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大会会場

法政大学 市ヶ谷キャンパス 文学部・法学部・経済学部講義棟

地下鉄都営新宿線市ヶ谷 A4出口
地下鉄東西線飯田橋Ａ４出口 地下鉄有楽町線・都営新宿線市ヶ谷 A1出口

富士見校舎

飯田橋 JR総武線 市ヶ谷

地下鉄有楽町線・南北線・都営大江戸線 地下鉄有楽町線・南北線市ヶ谷5出口

飯田橋 B2a 出口

田町校舎62年館

富士見校舎 ：幹事会・懇親会会場

田町校舎６２年館：総会・シンポジウム・セッション・自由論題報告会場

交通手段

東京駅――JR中央線快速（約4分）――御茶ノ水駅――JR総武線（約4分）――飯田橋駅――徒歩約10分

新宿駅――JR総武線（約10分）-――――――――――――――――市ヶ谷駅――徒歩約10分

池袋駅――地下鉄有楽町線（約10分）-―――――――――――――飯田橋駅――徒歩約10分

渋谷駅――地下鉄半蔵門線（約6分）――永田町駅――地下鉄有楽町線（約3分）――市ヶ谷駅――徒歩約10分

上野駅――JR山手線（約4分）――秋葉原駅――JR総武線（約6分）―――――市ヶ谷駅――徒歩約10分



大会連絡先

大会前 大会当日

〒194-0298 東京都町田市相原町4342 〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
法政大学経済学部 後藤研究室 法政大学文学部 哲学科共同研究室

後藤浩子 笠原賢介

℡：042-783-2525 ℡：03-3264-5438
E-mail:hgoto@mt.tama.hosei.ac.jp

市ヶ谷キャンパス内地図

幹事会：２５階Ｂ会議室 総会・大会発表会場

懇親会：２５階スタッフ・クラブ



教室配置図（田町校舎６２年館）

大会運営委員会控え室

受 付

セッションおよび自由論題報告会場

会員控え室

総会・シンポジウム会場



教室利用表

幹事会

10/20 15:30-18:30 《富士見校舎・ボアソナードタワー２５階Ｂ会議室》

総会

10/21 13:00-14:00 《２１２》

シンポジウム

10/21 15:05-17:25 １９世紀ヨーロッパ知識人のアメリカ表象 《２１２》

セッション

２４１Ａ ２４２Ｂ ２４２Ｃ ２４３Ａ ２４４Ｃ ２４４Ｂ

10/21 啓蒙と共和主義 マルクス主義の展開 社会思想のグローバルな １８・９世紀ドイツの社 暴力論の研究

09:00-11:00 展開 会経済思想

10/22 「人間」概念の変容と生 ヒュームとスミス フランス型「市民社会」 岩田弘：世界資本主義論 ドイツ社会国家の思想史

13:00-15:00 命倫理（Ⅰ） モデルの可能性 の現在 と現在の問題

10/22 「人間」概念の変容と生 18-19世紀英仏における 大原社会問題研究所 自由主義思想の射程 ヨーロッパにおける新右 共苦共感の思想と平和構築

15:10-17:10 命倫理（Ⅱ） 科学と社会科学 翼の思想

自由論題報告

２４１Ａ ２４２Ｂ ２４２Ｃ ２４３Ａ ２４４Ｃ ２４４Ｂ

10/21 佐藤＝ロスベアグ・ナ 中澤信彦 梅田百合香 金慧 小椋宗一郎 朝倉輝一

11:10-11:55 ナ

10/21 寺田晋 竹澤祐 上田学 田中希生 姫野順一

14:10-14:55
10/22 金山準 山内裕史 村上潔 小川仁志 馬場智一

10:10-10:45
10/22 崎山政毅 山岡健次郎 嘉陽英朗 佐藤方宣 箱田徹

10:55-11:40

懇親会

10/21 18:00-20:00 《富士見校舎・ボアソナードタワー２５階スタッフ・クラブ》

会員控え室 《２３７》

大会運営委員会控え室 《２４４Ａ》



プログラム

１０月２０日

16:00-18:00 幹事会 《富士見校舎・ボアソナードタワー２５階Ｂ会議室》

１０月２１日

09:00-11:00 セッション Ａ

啓蒙と共和主義―英国共和主義再考― 《２４１Ａ》

世話人 田中秀夫（京都大学）

報告者 岩井淳（静岡大学）・田中秀夫（京都大学）・小田川大典（岡山大学）

マルクス主義の展開 《２４２Ｂ》

世話人 太田仁樹（岡山大学）・内田博（藤女子大学）

報告者 白井聡（日本学術振興会特別研究員）

社会思想のグローバルな展開 《２４２Ｃ》

世話人 山田竜作（日本大学）・北村浩（財団法人政治経済研究所）

報告者 前田幸男（国際基督教大学）・五野井郁夫（東京大学・大学院）

１８・９世紀ドイツの社会経済思想 《２４３Ａ》

世話人 高柳良治（国学院大学名誉教授）・原田哲史（四日市大学）

報告者 諸田實（神奈川大学名誉教授）・片桐稔晴（中央大学）

司 会 原田哲史（四日市大学）

暴力論の研究 《２４４Ｃ》

世話人 竹中克英（愛知大学）

報告者 田川光照（愛知大学）・常石希望（愛知大学）

11:10-11:55 自由論題報告（１）

知里真志保のアイヌ神謡訳に見る思想―折口信夫「国文学の発生」との接点― 《２４１Ａ》

報告者 佐藤＝ロスベアグ・ナナ（立命館大学先端総合学術研究科）

司 会 安田常雄



バークとマルサスにおける階層秩序と経済循環―「存在の連鎖」および進化論との関連で― 《２４２Ｂ》

報告者 中澤信彦(関西大学)

司 会 深貝保則

ホッブズの「抵抗権」再考―自己防衛の権利と小反逆罪― 《２４２Ｃ》

報告者 梅田百合香（愛知大学法学部非常勤講師）

司 会 堀田誠三

判断力をめぐるアーレントとカント 《２４３Ａ》

報告者 金慧（早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程）

司 会 別所良美

「妊娠葛藤」とは何か―妊娠中絶に関するドイツの法制度の成立― 《２４４Ｃ》

報告者 小椋宗一郎（一橋大学社会学研究科博士課程）

司 会 河上睦子

テクノロジー・倫理（学）・公共性 《２４４Ｂ》

報告者 朝倉輝一（東洋大学）

司 会 宮本真也

11:55-13:00 昼食

13:00-14:00 総会 《２１２》

14:10-14:55 自由論題報告（２）

群集の時代における世論―二十世紀初頭の日本における議論から― 《２４２Ｂ》

報告者 寺田晋（大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程）

司 会 辰巳伸知

ハリントンの自然的貴族論 《２４２Ｃ》

報告者 竹澤祐丈（京都大学）

司 会 小田川大典

日露戦争期における写真受容の歴史性 《２４３Ａ》

報告者 上田学（立命館大学大学院博士後期課程）

司 会 廣瀬純

吉野作造と大杉栄―大正期における国民国家の思想とアナーキズム― 《２４４Ｃ》

報告者 田中希生（京都府立大学大学院）

司 会 岩崎正弥



1920年代のイギリスにおける社会改革思想の３類型― J.A.ホブスン、R.H.トーニ、G.D.H.コール― 《２４４Ｂ》

報告者 姫野順一（長崎大学）

司 会 八田幸二

15:05-17:25 シンポジウム 《２１２》

１９世紀ヨーロッパ知識人のアメリカ表象

18:00-20:00 懇親会 《富士見校舎・ボアソナードタワー２５階スタッフ・クラブ》

１０月２２日

10:00-10:45 自由論題報告（３）

ジョルジュ・ソレルとサンディカリズム―「ソレリズム」の生成と展開― 《２４１Ａ》

報告者 金山準（東京大学大学院・日本学術振興会特別研究員）

司 会 崎山政毅

メンタルケアの哲学プロジェクト―ビンスワンガーにおける救済の問題を巡って― 《２４２Ｂ》

報告者 山内裕史（慶應義塾大学 SFC研究所 哲学徒）

司 会 田崎英明

「主婦」からの女解放という思想実践―〈主婦戦線〉の事例から― 《２４２Ｃ》

報告者 村上潔（立命館大学先端総合学術研究科博士課程）

司 会 安川悦子

ヘーゲルにおける〈社会コーポラティズム〉的連帯の生成―〈普遍性への意志〉とは何か― 《２４３Ａ》

報告者 小川仁志（名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士後期課程）

司 会 滝口清栄

レヴィナスにおけるパガニスム概念 《２４４Ｃ》

報告者 馬場智一（一橋大学大学院言語社会研究科博士課程／パリ第四大学大学院第五研究科「概念と言語」博士課程）

司 会 佐藤拓夫

10:55-11:40 自由論題報告（４）

アンデスのアヴァンギャルド―インドアメリカ主義・インディヘニスモ・ネオ＝インディアニスモの関わりから― 《２４１Ａ》

報告者 崎山政毅（立命館大学）

司 会 松森奈津子



国民と難民 《２４２Ｃ》

報告者 山岡健次郎（一橋大学社会学研究科博士課程所属）

司 会 鵜飼哲

ウルストンクラフトの北欧旅行記とその周辺 《２４３Ａ》

報告者 嘉陽英朗（甲南大学経済学部 非常勤講師）

司 会 大貫敦子

『自由主義』の変容とクラーク，ナイト 《２４４Ｃ》

報告者 佐藤方宣（大東文化大学・研究補助員）

司 会 小林清一

エロスの技法を再読する―フーコー統治論の形成過程― 《２４４Ｂ》

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

11:40-13:00 昼食

13:00-15:00 セッション Ｂ

「人間」概念の変容と生命倫理（Ⅰ） 《２４１Ａ》

世話人 高草木光一（慶應義塾大学経済学部）

報告者 阿部知子（衆議院議員・医師）・山口研一郎（やまぐちクリニック・医師）・清水透（慶應義塾大学経済学部）・島薗進（東京大学大学院人文社会系研究科）

司 会 高草木光一（慶應義塾大学経済学部）

ヒュームとスミス 《２４２Ｂ》

世話人 篠原久（関西学院大学）

報告者 水田洋（日本学士院）

フランス型「市民社会」モデルの可能性― P. ロザンヴァロンをめぐって― 《２４２Ｃ》

世話人 田中拓道（新潟大学）

報告者 北垣徹（西南学院大学）・高村学人（東京都立大学）・田中拓道（新潟大学）

岩田弘―世界資本主義論の現在― 《２４３Ａ》

世話人 内田弘（専修大学経済学部教授）

報告者 田中裕之（法政大学非常勤講師）・桑野弘隆（専修大学非常勤講師）

ドイツ社会国家の思想史と現在の問題 《２４４Ｃ》

世話人 保住敏彦（愛知大学）

報告者 若尾佑司（名古屋大学）・保住敏彦（愛知大学）・近藤潤三（愛知教育大学）



15:10-17:10 セッション Ｃ

「人間」概念の変容と生命倫理（Ⅱ） 《２４１Ａ》

世話人 高草木光一（慶應義塾大学経済学部）

報告者 阿部知子（衆議院議員・医師）・山口研一郎（やまぐちクリニック・医師）・清水透（慶應義塾大学経済学部）・島薗進（東京大学大学院人文社会系研究科）

司 会 高草木光一（慶應義塾大学経済学部）

１８－１９世紀英仏における科学と社会科学 《２４２Ｂ》

世話人 長尾伸一（名古屋大学）

報告者 隠岐さや香（学術振興会、電気通信大学）・田中拓道（新潟大学）・福田名津子（愛知県立大学（非常勤））・川名雄一郎（学術振興会、名古屋大学）

大原社会問題研究所―図書館学・文献学・社会科学研究の結節点の歴史をふりかえる― 《２４２Ｃ》

報告者 相田利雄（法政大学大原社会問題研究所所長・社会学部教授）・若杉隆志（法政大学大原社会問題研究所事務室主任）

司 会 安田常雄（国立歴史民俗博物館）

自由主義思想の射程 《２４３Ａ》

世話人 森岡邦泰（大阪商業大学）

討論者 森岡邦泰（大阪商業大学）

報告者 太子堂正称（京都産業大学・京都精華大学 非常勤講師）・表弘一郎（大阪経済法科大学非常勤講師）

司 会 中澤信彦（関西大学）

ヨーロッパにおける新右翼の思想―差異主義・多元主義の錯綜の中で― 《２４４Ｃ》

世話人 鳴子博子（中央大学）

報告者 畑山敏夫（佐賀大学）・仲正昌樹（金沢大学）・村松惠二（弘前大学）

共苦共感の思想と平和構築 《２４４Ｂ》

世話人 生方卓（明治大学教員）

報告者 岡真理（京都大学教員）・仲津由希子（東京大学大学院）・紺野茂樹（日本学術振興会特別研究員）



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、２００６年度年報（第３０号）をお送りいたします。た

だし、会費を現段階で１８０００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

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。非学会員の方には大会報告集を５００円で配布しています。

■ 大会報告集およびプログラムのホームページ掲載

本年度も大会報告集を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。



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

１0月２１日（土）の懇親会は午後18時より、法政大学市ヶ谷富士見キャンパス・ボアソナ

ードタワー２５階 B 会議室にて開催されます。懇親会費は５０００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、１０月１１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１０月１３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１０月２１日（土）と１０月２２日（日）の昼食用として弁当をご

用意いたします。価格は各１０００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１３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、

１０００円（１食のみ、懇親会不参加） ２０００円（２食のみ、懇親会不参加）

５０００円（昼食なし、懇親会参加希望） ６０００円（１食、懇親会参加希望）

７０００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、１０月２１日（土）「６２年館 ３ F ホール」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。


