学』における貨幣的経済社会の思想」

奥田隆男（名古屋外国語大學）「ジンメルと世紀末ウィーン」

保住敏彦（愛知大学）「社会国家を準備した思想―ヴァイマル期を中心にー」

藤本建夫（甲南大）「W.レプケ（1899-1966）の『第三の道』」

近現代日本の＜生＞をめぐる政治経済空間 《２５番講義室》

世話人 岩崎正弥（愛知大学）

報告者 松田京子（南山大学）「「健康」への欲望と風景地の発見－田村剛の国立公園構想を中心に－」

原山浩介（国立歴史民俗博物館非常勤研究員）「消費者運動の構造化と消費者の創出－敗戦・アメリカニゼーション・高度成長との関わりから－」

11:10-11:55 自由論題報告（３）

20世紀前半のポーランド政治経済思想～前史としてのポーランド政治思想史研究状況の概観～ 《２１番講義室》

報告者 仲津由希子（東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程）

司 会 姫野順一

他者の苦しみと親密圏の政治――｢憐憫の政治｣の再検討にむけて―― 《２２番講義室》

報告者 藤井達夫(東京医科歯科大学、明治大学 非常勤講師)

司 会 斎藤純一
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津田左右吉の平民思想論 《２３番講義室》

報告者 李建華（名古屋大学大学院）

司 会 安田常雄

倫理規準としてのプラグマティズム—— ——W.ジェイムズによる心理化と実践 《２４番講義室》

報告者 清水由希江（一橋大学大学院・日本学術振興会特別研究員）

司 会 柴田寿子

11:55-13:00 昼食

13:00-13:45 自由論題報告（４）

アメリカのデモクラシーのパラドックス――トクヴィルにおける「人種の不平等」の一考察―― 《２１番講義室》

報告者 髙山裕二（早稲田大学大学院政治学研究科博士課程、日本学術振興会特別研究員）

司 会 高草木光一

第２の大転換とポランニー 《２２番講義室》

報告者 若森みどり（首都大学東京 都市教養学部経営学系）

司 会 長尾伸一

大塚久雄のヴェルナー・ゾンバルト受容―統制経済論と「前期的資本」批判― 《２３番講義室》

報告者 恒木健太郎（京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程所属）

司 会 寺田光雄

国際政治学と政治思想の断絶―K.ウォルツと1960年代の国際政治学 《２４番講義室》

報告者 大賀哲（二松学舎大学・非常勤講師）

司 会 上野成利

13:55-14:45 自由論題報告（５）

チャールズ・テイラーの自由論――消極的自由の批判と状況付けられた自由―― 《２１番講義室》

報告者 高田宏史(早稲田大学大学院政治学研究科)

司 会 別所良美

16世紀スペインにおける『文明』と『野蛮』――近代的二分法と対抗理論の相克 《２２番講義室》

報告者 松森奈津子（静岡県立大学）

司 会 崎山政毅
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平等と主体化――ジャック・ランシエールの政治哲学―― 《２３番講義室》

報告者 鈴木康丈（神戸大学大学院総合人間科学研究科博士過程在籍）

司 会 鵜飼哲

アダム・ミュラーにおける"Staatskunst"の構想――ゲーテの両極性観念との関連で―― 《２４番講義室》

報告者 原田哲史（四日市大学）

司 会 植村邦彦

14:50-16:50 セッション 第３ブロック

啓蒙と公共圏 《２１番講義室》

世話人 安藤隆穂（名古屋大學）・岡本明（広島大學）

報告者 安藤隆穂「公論と権力」

岡本明「近代公共性のナショナルな契機」

喜多見洋（大阪産業大學）「近代権力と公共圏：スイス・ロマンドの視点」

玄界灘をおおう経済／法の暴力 《２２番講義室》

テーマ 越境する朝鮮人の近現代史と国家／資本

世話人 崎山政毅（立命館大学）

報告者 挽地康彦（日本学術振興会）、小野俊彦（九州大学大学院）

コメント 安田常雄（国立歴史民俗博物館）

マルクス主義と規範理論 《２３番講義室》

世話人 内田博（藤女子大学）・太田仁樹（岡山大学）

報告者 松井暁（立命館大学経済学部）

司 会 内田博

18･9世紀ドイツの社会経済思想 《２４番講義室》

テーマ フランツ・フォン・バーダーの社会思想

世話人 高柳良治（国学院大学）・原田哲史（四日市大学）

報告者 伊坂青司（神奈川大学）・木村周市朗（成城大学）・水田洋（日本学士院）

司 会 原田哲史

自由主義思想の射程 《２５番講義室》

テーマ 実践知と統治――18世紀急進主義vs.19世紀保守主義

世話人 森岡邦泰（大阪商業大学）

報告者 黒羽根貴之（名古屋大学・大学院）

報告者 山根聡之（一橋大学・大学院）

コメンテーター 中澤信彦（関西大学）
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事務局からの連絡とお願い

本年度大会プログラム、大会報告集、２００５年度年報（第２９号）をお送りいたします。ただし、

会費を現段階で１８，０００円以上滞納しておられる方には、年報の送付を一時停止させていただい

ています。また、大会参加確認用葉書、学会費納入用振込用紙、大会懇親会および弁当注文用振込用

紙も共に発送させていただきます。本年度までの会費をまだお支払いになってはおられない会員の方

は、学会費納入用振込用紙を用いてご入金ください。また、振込先の口座が「事務局」と「開催校」

というように異なりますので、会費と大会時の懇親会費と弁当代を同じ用紙で振り込まないでくださ

い。

■ 印刷物の配布について

大会中、報告等で印刷物の配布をされる方は、各自製作の上、報告会場まで直接ご持参ください。

受付では一切のコピーをいたしません。ご協力ください。

■ 大会参加費

昨年に引き続き、大会運営の補助として大会参加費として５００円を受付にていただきます。ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。

■ 大会報告集およびプログラムのホームページ掲載

本年度より、大会報告集をＰＤＦ形式で学会ホームページに公開しております。その他、大会に関

する最新情報も学会のホームページで公開しております。

社会思想史学会のホームページは＜http://wwwsoc.nii.ac.jp/shst/ ＞です。
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大会開催校からの連絡とお願い

◆ 印刷物の配布について

大会中、報告等で印刷物の配布をされる方は、各自製作の上、報告会場まで直接ご持参ください。

期間中、受付では一切のコピーをいたしません。

◆ 懇親会について

１１月１２日（土）の懇親会は午後１７時４５分より、岡山大学 北福利施設「マスカット」にて

開催されます。懇親会費は５，０００円です。参加される方は大会参加確認用葉書の該当個所をチェ

ックの後、９月２８日までにご投函ください。また代金は以下の大会開催校の郵便貯金口座に、同封

した振込用紙で９月３０日までにご入金ください（事務局の口座に会費と共に入金しないでくださ

い）。

郵便振替口座

− −口座番号：００１７０ ７ ４２６５６５

名義：社会思想史学会 全国大会開催校

◆ 昼食（弁当予約）について

ご希望の方には開催校側で１１月１２日（土）と１１月１３日（日）の昼食用として弁当をご用意

いたします。価格は各１，０００円です（税込）。ご希望の方は振込用紙の通信欄の該当個所をチェ

ックし、合計金額を上記の口座に、同封した振込用紙で１０月３１日までにご入金ください（事務局

の口座に会費と共に入金しないでください）。

＊したがって、「社会思想史学会 全国大会開催校」への振込金額は、

１，０００円（１食のみ、懇親会不参加） ２，０００円（２食のみ、懇親会不参加）

５，０００円（昼食なし、懇親会参加希望） ６，０００円（１食、懇親会参加希望）

７，０００円（２食、懇親会参加希望）のいずれかになります。

◆ 大会受付

大会受付は、１１月１２日（土）「文学部・法学部・経済学部講義棟１階入り口」になります。参

加者はまず、こちらの窓口で受付をしてください。

［開催校連絡先］

岡山大学 太田仁樹

住 所 700-8530 岡山市津島中3-1-1

電 話 086-251-7529

メール yoota@e.okayama-u.ac.jp
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宿泊のご案内（岡山大学生協トラベルサービスセンターからのご案内）

● 申込締切日 平成１７年１０月３１日（月）

● 宿泊について

宿泊設定日：平成１７年１１月１１日（金）・１１月１２日（土）・１１月１３日（日）

宿泊施設及び宿泊料金（１泊朝食付き、税金・サービス料込みのお一人様料金）

ホテル名 申込記号 部屋タイプ 宿泊料金 交通

リーセントカルチャーホテル ＡＳ シングル ７，０００円 岡山大学徒歩約１０分

岡山ワシントンホテルプラザ ＢＳ シングル ７，８００円 ＪＲ岡山駅徒歩５分

岡山ビジネスホテルアネックス ＣＳ シングル ５，７７５円 ＪＲ岡山駅徒歩６分

・ホテルの部屋数に限りがございます。

ご希望のホテルが満室の場合、他のホテルへ変更させていただく場合があります。

・宿泊設定日以外の宿泊、ツインのお部屋などをご希望の方は別途ご相談ください。

・申込書には上記の申込記号を記入してください。（ＡＳ～ＥＳのいずれか）

● お申し込み、お支払いについて：申込締切日 平成１７年１０月３１日（月）必着でお願いしま

す。

・宿泊申込書に記入の上、ＦＡＸまたは郵送にてお申し込みください。

お申し込み後営業日で３日以内に予約の確認連絡をさせていただきます。

・宿泊のご案内・振込用紙などを１０月３１日ごろ送付いたします。

お手元に届き次第、内容を確認していただき、１週間以内に郵便振替にて

生協宛にお振込みください。

● 予約の取消、変更の方法と手数料について

・お申し込み後、変更・取消などが生じた場合は下記の受付時間内に

電話でご連絡ください。

・取消につきましては、下記の取消料をいただきます。（１名様につき）

宿泊日の８日前 ５００円

宿泊日の７日前～２日前まで 宿泊代金の ２０％＋５００円

前日 宿泊代金の ５０％＋５００円

当日または無連絡 宿泊代金の１００％＋５００円

・返金について

（ア）振り込み済の場合

所定の手数料および振り込み手数料を差し引いて後日返金いたします。

（イ）振り込みいただいていない場合

所定の手数料のみ請求させていただきます。


